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丸の内再構築事業において
環境への取り組みを進めています。

2002年 9月に開業し
た丸ビルをはじめ、各プ
ロジェクトの解体から、
企画、設計、施工、監理、
運営にわたるまで、さま
ざまな環境への取り組み
を進めています。
（4～11ページ参照）

「行動憲章」を
グループで共有化しました。

「地球環境への配慮」を含む「行動憲章」を2002年8
月にグループ会社で共有化しました。
（14、17ページ参照）

土壌汚染調査・対策処理のプログラムを
定めました。

三菱地所（株）住宅開発事業本部では、2002年6月
より、用地取得の際に事前の土壌汚染調査及び対策処
理をプログラム化し、実効性のある取り組みを行って
います。（28ページ参照）

環境会計の対象範囲を拡大しました。
2002年度の環境会計は三菱地所（株）ビル事業本部の
ビル管理運営部署に加えて、（株）三菱地所設計及び三
菱地所ホーム（株）も集計対象としました。
（20～21ページ参照）

ダウ・ジョーンズ社のサステナビリティ・
インデックスに3年連続で選定されました。
米国ダウ・ジョーンズ社は世界26カ国2,500社の優
良企業から持続的成長が見込まれる企業を選定し、イ
ンデックスとして公表しています。三菱地所（株）は
2000年から3年連続でこのインデックスに選定され
ました。（47ページ参照）

三菱地所（株）住宅開発事業本部が
ISO14001の認証を取得しました。

三菱地所（株）住宅開発事
業本部は2002年11月
27日に ISO14001の
認証を取得し、首都圏の
マンション分譲事業を対
象に環境への取り組みを
進めています。（16、
26～28ページ参照）

三菱地所コミュニティーサービス（株）が
ISO14001の認証を取得しました。
マンション管理業務を行う三菱地所コミュニティーサ
ービス（株）は 2003 年
2月5日に ISO14001
の認証を取得し、首都圏
のマンション管理事業を
対象に環境への取り組み
を進めています。
（16、29ページ参照）

環境憲章をグループとして
共有化します。（14ページ参照）

環境会計の対象範囲を拡大し、
内容の充実をはかります。
（20～21ページ参照）

グループ内で環境マネジメントシステムの
導入を拡大していきます。

●ビル事業本部ビル開発部署にISO14001の認証範囲を
拡大します。（16、22ページ参照）

●住宅開発事業本部にて ISO14001の認証部署の拡大を
検討します。（16、27ページ参照）

●ホテル事業の一部にて ISO14001の認証を取得します。
（16、38ページ参照）
●他の事業領域においてもISO14001の認証を取得する
組織と ISOに準じた環境マネジメントシステムの運用を
行う組織との方向性を考慮しながら拡大展開をはかって
いきます。（16ページ参照）

　　　　年度以降の取り組み予定�2003�　　　　年度以降の取り組み予定�2003�

2002年度 環境への取り組みハイライト

環境報告書2003_PDF用  03.9.8 3:29 PM  ページ 1



報告方針
●この報告書は三菱地所グループを対象としており、ISO14001の認証を取
得している三菱地所株式会社のビル事業本部ビル管理運営部署、住宅開
発事業本部、三菱地所コミュニティーサービス株式会社、株式会社三菱地
所設計、三菱地所ホーム株式会社の5組織を中心に（22～37ページ）、そ
の他の部署・グループ会社の活動についても記載しています。
三菱地所コミュニティーサービス株式会社、株式会社三菱地所設計、三
菱地所ホーム株式会社は、何れも三菱地所株式会社が100％出資（間接出
資を含む）する連結子会社です。なお、三菱地所コミュニティーサービス
株式会社は、2003年4月1日に株式会社ダイヤコミュニティーから商号を
変更しています。

●対象とする読者は、三菱地所グループの進める「まちづくり」に関わる
お客さま、株主、投資家、従業員、取引先、地域社会、NPO・NGOなど
幅広いステークホルダーの方々を想定しています。

● 報告する活動内容は、「企業の社会的責任」（CSR；Corporate Social
Responsibility）の見地から、環境活動を主に、社会活動（「社会環境コミ
ュニケーション」39～47ページ）及び経済活動（「事業概要」48～49ペー
ジ）についても記載範囲としています。

●報告書作成にあたっては、環境省「環境報告書ガイドライン（2000年度版）」
「GRI（Global Reporting Initiative）ガイドライン」を参考としました。
●報告期間は2002年度（2002年 4月1日～2003年3月31日）を対象として
いますが、注記を行った上で一部当該年度以外の内容も記載しています。

●報告書の信頼性と透明性を担保するため、第三者機関による審査を実施
しました。（53ページ）

● 本報告書の内容はWeb上でも掲載しています。
（http：//csr.mec.co.jp/eco.html）
● 環境保全活動を更に実効的なものとし、情報開示の質を高めるためには、
読者の方とのコミュニケーションが重要と考えています。添付のアンケ
ートに是非ご意見・ご感想をお寄せください。

今回報告書の特徴
● 2002年11月、2003年 2月にそれぞれISO14001の認証を取得した三菱
地所株式会社住宅開発事業本部、三菱地所コミュニティーサービス株
式会社を、主たる記載対象に加えました。（18～19、26～29ページ）

● 2002年8月に竣工した「丸ビル」をはじめとする「丸の内再構築事業にお
ける環境への取り組み」を巻頭特集として記載しました。（4～11ページ）

●環境経営組織を主要な事業領域のグループ会社を含めた体制に改組した
ことについて記載しました。（15ページ）

●コンプライアンス体制の再構築とグループ展開、情報管理コンプライア
ンスについて記載しました。（17ページ）

●環境会計については前回発行の報告書において、三菱地所株式会社のビ
ル事業本部ビル管理運営部署を対象に、ISO14001の目的・目標に対応
する形式で再構築しましたが、集計範囲に株式会社三菱地所設計、三菱
地所ホーム株式会社を加えて拡大しました。（20～21ページ）

●今回の報告書は、2000年12月、2001年9月、2002年9月に続く4回目の
発行となります。

次回報告書の発行予定
次回報告書は2004年9月の発行を予定しています。今後、「企業の社会的
責任」の見地から「持続可能性報告書」等への方向性も含めて編集方針を検
討していきます。

作成部署・連絡先
三菱地所株式会社 企画管理本部 社会環境推進室
〒100-8133 東京都千代田区大手町一丁目6番1号 大手町ビル
TEL  03 - 3287 -5780
FAX  03 - 3212 -2362
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私たちは「まちづくりを通じての真に価値ある社会
を実現する」という基本使命をもち、グループ全社
員がそれを共有しています。そして、一貫して都
市・住居などの人々の生活環境を創造し、運営する
ことを事業としてきました。

「真に価値ある社会」とは、どのような社会でしょ
うか。私たちは、「物質的な豊かさだけでなく、精
神的な豊かさのある、人々が生き甲斐や充実感をも
って暮らすことができる社会」であると考えます。
その社会を実現させるための「まちづくり」にあた
っては、「住み」「働き」「憩い」「訪れる」多くの人々
を考えなければなりません。それに加えて、「まち」
が良質なストックとして引き継がれていくために
は、まだ生まれていない―発言や行動のすべをも
たない―人々を含め「次の世代」も見据えなけれ
ばなりません。

「まち」は人間の営みの基礎であり、長い期間にわた
り多くの人々と関わりながら継続していくもので
す。一方で、「まちづくり」に関わる事業活動に伴っ
て、さまざまな環境負荷が生じます。主なものとし
ては、建物の建築・運営におけるエネルギー利用に
伴うCO2の排出やヒートアイランド現象、建物の新
築・改築や運営に伴い排出される廃棄物、PCBな
どの環境負荷物質、土壌汚染、ホルムアルデヒド等
のシックハウス原因物質などがあります。
だからこそ「まちづくり」を行う総合不動産業にお
いては、環境に配慮し環境負荷を低減する取り組み
が重要となります。

私たちは、「デベロップメント」を事業の中核に
グループ全体の価値を持続的に創造し、その最大化
をはかることをめざしていますが、その重要な柱が
環境への取り組みです。
単に受動的に法規制を遵守するのにとどまらず、自
主的かつ能動的に活動すること、それが私たちの責
務であり、また社会から期待され求められているも
のと考えます。

こうした認識のもと、地球温暖化対策としてエネル
ギー消費の抑制と使用の合理化、廃棄物の抑制、環
境負荷物質の適正管理、土壌汚染に関しては法令及
び社内手順に則った適切な対応、2003年7月の建築
基準法改正に対応したシックハウス対策の強化、顧
客に対する環境配慮提案などを実行していきます。

2002年9月に「丸の内再構築」の第一弾となる「丸ビ
ル」がオープンしました。「丸の内再構築」は、1890
年（明治23年）の土地払い下げで着手した赤煉瓦建
物街の形成、昭和30年代にはじまる近代的オフィ
スビル群への建て替えに続く、第三の創業と言える
事業です。
この再構築のコンセプトは3つのキーワード、「オー
プン」「インタラクティブ」「ネットワーク」で構成さ
れます。これからの丸の内は、ビジネスニーズに応
えるだけでなく、さまざまな人々が集い、交流し、新
しい情報、価値、文化を創造し発信する「世界に開
かれたインタラクティブな街」となることをめざし
ており、「丸ビル」は新生丸の内を象徴する中心的
な役割を担っています。
「丸ビル」をはじめとする「丸の内再構築」において
は、さまざまな環境への配慮を実施しています。本
報告書の巻頭でその内容を具体的に紹介しておりま
すので、ご覧頂けると幸いです。

環境についてはグループ全体で取り組むべきもので
あり、環境は異なる事業領域のグループ各社を連携
し統合する性格をもつものです。それとともに組織
で取り組む前に、社員一人ひとりが、個人として意
識をもち行動することが重要です。
その一環として、2002年度に「地球環境への配慮」
を含む行動憲章を「三菱地所グループ行動憲章」と
してグループ全社員が共有し、三菱地所の住宅開発
事業本部、マンション管理を行うグループ会社である
三菱地所コミュニティーサービスが新たにISO14001
の認証を取得しました。また2003年度より、主要
な事業領域の中核となるグループ会社を含める形で
環境経営体制を改組しております。

今後もグループの各事業領域で環境マネジメントシ
ステムの導入を進め、グループとして環境経営を推
進していきます。

本報告書は4回目の発行となります。
企業の社会的責任の遂行として、経営の透明性と説
明責任が重要であり、積極的に情報開示を行い、幅
広いステークホルダーの方々とのコミュニケーショ
ンを促進するために、この報告書があります。今後
も改善をはかりながら、継続して発行を行います。

私たちの環境活動は発展途上であるとともに、決し
て終わることはありません。そして、継続的な改善
のためには、ステークホルダーの方々との対話が不
可欠です。この報告書に関し、率直なご意見・ご感
想をお寄せ頂きますよう、お願い申し上げます。

2003年9月

三菱地所株式会社　取締役社長

私たちはグループ全体の価値を持続的
に創造し、環境を経営の重要な柱とし
て取り組みます。

TOP MESSAGE
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丸の内再構築事業における
環境への取り組み

丸の内は1890年代から日本の中心的なビジネスセンターとして発展してきま
した。ここには日本経済を牽引する主要企業・団体が立地し、大手町・有楽
町地区を含めた約110haの地域に約100棟のビルが建ち、約4,100の事業所
に約24万人が働いています。ビルの過半数は築30年を超え、ビルとしても街
としても機能更新の時期にきており、東京駅周辺を含めて16件の再開発プロ
ジェクトが動いています。三菱地所はこの内6件の再開発プロジェクト（共同
事業を含む）を進めていますが、その第１弾として2002年9月、丸の内ビル
ディング（丸ビル）が開業しました。丸ビル建設にあたっては、三菱地所グル
ープの総合力を結集させて環境への取り組みを行っています。

環境共生都市
「丸の内」をめざして

特集
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丸の内再構築事業の先導的プロジェク
トである丸ビルにおいては、ビルの解
体から企画、設計、施工、監理、運営
まで“生涯”にわたる環境負荷の低減
を追求することがテーマでした。

長寿命化
ビルのライフサイクルを考えた場合、
何よりもまず「長寿命の建物とするこ
と」が最大の環境負荷低減策と言えま
す。丸ビルでは「100年ビル」という
コンセプトを掲げ、耐震設計を進め
ました。また、リニューアル時の内
装変更が容易で、廃棄物を極力発生
させないことを主眼として、リサイ
クル可能な品質の材料を選ぶなど、
耐用年数と建築資材を考慮したロン
グライフのビルづくりを行いました。

耐震構造
丸ビルの耐震設計は従来の新耐震基
準建物の1.5倍のレベルをクリアする
ため、法隆寺の五重塔に用いられた
芯柱によるエネルギー吸収効果を応
用した独自の耐震構造システム「耐震
シャフト」を採用しました。ビルの最
上階から１階までを貫く4本の中心柱
を上下で支え、各階床とのあいだを
吸収ダンパーでつなぐことにより、
地震のエネルギーを分散して吸収す
るようにしています。さらに損傷箇
所を予め限定することで、その部材
の交換により短期間かつローコスト
に復旧することができます。

省エネ対策
丸ビルでは省エネと快適性の両立を
めざして、さまざまな技術を積み重
ねて通常のオフィスビルと比べ約3割
の省エネ効果を見込んだ設計として
います。空調に関しては建物自体の
外気の取り入れ能力を通常の2.5倍に
増強し、冬期と中間期には積極的に
外気を取り入れる「外気冷房」や局所
熱排気も行える「エアバリアシステム」
の採用等により、空調にかかるエネ
ルギーを低減しています。照明に関

しても外光により自動的に照度を調
整する自動調光システムを採用する
ことで照明負荷も減らしています。
また、高層部屋上には太陽光発電パ
ネル（約10kW）を設置し、丸ビルの使
用電力の一部として利用しています。

省資源対策
レストランの厨房排水や雨水を再利
用し、中水道としてトイレの洗浄水
や灌水に使用するなど、節水対策を
行っています。

丸ビルにおける環境対策

丸ビルに復元された旧丸ビルの三連アーチ

●外壁・二重窓
ひさしが飛び出た外壁で日射を遮る
とともに、二重窓を全面的に採用し
て気密性を高める。

●コージェネレーション
ガスタービンで発電、排熱を蒸気と
して取り出し熱源として利用する。

●氷蓄熱システム
電力料金の安い夜間に蓄えた冷熱を
昼間に利用することで、電力使用を
平準化しコスト削減をはかる。

●外気冷房
通常の2.5倍の外気を取り入れるこ
とによって冷房にかかるエネルギー
を削減（冬期と中間期）。

●エアバリアシステム
空調で窓ガラス沿いに空気のカーテ
ンをつくり窓際を過ごしやすくする
とともに、局所的な熱を排気する。

●自動調光システム
窓から入る自然光に応じて照明の明
るさを制御する。

●ゾーン別の空調
各フロアを6～8ゾーンに分けて空
調設備を配置、可変風量装置できめ
細かく温度を制御する。また、送風
にかかるエネルギーを低減する。

●大温度差送水システム
空調用の冷温水の熱交換効率を高め
て冷温水の流量を減らし、ポンプ動
力のエネルギー使用を減らす。

丸ビルに採用した主な省エネ対策

直射日光を遮蔽し、柔和な光に換えるとともに熱気を上部に留め、
自然通風により排出するロールスクリーン

エアバリアシステム
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解体及び施工における
環境への取り組み

●解体工事時
旧丸ビルは1997年7月に解体工事に
着手しましたが、解体時に発生する
各種建設副産物のうちコンクリート
ガラ（約55,000t）は中間処理業者にて
破砕の上、砕石化し、主に路盤材と
して各方面に利用、鉄筋・鉄骨は有
価物として電炉メーカーにて原料と
して再利用するなど、リサイクルを
促進しました。旧丸ビルは基礎とし
て5,443本の松杭（平均長さ約14m、
直径25～30cm）を使用していました
が、解体時に分別収集し、チップ化
の上、クラフト紙の原料の一部とし
て再生利用しました。またベンチや
積み木などに生まれかわっているも
のもあります。

●新築工事時
丸ビルの新築工事において、通常の
施工を行った場合、約4,800 tの建設
廃棄物が発生し、最終処分（埋め立て）
量は約400tにものぼるものと予測さ
れました。施工にあたっては廃棄物
はすべて再資源化し、最終処分とし
て埋め立て処理する廃棄物をゼロに
するという「ゼロエミッション工事」
に取り組みました。具体的には、
・梱包材など廃棄物となる物質の現場
持ち込みの最小化

・現場での分別収集をより徹底
・分別収集された廃棄物は中間処理に
おいて原則100％再資源化
・中間処理における最終残さは再生コ
ンクリート製品の骨材として使用
・再資源化不可能な混合廃棄物及び分
別後再資源化不可能なものはガス化
溶融炉［＊1］で処理後、溶融スラグ［＊2］を
アスファルト・コンクリート骨材で
再利用
などの取り組みを行いました。

旧丸ビルの基礎松杭

旧丸ビルの松杭を再利用したベンチ

丸ビル新築工事にあたっては着工3ヶ月後の準備工事が完了した頃から本格的にゼ
ロエミッションに取り組みました。延床面積あたりの混合廃棄物の排出量は当社
の現場平均値として通常で28.8kg/m2発生するといわれていますが、丸ビルの
場合、ゼロエミッションに取り組んだ結果、当初の目標値10kg/m2を大幅に下
回り、1.6kg/m2に抑えることができました。
まず、ゴミとなる不要なものを現場に持ち込まないことが重要であり、資材の搬
入と廃棄物の搬出には厳格なルールを設けました。不要なものを持ち込んだ場合、
その処理は当社が一元適正処理し、かかるコストは持ち込んだ業者が負担すると
いうルールにしました。また不要材を廃棄する場合には再資源化しやすいよう分
別収集を徹底しました。当初、ゼロエミッションによるコストの増加が懸念され
ましたが、これらの取り組みによってコストという難題はクリアされました。ま
た、ゼロエミッションによってスケジュール管理が徹底され、現場の安全や施工
管理の面にも大きな効果があったと言えます。
2,500人が働く現場で、すべての関係者が共通認識を持つということがゼロエミ
ッションの原点ではないでしょうか。丸ビルという日本を代表するプロジェクト
で発注者、設計者、施工者の一人ひとりが同じ気持ちになれたことが良い結果に
つながったと思います。（談）

施工担当者
の

声

理事 工務監督

甲斐 則夫氏（当時：丸ビル建築工事共同企業体所長）
プロパティマネジメント事業部

毛利智恵子氏（当時：丸ビル建築工事共同企業体事務係長）

株式会社大林組 東京本社

（上）5階広場から望む丸ビル
（左）アトリウム広場／マルキューブ
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ビル運営管理における
環境への取り組み

生ゴミなどの廃棄物リサイクル
ビルを運営管理する過程ではさまざま
な環境負荷が生じます。丸ビルから排
出される各種廃棄物は紙ゴミ、段ボー
ル、発泡スチロール、ペットボトル、
瓶、缶などに分別されて地下２階のゴ
ミ集積所に集められ、リサイクルされ
ています。40店舗以上もの飲食店が
入居する丸ビルでは１日あたり最大で
約0.5 t の生ゴミが排出されますが、
この生ゴミを豚の飼料としてリサイク
ルしています。専用容器により回収
された生ゴミは横浜市金沢区の工場
に運搬され、微生物の発酵技術を用
いて液体状の飼料に加工されます。
液体状とすることで豚の疾病の原因
となる粉塵が発生しないだけでなく
臭気も軽減され、農家の方にも喜ば
れています。

物流効率化
丸ビルでは館内の物流面でも環境負
荷を低減する取り組みを行っていま
す。一般のビルでは各物流会社から
の荷物は個別にエレベーターで各階の
テナントへ届けられますが、丸ビル
では地下2階の物流センターに届けら
れた荷物を佐川急便、日本通運、ヤ
マト運輸の3社が共同化し、一括して
エレベーターで配送しています。こ
れによりエレベーターの混雑緩和と
ともにセキュリティーの確保も可能
となりました。この取り組みは2002

年2月に国土交通省の働きかけで行っ
た「丸の内物流TDM実証実験」［＊3］

の経験を踏まえたもので、取扱実績
は平均して１日約800個になります。

丸ビル地下2階物流センター

筑紫樓はこれまで路面店のみで展開しており、商業ビルに入居する
のは丸ビルが初めてでした。丸ビル入居にあたってはゴミ分別に関
して非常に細かい指示を受け、はじめは困惑しましたが、基本的に
はビルのルールに従うのがテナントとしての義務であると思いま
す。生ゴミ分別も時代の要請であり、従業員個人個人の持っている
環境意識を大切にしながら実行しています。ゴミ分別に関してはビ
ル管理者が毅然とした態度でテナントに要請することが大切であ
り、今後ともこの意識を持ち続けて欲しいと思います。（談）

丸ビル入居
テナントの

声

筑紫樓 魚翅海鮮酒家 支配人

六本木友明氏

特
集

環境共生都市
「丸の内」をめざして

丸ビルの生ゴミリサイクルの流れ

飼料工場へ搬送 生ゴミの投入

発酵・製品保管給餌風景

丸ビル地下2階生ゴミ集積所
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1988年、地区の地権者がほぼ全員参
加して「大手町・丸の内・有楽町地区
再開発計画推進協議会」が設立されま
した。この協議会と東京都、千代田区、
JR東日本の4者で「大手町・丸の内・
有楽町地区まちづくり懇談会」が設け
られ（1996年）、官民が共有する「街づ
くりガイドライン」を定め、その中で
アーバンデザインや都市管理ととも
に「環境共生」が大きなテーマとして
掲げられています。丸の内再構築事
業ではこの地域の固有性をベースと
した「環境共生」をめざして開発を進

めています。都心業務地区ではヒー
トアイランド問題や地域全体として
の省エネ・省資源対策、緑とオープン
スペースへの取り組み等を総合的に
進める必要があります。１つの敷地
だけではなく地域全体を捉え、固有
の環境資源である皇居の緑を核とし
て都心に広がる緑地空間のネットワ
ーク形成に寄与する視点が重要です。
また、屋上緑化に積極的に取り組ん
で緑被面積の拡大をはかり、ヒート
アイランド現象［＊4］の緩和に努めるこ
とも大切です。丸ビルでは低層部の屋
上で約1,000m2の屋上緑化を行いまし
た。丸の内の広い地域で屋上緑化を
進めることは都心全体の中で大きな
効果があると考えられます。

緑のネットワーク形成にあたっては
沿道緑化も重要な要素となります。
丸の内地区の中心を南北に貫く「丸の
内仲通り」の環境改善を丸ビル開業に
あわせて行いました。「街づくりガイ
ドライン」では仲通りを「ビジネス活
動・アメニティ環境の基軸」と定義し、
それにふさわしい環境を創るため、
延長370mにわたって歩道幅員を各
1m拡げ（車道7m、歩道各7mの計
21m幅員）、ユリノキを基調にケヤキ
とアメリカフウを加えた街路樹を整
備しました。また、アメニティ環境の
要素を加えるため、車道、歩道とも
に「石英斑岩」を用いた石畳とし、安
らぎと温かみのある雰囲気を演出し
ています。舗装面は車道としての強
度、歩道としての歩きやすさのバラ
ンスを考えて石の貼り方、透水性目
地の採用などの工夫を加えています。

ヒートアイランド�
対策としての�
緑化�

人が触れる緑化� 花などの鑑賞用�
緑化�

景観要素を採り�
入れた緑化�

▲
�

▲
�

▲
�

屋上緑化の考え方の発展

丸の内仲通りの活性化丸の内における
緑のネットワーク

丸ビルの屋上緑化

環境共生都市
「丸の内」をめざして

丸の内仲通り
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日本工業倶楽部会館・三菱信託銀行本店ビル

（左上）三菱信託銀行本店ビル屋上壁面緑化
（左下）三菱信託銀行本店ビル屋上太陽光パネル
（上）三菱信託銀行本店ビル窓面ひさし

特
集

丸ビルに続く当社丸の内再構築事業
の第2弾として2003年2月、日本工
業倶楽部会館・三菱信託銀行本店ビ
ルが竣工しました。従前の日本工業
倶楽部会館と永楽ビルの2棟を一体
開発で建て替えをしたこのプロジェ
クトにおいても、さまざまな環境へ
の取り組みを行っています。三菱信
託銀行本店ビルにおいては各階に出
幅500mmのひさしを設けて丸ビル同
様に直射日光を遮り、熱を通しにく
いLow-Eガラス［＊5］の効果と相俟って
室内への熱負荷を低減させています。
屋上には太陽光発電パネルを丸の内
熱供給（株）が設置し、20kWの電力を
発電しています。また、タワー屋上の
ガラス壁の内側及び北側歩行者通路
部分にはアメリカツルマサキとヘデ
ラによる壁面緑化を実施し、ヒート

アイランド現象［＊4］緩和の観点から多
方面より注目されています。

旧国鉄本社跡地に建設中のこの計画
は2004年8月の竣工をめざして事務
所、ホテル、店舗などが入居するビルの
建設が進められています。当社が100
％所有するＢ棟の空調関係では外気
冷房、エアバリアシステム、Low-Eガ
ラス［＊5］、水平・垂直ひさしによる直射
日光の抑制によって負荷の低減をは
かっています。電気設備関係では昼
光センサーによるオフィス照明の自動
調光を採用しています。また、外壁
に光触媒タイルを採用することによ
りセルフクリーニング効果が高まり、
洗浄廃液の削減が期待されます。施
工にあたっては丸ビル同様、ゼロエミ
ッションの取り組みを行っています。

東京ビルは一部店舗を含む事務所ビ
ルとして2005年の竣工をめざして工
事が進められていますが、ここで採
用している環境への取り組みの主な
ものとしては、各階の雑用室を2ケ
所に分散し、各々に分別BOXを設置
するなど、ビルから排出される廃棄
物の分別・資源回収を徹底します。
また、外気冷房、簡易エアフローシス
テム［＊6］、Low- Eガラス［＊5］、ひさしによ
る直射日光の抑制による負荷の低減
も行っています。その他、西側面に
は高層階から地上までの壁面緑化を
実施し、ビル前面にはヒートアイラ
ンド現象［＊4］防止に効果のある保水性
舗装を施工する予定です。施工にあ
たっては、ゼロエミッションの取り
組みを行っています。

日本工業倶楽部会館・三菱信
託銀行本店ビルにおける環境
への取り組み

丸の内１丁目１街区開発計画 東京ビル建て替え計画

丸の内１丁目１街区（東京駅
丸の内北口）開発計画におけ
る環境への取り組み

東京ビル建て替え計画におけ
る環境への取り組み
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大手町・丸の内・有楽町地区に2003年
8月から無料巡回バス「Marunouchi
Shuttle」が走っています。これは当社
を含む地元企業からなるバスの運行
委員会が主催し、日の丸自動車興業
（株）が運行するもので、大手町から
丸の内を経て有楽町までを15分間隔
で毎日巡回しています。車を駐車し
てバスに乗り換える「パークアンドラ
イド」型をめざし、観光客を呼び込
んで東京の中心部を活性化させると
ともに、低公害車を使用して環境問
題にも配慮しています。
バスはマイクロタービンを搭載した
ニュージーランド製の電気バスで、
ほとんど排ガスが出ず、低床のため

子どもやお年寄りにも利用しやすい
車両となっています。

［＊1］ガス化溶融炉
廃棄物をガス化し、そのガスを燃料として高温
で廃棄物を焼却し、灰分を溶融・固化するゴミ
処理施設。

［＊2］溶融スラグ
焼却灰等の廃棄物を燃焼熱や電気から得られた
熱エネルギー等により超高温下で加熱、燃焼さ
せ、無機物を溶融した後に冷却したガラス質の
固化物。

［＊3］丸の内物流TDM実証実験
三菱地所等で構成される「大手町・丸の内・有
楽町地区再開発計画推進協議会」が、国土交通
省等による「丸の内物流効率化実行委員会」に

参加し、環境対策、物流効率化対策、駐車場
マネジメント対策のあり方を検討した実験。
（※ＴＤＭ：Transportat ion Demand
Management（交通需要マネジメント））
［＊4］ヒートアイランド現象
都市における舗装・建物の増加や冷暖房などの
人工排熱の増加などにより気温が郊外に比べて
高くなる現象。島状に気温の高い部分ができる
のでヒートアイランドと呼ばれる。
［＊5］Low-Eガラス
特殊金属膜を使用したガラスで、高断熱タイプ
と遮熱タイプがあり、遮熱タイプは夏期の強い
太陽エネルギーをカットし、冷房効率を高める。

［＊6］簡易エアフローシステム
窓ガラスとロールスクリーンを二重サッシと見
立てて、その間に吸込み口を設けて、ブライン
ドに吸収された日射を排出するシステム。

Environmental Report 200310

ハイブリッドバス

環境共生都市
「丸の内」をめざして

環境にやさしい次世代型ハイ
ブリッドバスが走っています
（無料巡回バス）

特
集
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大手町・丸の内・有楽町地区再開発プロジェクト

Environmental Report 2003 11

⑩東京駅赤レンガ駅舎・駅前広場・行幸
通りの再整備

②糖業会館・ニッポン放送
本社ビル建て替え計画
敷地面積：約1,310m2

主要用途：事務所、店舗
最高高さ：約42m

（B4F～9F）
竣　　工：平成16年3月末予定

⑫丸の内トラストタワーN館
敷地面積：12,026m2

主要用途：事務所、店舗
最高高さ：約100m

（B3F～19F）
竣　　工：平成15年9月

⑯有楽町駅前地区市街地再開発事業
施行区域面積：約1.8ha
敷地面積　　：約8,000m2

竣　　工　　：平成19年春予定
（第1地区）

⑭パシフィックセンチュリープレイス丸の内
敷地面積：6,383m2

主要用途：事務所、店舗、
ホテル

最高高さ：約150m
（B4F～32F）

竣　　工：平成13年11月

⑬八重洲開発計画
敷地面積：約20,000m2

主要用途：事務所、店舗
など

最高高さ：約200m
竣　　工：平成19年度末予定（北側1期・南側）

平成22年度末予定（北側2期）

③明治生命館街区再開発計画
敷地面積：約11,300m2

主要用途：事務所、店舗
など

最高高さ：約147m
（B4F～30F）

竣　　工：平成16年8月予定

⑦東京サンケイビル
敷地面積：6,262m2

主要用途：事務所、ホール、店舗
最高高さ：約146m（B4F～31F）
竣　　工：第1期平成12年9月

第2期平成14年9月

⑪丸の内中央ビル
主要用途：事務所
最高高さ：約73m

（B3F～14F）
延床面積：約35,000m2

竣　　工：平成15年2月

④三菱商事丸の内新本社ビル計画
敷地面積：約5,300m2

主要用途：事務所
最高高さ：約115m

（B3F～20F）
竣　　工：平成18年春

予定　

日比谷パークビル建て替え計画
敷地面積：約4,300m2

主要用途：ホテル
竣　　工：平成18年度予定

丸ビル
敷地面積：10,029m2

主要用途：事務所、店舗、
ホール

最高高さ：約180m
（B4F～37F）

竣　　工：平成14年8月

丸の内1丁目1街区（東京駅丸の内北口）
開発計画
敷地面積：約23,800m2

主要用途：事務所、ホテル、
店舗など

最高高さ：約160m
竣　　工：平成16年8月予定

新丸ノ内ビル建て替え計画
敷地面積：約10,000m2

竣　　工：平成19年度予定

東京ビル建て替え計画
敷地面積：約19,000m2

（東京ビル単独では8,100m2）
主要用途：事務所、店舗
最高高さ：約164m

（B4F～33F）
竣　　工：平成17年予定　

日本工業倶楽部会館・
三菱信託銀行本店ビル

敷地面積：8,100m2

主要用途：日本工業倶楽部
会館、事務所、店舗

最高高さ：軒高約143m
（B4F～30F）

竣　　工：平成15年2月

は三菱地所関連のプロジェクト
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三菱地所の連結子会社である（株）イムズが運営管理する複
合商業施設・情報発信基地「イムズ」は、福岡の商業ビルや
オフィスが建ち並ぶ「天神」地区の中央に位置します。ビル
周辺の環境も時代にあったものへと整備し、都市に可能な
限り自然を創り出そうと、2002年6月、ふるさとの田んぼの
土手や野辺の道をモチーフとした「百草木の径」を創りまし
た。“土”を多様に用いて、三和土床（たたきゆか）を現代の
技で蘇らせ、三和土の持つ蒸散効果や、混入された「にがり」
の持つ保湿効果でヒートアイランド［＊1］対策を行うとともに、
地元の野草をメインとした植栽を施しました。

三菱地所では従来から省エネ・節電に取り組んできました
が、2003年夏期は東京電力の原子力発電所停止に伴う電力
不足を踏まえ、当社が管理するビルにおける共用部分照明
の一部消灯をはじめとした各種の省エネ・節電対応に加え、
当社事務室内においても、6月から8月の間に率先して一層
の対策を講じました。各部署で選任した「省エネ・節電担当
者」を中心に、以下の対応を実施しました。
●会議室等は、未使用時及び使用後は必ず消灯する
●昼休み時間（12:00～13:00）は原則として事務室内を消
灯する

●勤務時間中において
も事務室内の必要な
箇所以外はこまめに
消灯する（右写真）

● OA 機器（コピー・
FAXを除く）は未使
用時電源OFFとする

●室内個別空調の温度
は27℃以上とし、11：00～16：00の間は運転しない

●室内通路部分等の照明を間引く
●近接階への移動時はエレベーター利用を控え、階段を利
用する
なお、実施期間終了後も引き続き省エネ・節電の徹底に取り
組んでいます。

イムズ「百草木の径」（ひゃくそうもくのみち）

三菱地所の省エネ・節電対応
2004年初夏の完成をめざして東京都千代田区二
番町にて建設中の、三菱地所を含めた3社による
共同事業物件である「（仮称）二番町プロジェクト」
は、ワンフロア最大1,200坪の無柱空間を確保す
る最新のオフィス機能を中心に、上層部には都心
型高級賃貸住宅を併設しています。屋上及び壁面
の一部は緑化し、ヒートアイランド［＊1］現象の緩和
にも貢献すると同時に建物の熱負荷を軽減し省エ
ネにも役立てる計画としています。
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Topics 5

Topics 1 Topics 4

三菱地所グループにおける
環境負荷低減に向けた取り組み

（仮称）二番町プロジェクト ト
ピ
ッ
ク
ス

ト
ピ
ッ
ク
ス

三菱地所は、クリーンなエネル
ギーとして注目されている風力
発電の実施を日本自然エネルギ
ー（株）に委託しています。
2002年4月1日より15年間にわ
たり、年間100万kWhの発電量
を契約し、2002年度の実績は
契約通りでした。
これにより当該年度の三菱地所
本社オフィス（東京ビルヂング）
における冷暖房用を除く使用電
力の約67％を風力発電で賄いました。

グリーン電力証書システム

Topics 2

三菱地所を含めた8社による分譲マンションTOKYO TWIN PARKS（東京
都港区）では、環境・資源対応への取り組みを行っています。その一環とし
て、雨水再利用システムを採用し、雨水を一時的に地下の貯水槽に貯え、
砂や鉄分等を取り除いた後に、外構植栽への散水や非常用の雑用水として
再利用しています。

TOKYO TWIN PARKSにおける雨水再利用

Topics 3

三菱地所は、（株）ワンビシアーカイブズと提携し、丸の内地
区の当社所有ビル30棟で企業内文書の機密抹消処理・リサ
イクル・保管等のトータル・マネジメントサービス「丸の内
R&Aサービス」（Recycle ＆ Archive）を2003年4月9日より
開始しました。
「丸の内R&Aサービス」は企業内の機密性の高い文書を回収
し、機密抹消処理した上でリサイクルを行い、その企業に
紙フォルダーなどの文具品を還元する環境対策に有効なR
（Recycle）サービスと万全なセキュリティ体制で企業内文書
の保管、一元管理、配送を請負うA（Archive）サービスで構
成されます。

「丸の内Ｒ＆Ａサービス」（Recycle＆Archive）

Topics 6

雨水再利用システム

TOKYO TWIN PARKS

［＊1］ヒートアイランド
都市における舗装や建物の増加や冷暖房などの人工排熱の増加などに
より気温が郊外に比べて高くなる現象。島状に気温の高い部分ができ
るのでヒートアイランドと呼ばれる。
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環
境
経
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三菱地所グループは「まちづくりを通じての真に価値ある社
会の実現」という基本使命のもと、デベロップメントを核と
して、その周辺事業をグループで展開し、個々の事業を束ね、
シナジー効果を発揮することで、グループ全体の価値向上
をはかっていきます。

三菱地所グループは、2002～2004年度中期経営計画にお
いて、2004年度に達成すべき経営指標として、EBITDA（金

利・減価償却前事業利益）1,700億円を目標に掲げ、キャッ
シュフロー増大による企業価値の向上をめざしています。
（※EBITDA＝営業利益＋

受取配当・利息＋持分法投

資損益＋減価償却費）

この目標を達成するた
めに、次の4つの項目
に取り組んでいます。

三菱地所グループは、株主価値重視の経営をめざし、効率
的かつ健全なグループ経営のためのマネジメントシステム
の強化を経営戦略のひとつに掲げています。
なかでもコーポレー
ト・ガバナンスは最も
重要なシステムのひと
つとして捉え、当社グ
ループに最も適した仕
組みづくりを絶えず追
求しています。

環境経営

三菱地所グループの経営方針

Environmental Report 200314

経営の基本方針

目標指標

コーポレート・ガバナンス

①連結グループ経営の一層の推進

②競争力の強化

③時価経営の推進

④社会環境問題への対応

①執行役員制度の導入

②経営の透明性・客観性の確保

③業績連動型報酬制度の拡充

④遵法経営の徹底

①企業価値の向上
株主価値を重視したキャッシュフロー経営による
グループ全体の価値の向上

②顧客第一主義の徹底
市場競争を勝ち抜くための顧客との永続的な関係の構築

③コラボレーション経営
グループ内外の関係者との様々な協同活動による
高い付加価値の実現

2002～2004年度中期経営計画における経営基本方針

三菱地所株式会社は1997年12月に企業行動全般にわたる
「三菱地所行動憲章」を制定しました。この第3条には「地
球環境への配慮」を掲げており、この基本理念に基づき、
1998年5月に「環境憲章」を定めました。各社員がこの内
容を常に意識し、実践することによって環境面においても
社会的責任を果たすことができるものと考えています。

また、2002年8月からビル・住宅・設計監理・資産開発運
用・海外・注文住宅・ホテル・余暇などの事業を展開する
グループ全体で行動憲章を「三菱地所グループ行動憲章」
として共有化しました。「環境憲章」についても2003年度
中にグループとして共有化していく予定です。

三菱地所は環境への配慮を経営の重点課題のひとつとして捉え、企業活動の
全ての領域で社員一人ひとりが地球環境との共生をテーマに行動します。
１．法規の遵守
国や地方自治体が定める環境法令・規則を遵守し、環境保全に努める。

２．資源・エネルギーの節約
資源、エネルギーの効率的利用と節約を目的とした技術やシステムの開
発と導入に努める。

３．循環型経済社会への寄与
材料や施設の再利用・長寿命化を目的とした企画・設計・開発を目指し、
廃棄物の削減とリサイクルに努める。

４．環境との共生
自然生態系や地域社会への環境影響評価を実施し、環境負荷の低減を図
った開発を目指し、環境との共生に努める。

５．安全で快適な街づくりの推進
企画・設計・開発・管理運営の技術や手法の研鑽を図り、バリアフリーの
達成と安全で快適な街づくりの推進に努める。

６．環境管理体制の整備
環境管理の組織・運営体制の整備による環境規範の更新や環境監査によ
る責任所在の明確化、改善施策の実行および自主管理の維持向上に努める。

７．環境自主行動計画の公開
環境憲章の公開を通じて、社員への環境教育による環境意識の向上を図
り、環境保全活動の実践に努める。

環境理念

企業行動指針

三菱地所は総合デベロッパーとして、自然環境との調和・環境の保全・
環境の改善を追求し、暮らしを豊かにする生活空間の創造を目指します。

三菱地所グループ行動憲章 環境憲章

基本使命
「まちづくりを通じての真に価値ある社会の
実現」
私たちは、住み・働き・憩う人々の立場に立っ
て、安心、安全、快適で魅力あふれるまちづく
りを各地で展開し、真に価値ある社会の実現に
貢献します。

行動原則
第１条　社会とのコミュニケーション
第２条　良き企業市民としての行動

第３条　地球環境への配慮
地球環境への配慮を経営の重点課題
として認識し、省エネルギー、廃棄
物の削減、リサイクルの推進等、企
業活動の全領域で環境との共生に努
めます。

第４条　公正で信用を第一とする行動
第５条　法令遵守・反社会的勢力との関係遮断
第６条　グローバルな視野での経営
第７条　意欲・能力を発揮できる企業環境づくり
第８条　役員・幹部社員の責務

環境経営に対する基本姿勢
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企画� 解体�

景観配慮、ヒートアイランドの�
防止、長寿命化、環境配慮型�
資材の採用、ライフサイクル�
アセスメント　　、地質調査の�
徹底、環境共生技術の提案�

使用エネルギー抑制、廃棄物�
削減、最適な建物維持保全、�
修繕工事における環境負荷�
軽減、環境負荷物質の適正�
管理�

設計�

施工�
監理�

運営�
管理�

廃棄物の再資源化�
廃棄物の適正処理�
騒音・振動の抑制�

商品開発時の環境配慮�
断熱仕様の改善�
空気環境の改善�
土壌汚染の回避�
�

［＊1］�

環境配慮施工者への発注、廃棄�
物の削減、苦情の減少、工期短�
縮、環境共生技術の提案�

環
境
経
営
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三菱地所グループはビル事業、住宅開発事業をはじめ、さ
まざまな街づくりを行っています。これらの街づくりにお
いて、その企画から解体までの各段階で発生する環境への
負荷を認識し、“生涯”を通じた環境負荷を低減していくこ
とが総合デベロッパーとしての責務です。「環境との共生」
は次の世代への街づくりのテーマであり、「環境共生型の

街づくり」を推進することによって街の中にも環境への意
識が育まれることを願っています。三菱地所グループは
「環境との共生」を経営戦略のひとつとして位置付け、今
後ともグループの総合力を生かした環境への取り組みを通
じて社会に貢献することにより「企業の社会的責任」を遂
行していきます。

三菱地所グループのめざす環境共生型の街づくり

三菱地所では、1995年より環境に関する
社内横断的な組織を設け、1998年には
「地球環境委員会」を設置（2000年より社
長が委員長）しました。2003年度からは
主要なグループ会社も含めた各事業領域
の長をメンバーとする「環境経営委員会」
に改組し、各事業領域には、より実効性
のある環境活動を行う「環境管理委員会」
を設置して、経営トップがリーダーシッ
プをとりながらグループとして環境経営
を推進しています。

委員長　　社長�
副委員長　企画管理本部長�
委員　　　ビル事業本部長�
　　　　　ビル事業本部副本部長�
　　　　　住宅開発事業本部長�
　　　　　住宅開発事業本部副本部長�
　　　　　資産開発事業本部長�
　　　　　企画管理本部副本部長�
　　　　　�
　　　　　三菱地所ホーム（株）社長�
　　　　　（株）ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツ社長�
事務局長　企画管理本部副本部長�
　　　　　（環境担当）�
事務局　　社会環境推進室�
　　　　　�

ビル事業本部�

住宅開発事業本部�

資産開発事業本部�

企画管理本部�

設計監理事業部門�

注文住宅事業部門�

ホテル事業部門�

各グループ会社�

社会環境推進室�
※両委員会の調整・連絡等�

環境経営委員会� 環境管理委員会�

（株）三菱地所設計社長�

環境経営推進体制

［＊1］ライフサイクルアセスメント
消費者の製品使用時の排出物によ
る環境への影響だけでなく、製品
の製造から廃棄までの環境への影
響を総合的に評価する方法。
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三菱地所は1999年6月、ビル管理
運営部署においてISO14001の認証
を総合デベロッパーとして初めて取
得しました。その後、各事業領域に
おいて認証取得を進め、2003年3
月31日現在、5組織において認証を
取得しています。

今後ともグループの各事業領域にお
ける環境負荷の状況を的確に把握
し、グループ会社も含めて主要な事
業領域でのISO14001の認証取得を
進めていきます。現在はビル事業本
部のビル開発部署及びホテル事業部
門にて取り組みを進めており、認証
取得状況は右記の通りです。これ以
外の組織においても、業務内容によ
る環境負荷の状況を的確に把握し、
ISO14001の認証（外部認証）を取得
する組織と、ISOに準じた環境マネ
ジメントシステム（非外部認証）の
運用を行う組織との方向性を考慮し
ながら、今後の拡大展開をはかって
いきます。

ISO14001の認証を取得した組織に
おいては定期的に内部監査を実施
し、問題点を抽出した上で継続的改
善に努めています。具体的な実施状
況については各事業別取り組み実績
（22～37ページ）を参照ください。

三菱地所グループでは環境経営を推
進するための教育を行っています。
2002年4月には「環境会計研修会」
を実施し、グループ会社7社を含む
各事業領域の担当者60名が参加し
ました。

環境マネジメントシステム構築への取り組み

三
　
菱
　
地
　
所
　
グ
　
ル
　
ー
　
プ�

ビル事業�

住宅開発事業�

設計監理事業�

資産開発運用�
事業�

海外事業�

注文住宅事業�

ホテル事業�

余暇事業�

その他�

三菱地所（株）�
住宅開発事業本部�

三菱地所（株）�
資産開発事業本部�

（株）メック・デザイン・インター�
　ナショナル  　　　　　　　        

  三菱地所投資顧問（株）     他�

三菱地所（株）�
余暇事業室�

三菱地所（株）�
企画管理本部�

  ロックフェラーグループ社�
（三菱地所（株）海外事業部）�

（株）ロイヤルパークホテルズ�
   アンドリゾーツ�

三菱地所ホーム（株）�

（株）三菱地所設計�

ビル管理運営部署�

ビル開発部署�
三菱地所（株）�
ビル事業本部�

三菱地所住宅販売（株）�

三菱地所コミュニティーサービス（株）�

三菱地所ビルマネジメント（株）（一部組織）�

（株）三菱地所住宅加工センター�

（株）ロイヤルパークホテル�

�   （株）横浜ロイヤルパークホテル�

（株）リーヴ・スポーツ�

�

メック情報開発（株）�

�

ロックフェラーグループインターナショナル社�

�   メックユーエスエイ社�

事業領域 　　　 事業本部または事業連結中核会社  　　　　 関係会社�

他�

他�

他�

他�

他�

他�

他�

ISO14001認証取得済み�

ISO14001認証取得をめざして取り組み中�

（株）菱栄ビルマネジメント�

三菱地所グループISO14001認証取得取り組み状況　　　 (2003年3月31日現在）

環境経営

組織名                        認証取得年月日         更新年月日                   審査登録機関�

1999年 6月17日     2001年12月27日     KPMG審査登録機構�

2002年11月27日              KPMG審査登録機構�

2002年 1月31日                            日本能率協会�

1999年 9月27日     2002年 9月27日     日本建築センター�

三菱地所（株）ビル事業本部�
　　　　ビル管理運営部署�

三菱地所（株）住宅開発事業本部�

（株）三菱地所設計�

三菱地所ホーム（株）�

2003年 2月 5日                                     KPMG審査登録機構�三菱地所コミュニティーサービス（株）�

三菱地所グループISO14001認証取得状況

三菱地所グループでは、「環境との共生」という経営戦略の
もと、各事業領域において事業活動による環境負荷を把握し

継続的に改善していくための仕組みであるISO14001（環
境管理の国際規格）の認証取得を進めています。

環
境
経
営

ISO14001の認証取得状況

今後の拡大展開

内部監査の実施

グループ向け教育
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三菱地所グループは「コンプライアンス」を、「法令」の遵
守だけでなく「社内ルール」「企業倫理」「経営理念」の遵守
と定義し、これを共有しています。企業として「社会的責
任」を果たす義務があること、ステークホルダーとの信頼
関係を構築すること、利益の基礎にはコンプライアンスが
あること、この基本認識に基づき、「コンプライアンス」に
取り組んでいます。2002
年度には、本ページに記載
の通り、大阪アメニティー
パークにおいて土壌汚染に
起因する基準値超過の問題
がありましたが、的確に対
策を進めています。

三菱地所は1997年12月に「行動憲章」を制定しましたが、
2002年２月以降に、コンプライアンス規程や委員会規程、
ファンド利益相反規程等の制定を行う等のルール化、コン
プライアンス委員会、コンプライアンス担当役員及び幹部
社員の役割の明確化等による組織体制の強化、オリジナル
研修用ビデオの開発やイントラネット等を通じた積極的な
情報発信による役職員一人ひとりの意識向上等を内容とす
る、コンプライアンス体制の再構築を実施しました。
また同年8月以降にはグループ展開を強化し、「行動憲章」
をグループで共有化し、「実践のための指針」の内容を改正
しました。「ビジネスにおけるセルフチェック6項目」のカ
ードについてグループで共有化し、コンプライアンスに関す
る相談・連絡等の窓口として設置している「ヘルプライン」
の利用対象者もグループ全体に拡大しました。12月には
「三菱地所グループコンプライアンスハンドブック」を作成、
グループ全役職員に
配布し、2003年１
月にはモニタリング
として、グループ全
役職員を対象とする
コンプライアンスア
ンケートを実施しま
した。

三菱地所グループでは、法令遵守・適切な情報開示・個人
情報保護等の社会的要請に的確に応え、適切な管理により
グループにおける情報共有及び積極的な情報活用を推進す
るために、情報管理コンプライアンスの整備を進めていま
す。2003年５月には、「三菱地所グループ情報管理コンプ
ライアンス基本規程」「三菱地所グループ個人情報保護方
針」を制定し、今後、具体的な展開をはかっていきます。

三菱地所は1923年の関東大震災において、丸の内に避難
してきた被災者の救護活動を行った歴史を持っています。
予期せぬ災害リスクに備えて災害対策要綱を規定し、災害
時に全社が一丸となって迅速に対応するための体制と各社
員の役割を定めています。毎年9月には関東大震災記念行
事として、本支店において社員全員による総合防災訓練を
実施し、災害時の体制確認、個々人の訓練を行っています。

大阪市北区天満橋に所在する大阪アメニティーパーク（通
称OAP）は、共同事業者の工場跡地において、オフィス、
ホテル、マンションからなる複合施設として開発されまし
たが、敷地内の表層土壌より、本年2月に施行された土壌
汚染対策法に定める基準値を上回る重金属の存在が確認さ
れました。事業者としては大阪市へ報告し、マンション住
民との協議を重ねながら、マンションをはじめとするOAP
の施設利用者の健康、安全面に支障が生じることがないよ
うに環境保全対策を実施中です。

経営理念の遵守�

企業倫理の遵守�

社内ルールの遵守�

法令の遵守�

2002年度の主たる訓練

非常災害が発生した場合は、初動に
おける全力対処の機会を逸するこ
とのないよう、まず最高レベルの
「非常災害体制」が発令され、その
後の状況によりレベルを下げる（要
員を減じていく）こととしています。
なお、夜間・休日等における初動
体制として応急体制があります。

●初動対応訓練　
●情報伝達訓練　
●部門別対応訓練　
●非常用資機材作動
習熟訓練

●非常食配給訓練

三菱地所グループのコンプライアンスとリスクマネジメント／環境事故

「ビジネスにおけるセルフチェック６項目」のカード

コンプライアンスに関する審議・決議機関�

委 員 長： �
副委員長：�
�
委　　員：�
�
�
�
事 務 局： �

三菱地所社長�
三菱地所�
コンプライアンス担当役員�
三菱地所会長�
各事業部門トップ�
三菱地所住宅販売社長�
委員長の指名する者�
三菱地所�
コンプライアンス部�

ビル事業�
住宅開発事業�
設計監理事業�
資産開発運用事業�
海外事業�

注文住宅事業�
ホテル事業�
余暇事業�
企画管理本部�

▲
�▲

�

三菱地所�
コンプライアンス部�

コンプライアンス連絡会�
●情報の共有化�

▲�▲�

▲�

▲�

▲�

▲�

▲
�

三菱地所グループのコンプライアンス体制�

グループ各社�

コンプライアンス�
担当責任者�

�

コンプライアンス�
実践担当者�

三菱地所各部署�

コンプライアンス委員会�

環
境
経
営

コンプライアンス体制の再構築とグループ展開

情報管理コンプライアンス

環境事故（土壌汚染の対策）

災害対策

2003年度において上記の通り非常災害体制の見直しを行
いました。それに伴い災害対策要綱を改訂する予定です。

震度6弱以上の地震発生
やその他の重大な災害発
生の場合

夜間、休日等において震
度6弱以上の地震発生や
その他の重大な災害発生
の場合の初動体制

非常災害体制

応急体制

内閣総理大臣による東海
地震警戒宣言発令時

警戒体制

非常災害体制
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環
境
経
営

環
境
経
営

環境経営

三菱地所グループでは主要な事業領域に環境マネジメント
システムの導入を推進しており、2003年3月31日現在、5
つの組織においてISO14001の認証を取得しています。
これらの組織ではそれぞれの環境方針に基づいて環境目
的・目標を定め、継続的改善に努めています。2002年度は

以下の取り組みを行いました。報告対象とした5組織は、
三菱地所（株）ビル事業本部ビル管理運営部署／三菱地所（株）
住宅開発事業本部／三菱地所コミュニティーサービス（株）／
（株）三菱地所設計／三菱地所ホーム（株）です。

なお、三菱地所（株）住宅開発事業本部と三菱
地所コミュニティーサービス（株）は2002年
度期途中に認証を取得したため、通期での
運用とはなっていません。

2002年度環境目標と取り組み実績

�

�

�

�

2002年度実績：5,569,967GJ／年　�

2001年度比1.42％抑制（80,172GJ／年）�

2002年度実績：2,668,663ｍ ／年　�

2001年度比4.23%抑制（117,792ｍ ／年） �

確認表集計�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

環境負荷軽減�

廃棄物の抑制�

災害時の安全性向上�

環境負荷物質�
の適正処理�
�
�
�

使用資源の�
抑制�

オフィス活動�
の環境負荷�
低減�

取組項目分類                               目的                                                      　　   2002年度の主な目標                                            　　　 　2002年度実績 組織� 参照�
ページ�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�
●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�
●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

○：達成　×：未達成　－：該当なし�

エネルギー消費の抑制と使用の合理化�

�

水道消費の抑制と使用の合理化�

�

管理業務における電気・水道使用量の削減�

商品開発時における環境配慮�

�

新規店舗のスケルトン貸付促進�

トイレ改修時のユニット工法化�

断熱仕様の改善�

建物の長寿命化�

�

環境配慮に積極的な施工者への発注�

管理組合への環境配慮提案�

管理業務において環境低負荷工事手法の実践�

環境共生技術の提案（設計）�

環境共生技術の提案（監理）�

環境共生技術の研究�

�

環境関連苦情の減少�

施工現場周辺の工事車両による交通渋滞の�

緩和�

大気汚染の排出抑制�

商品開発時における環境配慮�

�

排出物リサイクル�

�

廃棄物再資源化の推進�

管理業務における廃棄物の削減�

産業廃棄物の排出抑制・リサイクル推進�

�

�

一般廃棄物の排出抑制・リサイクル推進（現場）�

営繕工事に伴う特定物質のフロン・ハロンの適正処理�

�

使用中のPCB製品及びPCB廃棄物の適正な保管及び�

管理�

営繕工事に伴う建設系産業廃棄物の適正処理�

土壌汚染の回避�

空気環境の改善�

管理業務における環境配慮型工事資材の採用�

リフォーム工事における環境配慮�

災害時の建物及び周辺街区の安全性向上�

ビル�

ビル�

ビル�

ビル�

ビル�

マンション�

マンション�

マンション�

マンション�

戸建住宅�

設計監理�
業務�

戸建住宅�

戸建住宅�

戸建住宅�

99.5%実施�

100%実施�

達成率59%�

�

�

100％達成�

8件の提案を実施�

2件の改修工事にて実施�

目標値を約90％達成�

目標値を100％以上達成�

社内アンケート調査を実施�

環境品質改善検討委員会にて検討�

2001年度比約30%削減（全社）�

パネル採用率41.0%、フルトラス採用率18.6%、�

べた基礎採用率32.4%�

実際の走行距離を計測�

良好に運用�

�

�

良好に運用�

100%適正処理（31,739kg）を確認済み�

89.5%リサイクルを達成�

100％達成�

確認表集計�

対象部署13部署中4部署達成�

良好に運用�

良好に運用�

良好に運用�

フロン574.6kg、ハロン150.0kgをそれぞれ100%適正処理�

確認済み�

2002年度分保管状況等確認届出済み�

�

100%の適正処理を施工会社より確認済み�

100%達成�

達成率100%�

該当案件なし�

ホルムアルデヒド対策仕様板、ノンホルマリン接着剤使用率100%

評価� 2003年度目標／中期計画�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�
○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�
○�

○�

○�

○�

○�

○�

○�

×�

×�

×�

×�

×�

×�

×�

ー�

23�

�

24�

�

�

35

�

24�

27�

�

�

�

29�

�

32�

�

31�

31�

36�

�

�

37�

35�

�

25�

25�

�

�

36�

36�

36�

37�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

29�

33�

�

37�

29�

�

37�

33�

37�

29

省エネルギー �

 �

 �

 �

�

省資源 �

 �

 �

 �

�

�
リサイクル �

 �

グリーン購入 �

目標値5,636,914GJ（2001年度比0.23％抑制）�

�

目標値2,773,985ｍ（2001年度比0.45％抑制）�

�

建物の共用部電気・水道使用量を測定・集計・分析し、対策を立案�

省エネルギー性能向上�

室内空気環境汚染防止の推進�

全新規店舗へのスケルトン貸付の促進及び採用率の把握�

ユニット工法の70%以上の採用�

全戸省エネルギー対策等級4を確保�

全戸劣化対策等級3を確保�

全戸維持管理対策等級2を確保�

原則としてISO14001取得施工者へ発注�

「省エネ計画書」を作成、及び管理組合宛の提案�

資材の搬出入、保管、廃棄方法について、環境に配慮した手法の実践�

事業主への技術提案数の確保（一定数以上提案したプロジェクト数の全体に対する比率）�

施工会社への検討提案数の確保（一定数以上提案したプロジェクト数の全体に対する比率）�

各種技術ツールの再評価�

評価尺度に関する研究�

環境に関する苦情の削減�

工法合理化による工期短縮　2002年度末までに�

パネル採用率50%、フルトラス採用率80%、べた基礎採用率20%�

社有車・私有車における走行距離の削減�

躯体工事のパネル化、プレ加工化推進�

造作工事のプレ製品化、ディテール簡素化推進�

蛍光管の100%適正処理の実施�

紙ゴミリサイクル率の向上（2004年度迄にリサイクル率90%へ）�

「建設リサイクル法」に基づき、処理が適正に推進されたかをチェック�

共用部廃棄物発生量を測定・集計・分析し、対策を立てる�

新築工事における産業廃棄物総量削減（単位床面積あたり）�

産業廃棄物のリサイクルシステムの確立・運用�

新築工事における産業廃棄物総量削減のための具体策、立案・運用�

現場における弁当ゴミと空き缶の持ち帰りを促進させるシステムの運用�

フロン・ハロン使用設備撤去（修理等含む）時の100%適正処理の実施�

�

使用中のPCB製品の使用場所、数量等の掌握、及び継続的な管理�

PCB廃棄物の保管・管理状態の常時監視�

100%適正処理をめざし、施工会社に徹底依頼の実施�

土壌汚染回避に向けた社内手順を策定の上、法令及び社内手順を遵守�

全戸ホルムアルデヒド放散等級4を確保�

低VOC・低臭気型塗料採用率の向上�

ホルムアルデヒド使用量削減�

ガラス飛散防止フィルム貼付工事：年間2,000m  以上の貼付�

本社・営業所の電気使用量の記録・集計・分析、削減目標の設定・実施�

昼休みの消灯（消灯部署／全部署：60％以上）�

業務量あたりの電気使用量を2001年度比較で3％削減�

�

電気使用量削減�

本社・営業所の紙資源を有効に使うため、両面印刷やまとめコピーの奨励�

業務量あたりの普通紙購入量を2001年度比較で3％削減�

�

一般廃棄物の総量削減、コピー紙購入枚数削減�

�

�

ゴミ分別の徹底（実施部署／全部署：90％以上）�

オフィスゴミの分別廃棄を100％実施�

本社・営業所の什器、文房具、紙のグリーン購入推進�

3 3

3

2 4,526m  の貼付を実施�

電気使用量を記録・集計し、事務所ごとの目標数値を設定�

98％消灯�

2.2％削減�

�

対象部署17部署中6部署達成�

普通紙購入量を記録・集計し、事務所ごとの目標数値を設定�

2.2％増加�

�

コピー紙については対象部署17部署中10部署達成　　�

全体購入枚数としては1999年度489万枚、�

2002年度382万枚で、1999年度比21.9％削減�

98％実施�

良好に運用�

月別グリーン基準外製品購入実績記録表へ記録・集計�

2

2004年度の抑制目標（2001年度比0.77%抑制）達成に向けて、�

引き続き省エネルギー対策を実施する�

2004年度の抑制目標（2001年度比0.73%抑制）達成に向けて、�

引き続き節水対策を実施する�

継続運用�

�

�

引き続き全店舗用途を対象にスケルトン貸付を促進し、採用率を算定する�

引き続き70%以上の採用をめざす�

省エネルギーに関する新基準を策定の上、2003年度着工物件より適用�

�

�

継続運用�

継続運用�

継続運用�

技術提案数の確保（比率は2002年度と同じ）�

技術提案数の確保�

各種技術ツールの再評価�

評価尺度に関する研究　�

継続運用�

継続運用�

�

継続運用�

継続運用�

継続運用�

引き続き100%適正処理を実施�

紙ゴミのリサイクル率90%をめざす�

継続運用�

継続運用�

継続運用�

継続運用�

継続運用�

継続運用�

フロン回収破壊法を遵守し、引き続き100％適正処理をめざす�

�

引き続き適正に保管する�

�

建設リサイクル法を遵守し、引き続き100％適正処理をめざす�

継続運用�

建築基準法改正に伴い、新等級3を原則として全戸確保する�

継続運用�

継続運用�

年間2,100m  以上の貼付実施をめざす�

継続運用�

昼休みの消灯（比率は2002年度と同じ）�

本店所在ビル移転のため、下半期に設定の予定�

�

継続運用�

継続運用�

業務量あたりの普通紙購入量を2001年度比較で3%削減�

�

継続運用�

�

�

ゴミ分別の徹底（比率は2002年度と同じ）�

継続運用�

継続運用�

2

（2005年度）業務量あたりの普通紙購入量を2001年度比較で15%削減�

（2005年度）業務量あたりの電気使用量を2001年度比較で15％削減�

25�

�

25�

�

28

36

28

37

良好に運用�

達成率100%

継続運用�

継続運用�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

ー�

●三菱地所（株）ビル事業本部のビル管理運営部署�
●三菱地所（株）住宅開発事業本部�
●三菱地所コミュニティーサービス（株）�
●（株）三菱地所設計�
●三菱地所ホーム（株）�

※丸ビルについては2002年度期途中からの運用のため、下記2002年度実績データには含んでいません。�
※住宅開発事業本部における取り組みは2002年度以降に用地取得したものが対象です。�
※（株）三菱地所設計の設計監理業務における提案（設計・監理）は、2001年7月以降に着手した業務（耐震�
　診断、見積調査等を除く）が対象です。�
※三菱地所ホーム（株）においては2003年度より全社統一の取り組みに加えて、下記以外にも各部署が独自�
　にさまざまな取り組みを行っています。 

下記の一覧表は以下の色ごとに各組織における取り組みを示します。 �
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集計範囲：ISO14001の認証を取得している三菱地所株式
会社のビル管理運営部署、株式会社三菱地所設
計及び三菱地所ホーム株式会社（三菱地所株式
会社の住宅開発事業本部及び三菱地所コミュニ
ティーサービス株式会社は2002年度期途中か
らの運用のため集計対象としていません）
なお、丸ビルについては2002年度期途中から
の運用のため、集計対象とはしていません。

対象期間：2002年度（2002年4月1日～2003年3月31日）

環境保全コストについては、原則として環境保全対策を行
わなかった場合との差額を計上しています。なお、減価償
却費及びリスク回避・企業イメージ向上等の効果は算出・
計上していません。

2002年度環境保全コストの内、投資額は1,491千円でした。
これはビルにおける空調機器にインバータ方式を採用した
ことやPCBの保管容器を購入したこと等によります。ま
た、費用額は787,300千円で、その内約２割は注文住宅工
事における産業廃棄物処理費用です。それ以外にはビルに
おける古紙等の各種リサイクル費用やビルのエネルギー使
用量、水道使用量を抑制するための取り組み費用、設計監
理業務における技術提案の費用、注文住宅における環境配
慮住宅の開発費用等があります。
環境保全効果としてはビルのエネルギー使用量、水道使用
量抑制による経済効果、注文住宅のエアロテック仕様によ
る顧客経済効果等を算出しました。

・ビルにおけるエネルギー消費の抑制による経済効果を算
出しました。
・株式会社三菱地所設計、三菱地所ホーム株式会社を集計
対象に加えました。

目的・目標�
コスト�

その他　�
管理コスト�
�

法規制対応�
コスト�
�

環境損失コスト  

合　計    

エネルギー消費の抑制と�
使用の合理化�

水道消費の抑制と使用の�
合理化�

新規入居店舗のスケルトン�
貸付促進�

廃棄物分別回収・�
蛍光管リサイクル�

厨芥・雑芥等の処理�
環境関連法規制による監視　等�

土壌汚染・自然破壊等の修復、環境の損傷に�
対応する引当金繰入額及び保険料、環境保全�
に関する和解金、補償費、罰金、訴訟費用�

トイレ改修時の�
ユニット工法化�

技術提案�

商品開発時における�
環境配慮�

古紙リサイクル�

産業廃棄物処理�

PCBの適正な保管及び�
管理�

災害時の建物及び�
周辺街区の安全性向上�

環境負荷物質の�
適正管理 �

ビル�

ビル�

ビル�

ビル�

ビル�

戸建住宅�

戸建住宅�

災害時の安全性�
向上  �

オフィス活動の環境負荷低減 �

法規制対応　等 �

ISO14001関連 �

その他  �

エアロテック仕様住宅の開発�

蛍光管、瓶、缶等をリサイクル�

分別回収した古紙をリサイクル�

注文住宅工事における産業廃棄物処理�

PCBを適正管理、保管容器の購入�

ガラス飛散防止フィルムの貼付�

コピー紙購入枚数、電気使用量削減�

認証維持、諸会議運営　等�

環境報告書作成、防災訓練実施、�
丸の内さえずり館運営　等�

新規店舗貸付時にスケルトン方式を採用�

設計及び監理物件について環境負荷を軽減�

廃棄物として1,011tを処理�

7,954tの古紙を処理�

産業廃棄物を適正処理�

PCBを適正管理�

災害時の被害リスクを軽減�

法規制リスクを回避�

ISO14001の維持�

事業活動が環境に与えた損傷コストはありません。�

トイレ改修時にユニット工法を採用�

設計及び監理において環境共生技術を提案�

分　類� 主な取り組み�
環境保全コスト�
（単位：千円）�

環境保全効果� 組織� 参照�
ページ�
�投資額� 費用額 

設備機器を省エネ型に改修、�
温度設定等のデータ管理　等�

エネルギー使用量を2001年度比80,172GJ抑制�
経済効果としては170,606千円�

水道使用量を2001年度比117,792ｍ  抑制�
経済効果としては89,522千円�

店舗入居工事全体の99.5％でスケルトン貸付を実施し、�
廃棄物及び建築部材の抑制に貢献�

トイレ改修工事すべてでユニット工法を採用し、�
工期短縮、再改修の際の環境負荷低減に貢献�

エアロテック仕様による冷暖房コスト（電気料金）の�
低減額として29,349千円の経済効果�

コピー紙購入コスト23千円削減　�
電気料金2,663千円削減�

災害時の被害リスクを軽減　　丸の内さえずり館は�
3,196名の来館者があり、環境への意識向上へ貢献�

節水装置の取り付け、バルブ等の水量調整、�
設備機器の効率運転　等�

使用資源の抑制�
�

環境負荷軽減�
�

廃棄物抑制�
�

 �

0 �

0 �

0 �

0�

0 �

0 �

0 �

0 �

�

0 �

0 �

0 �

0 �

0 �

0 �

 

  12,176 �

  64,597 �

       820 �

       820 �

  24,005�

  13,680 �

  35,284 �

  64,503 �

185,522 �

  15,699 �

  32,068 �

            0 �

217,904 �

  52,602 �

  67,620�

            0 �

787,300

23�

24�

�

24�

32�

35�

25�

25�

36�

25�

�

37�

25

23�
31�
35

17�
45

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

●�

対象組織  ●三菱地所（株）ビル事業本部のビル管理運営部署 �
              ●（株）三菱地所設計 �
              ●三菱地所ホーム（株）�

●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�
●�

3

設計監理�
業務�

�1,440

51

1,491

［＊１］�

［＊2］�

ー�

ー�

ー�

環境経営

2002年度環境会計

三菱地所グループでは「環境報告書2000」（2000年度発行）
から「環境会計ガイドライン（2000年版）」（環境庁）をベー
スに、環境会計情報を公表しています。
昨年度は「わかりやすさ及び経営に役立つ環境会計」を基本
に、「環境会計ガイドライン（2002年版）」（環境省）を参考と
して「環境保全活動との関連性を明確にする」ことに配慮し、
環境会計を再構築しました。
この視点により、ISO14001の目的・目標に対応して環境
保全コストを分類し、それに対応する効果という形式で開
示しましたが、本年度も同じ集計方針を採用し、環境保全
コストをISO14001で設定している目的・目標達成のため

の活動コスト（目的・目標コスト）、法規制遵守のために必
要なコスト（法規制対応コスト）、その他社内基準の維持・
運用活動コスト（その他管理コスト）、及び偶発的なコスト
（環境損失コスト）に分類しています。
集計範囲は昨年度の三菱地所株式会社のビル管理運営部署
に加えて、株式会社三菱地所設計及び三菱地所ホーム株式
会社にも拡大しました。
今後とも、さらに「わかりやすさ及び経営に役立つ環境会
計」をめざして、対象範囲の拡大・内容の充実をはかってい
きます。

環
境
経
営

環
境
経
営

［＊1］水道使用量抑制による経済効果は、東京都水道局による東京23
区の水道料金、下水道料金によります。

［＊2］三菱地所ホームの環境配慮型住宅「エアロテック」仕様住宅と
一般の新省エネルギー基準の住宅において、同条件の室内環境を
維持した場合の電気料金の差額に2002年度の引渡棟数を乗じ
た額を経済効果として計上しました。（35ページ参照）

三菱地所設計では、敷地の緑化、省エネ、省資源、廃棄物
削減、有害化学物質対策、ロングライフ等に関する提案を
行いました。その環境保全効果を数値で表すのは困難なも
のが多いのですが、省エネ法に基づく省エネ計算を行って
いる事例では、PAL（建物の外壁、窓、屋根の断熱性能を
表す指標）やCEC（空調、機械換気、照明など建築設備の
省エネルギー性能を表す指標）の計算結果から環境負荷低
減効果を求めることができます。国土交通省・経済産業省
の告示に示された省エネルギー基準値からの低減効果を求
めると、2002年度竣工物件の事例ではPALで平均16.1％、
CECで平均27.5％の省エネ効果となっています。

設計監理業務における環境保全効果について

三菱地所グループの環境会計の考え方

Environmental Report 200320 Environmental Report 2003 21

表の説明

集計結果

前年度からの改善点
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Environmental Report 200322

事業別取り組み実績

ビル事業

三菱地所は、従来より省エネルギーや省資源のさまざま
な取り組みを業界に先駆けて実施し、周辺環境と調和し
たビルや街の構築を進めてきました。これらの取り組み
をより明確にして環境保全活動を継続するため、1999年
6月に総合デベロッパーとして初めてビル管理運営部署
を対象としてISO14001の認証を取得し、ISO活動を通し
てビル事業の環境負荷の実態を把握し、全社的な取り組
みを行いながら改善をはかっています。
対象ビルは昨年オープンした丸ビルも含めて2003年9月
現在30棟です。その運用は当社の環境理念と環境方針に
沿い、テナントも含めた賃貸ビル事業全体としての環境
負荷低減を目的として、廃棄物の削減や適正処理、営繕
工事における環境負荷軽減手法の採用などを実施してい
ます。
認証5年目を迎える2003年は、関連法規の改正とあわせ
て、これまで蓄積したデータをもとに、ビル全体のエネル
ギー・水道の消費抑制
と使用の合理化への取
り組みをさらに本格化
する一方で、丸ビルや
仲通り整備で培った環
境配慮手法を丸の内再
構築に生かしてビル事
業全体をISOの対象に
拡げるため、ビル開発
部署を認証範囲に加え
る作業を実施中です。

ビル事業における環境負荷の低減と
環境保全・調和を強化するため、
エネルギー使用合理化の強化と
認証範囲の拡大を実施しています。

環境管理責任者
のメッセージ

三菱地所（株）ビル事業本部
ビル管理部長

藤原康雄

環境負荷要素�

温室効果ガス�
排水�

工事廃材�
化学物質�
紙ゴミ�
瓶・缶�
蛍光管�
騒音�

災害時の落下物�
等�

産業廃棄物の�
抑制�

一般廃棄物の�
抑制�

ビル管理運営業務

三 菱 地 所 ビ ル 事 業 �

営繕工事における�
環境負荷軽減� 建設廃棄物の�

適正処理�

環境保全意識の�
啓発�

環境負荷要素�

電力�
地域熱源�
都市ガス�
油�
水�

化学物質�
工事用資材�

等�

INPUT OUTPUT

環境負荷物質の�
適正管理�

災害時の�
安全性向上�

使用資源の�
抑制�

●ビル事業における環境への影響

事
業
別
取
り
組
み
実
績

ビ
ル
事
業

環境方針

環境理念
三菱地所は総合デベロッパーとして、自然環境との調和・環
境の保全・環境の改善を追求し、暮らしを豊かにする生活空
間の創造を目指します。

環境方針
三菱地所ビル管理運営部署は環境への配慮を経営の重点課題
のひとつとして捉え、企業活動の全ての領域で社員一人ひと
りが地球環境との共生をテーマに行動します。
１．法規の遵守
国や地方自治体が定める環境法令・規則や、その他要求
事項を遵守し、環境保全に努める。

２．資源・エネルギーの節約
資源・エネルギーの効率的利用と節約を目的とした技術
やシステムの導入に努める。

３．循環型経済社会への寄与
材料や施設の再利用・長寿命化を目的とした企画・設計
を目指し、廃棄物の削減とリサイクルに努める。

４．環境との共生
自然生態系や地域社会への環境影響評価を実施し、環境
汚染の未然防止、環境負荷の低減を図った手法の採用を
目指し、環境との共生に努める。

５．安全で快適な街づくりの推進
企画・設計・管理運営の技術や手法の研鑽を図り、バリ
アフリーの達成と安全で快適な街づくりの推進に努める。

６．環境管理体制の整備
環境管理の組織・運営体制の整備による環境規範の更新
や環境監査による責任所在の明確化、改善施策の実行及
び自主管理の維持向上に努める。又、環境側面及び経済
性、技術的可能性を考慮して、環境目的及び目標を定め、
状況に応じた見直しを図り、継続的な改善及び維持を行
う。

７．環境自主行動計画の公開
環境方針の公開を通じて、社員への環境教育による環境
意識の向上を図り、環境保全活動の実践に努める。
平成11年２月１日制定

三菱地所株式会社
ビル事業本部長　　渡邊　泰彦
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担当組織：三菱地所（株）ビル事業本部

ビル全体のエネルギー（電力、地域熱源、都市ガス等）消費の抑制と使用の合理化
各ビルのエネルギー使用状況を把握し、消費の抑制となる改善策を検討のうえ、使用の合理化に努めています。

●2002年度のエネルギーの消費抑制状況と結果

2002年度の総エネルギー使用量は、2001年度に対して0.23％
（13,225GJ／年）抑制することを目標とし、その実績は目標を
上回る1.42％（80,172GJ／年）の抑制となりました。これは、
空調機等の効率運転実施他、さまざまな取り組みの集積結果で
す。さらに、丸の内再構築進捗に伴い空室率がやや変動し、テ
ナント用電力（電灯・動力）・空調・外調機用動力が2001年度に
比べて多少減少したことも追加要因として挙げられます。

●2004年度のエネルギー消費抑制目標

今後の目標値設定については、東京都環境確保条例に対応して
前年度比較方式から2001年度を基準年度とし、3年後の抑制目
標値を設定する方式に変更しました。従って、2003年度目標
値については参考値として掲載しています。2004年度のエネ
ルギー消費抑制目標は2001年度の使用量を基準として各ビル
の平均で0.77％の抑制目標を設定し、実現をめざします。各
ビルの貸付状況及びリニューアルの進捗状況等により、個別に
抑制対応策を検討し改善可能な省エネ手法の実施を目標としま
す。具体的には、リニューアル・機器更新時における省エネル
ギー機器の採用、省エネルギーコントロールシステム構築等を
検討するとともに、運用管理面の強化を徹底し、できるだけ無
駄を除き、在館者へのサービス低下にならない範囲でのエネル
ギー消費の抑制を推進し使用の合理化に努めます。

テナント電灯動力��
48%

空調�
28%

共用部照明��
12%

ポンプ・ファン  7%

昇降機  3%
駐車場  2%

※なお、2002年９月にオープンした丸ビルは期途中からの運用であり、前年度との比較�
　のため、今回の集計からは除きました。�
�

2001年度消費実績      　　  5,650,139GJ／年 �

2002年度目標　　　　      　　     5,636,914GJ／年�

2002年度消費実績      　　  5,569,967GJ／年 �

2002年度抑制結果                          ▲80,172GJ／年（▲1.42%）�

（参考：丸ビル2002年度消費実績282,330GJ）�

（2001年度比）�

※上記は東京ビル、日比谷パークビル、丸ビル、三菱信託銀行本店ビルを除く28棟を対象�
　とした目標値です。また、比較の基準年度となる2001年度の値（5,449,783GJ／年）は、�
　整合性を考慮し、東京ビル、日比谷パークビルの消費実績を除いています。�

2004年度のエネルギー使用目標量      5,407,741GJ／年  �

2004年度抑制目標                               ▲42,042GJ／年（▲0.77％）�

   参考：2003年度抑制目標                  ▲28,028GJ／年（▲0.51%）�
�

2004年度のエネルギー使用目標量�

＊�

（2001年度比）�

（2001年度比）�

電力用途別使用量比率（1998～2002年度平均）
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内部監査の実施による継続的改善
継続的改善をはかるため、定期的に内部監査を実施しています。2002年度においては11月14、15日の2日間にわた
り実施し、三菱地所ビルマネジメント（株）が本格的に運用に参加し丸ビルも運用対象に加わったことから、新たな目
でお互いを監査し合い、その結果軽微な不適合事項5件、改善要望事項3件が報告されましたが、既に改善済みです。

ISO14001対象ビル31棟
●新丸ビル ●三菱重工ビル ●三菱電機ビル　●丸ノ内八重洲ビル ●三菱商事ビル ●古河ビル ●三菱ビル ●東京ビル［＊1］●東銀
ビル ●新東京ビル ●富士ビル ●新国際ビル ●国際ビル ●新有楽町ビル ●有楽町ビル ●日比谷パークビル［＊1］●日比谷国際ビル
●日本ビル ●新日鐵ビル ●大手町ビル ●新大手町ビル ●川鉄商事ビル ●晴海パークビル ●晴海パークビル新館 ●三田国際ビル
●青山ビル ●新青山ビル ●赤坂パークビル ●横浜ランドマークタワー ●桜木町ゴールデンセンター ●丸ビル［＊2］
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エネルギー使用量・原単位推移

［＊1］東京ビル、日比谷パークビルは建て替えのため2003年4月より対象ビルから外しました。
［＊2］丸ビルは2002年9月より対象ビルとしています。
その他2003年4月からは三菱信託銀行本店ビルを対象としたため、2003年4月現在の対象ビルは30棟、管理対象面積合計は約243万m2となっています。

2003年3月31日現在

※2004年度の目標値については、建て替え計画に伴ってテナントが
漸減し、エネルギー使用量が少ないビルを対象から除いたため、原単
位が増加しています。
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事業別取り組み実績

ビル事業
ビル全体の水道消費の抑制と使用の合理化
各ビルの水道使用状況を把握し、消費の抑制となる改善策を検討のうえ、水道使用の合理化に努めています。集計方法
等については、エネルギーと同様の集計を行っています。

温室効果ガス（CO2換算）排出量
2002年度の温室効果ガスの排出量合計は2001年度に対し
2.18％（5,623t -CO2／年）増加しました。増加の要因は電気
の需給先を一般電気事業者から特定規模電気事業者に切り替
えたことと、冬期の熱使用量が増加したことによります。

●2002年度の水道消費抑制状況と結果

2002年度の総水道使用量は、2001年度に対して、0.45％
（12,470ｍ3／年）抑制することを目標として取り組みを行った
結果、目標を上回る4.23％（117,792ｍ3／年）の抑制となりま
した。これはトイレ洗浄用フラッシュバルブの節水装置取り
付けや空調機、冷凍機等の効率運転による節水等によります。
水道の用途別使用状況では、全般にトイレ・清掃用、飲食・
店舗用の使用量が2001年度に比べて減少しました。

●2004年度の水道消費抑制目標

水道についてもエネルギーと同様の目標年度設定としていま
す。2004年度の水道消費抑制目標は2001年度の使用量を基
準として各ビルの平均で0.73％の抑制目標を設定し実現をめ
ざします。各ビルの貸付状況及びリニューアルの進捗状況等
により、個別に抑制対応策を検討し改善可能な水道消費抑制
手法の実施を目標とします。具体的には、運用管理の強化・
徹底を行い、実現可能な範囲で水道使用量の削減をはかると
ともに使用の合理化に努めます。

※なお、2002年9月にオープンした丸ビルは期途中からの運用であり、前年度との比較�
　のため、今回の集計からは除きました。�
  （参考：丸ビル2002年度消費実績170,248ｍ ）�

3

3

3

3

3

2001年度消費実績                    2,786,455ｍ／年 �

2002年度目標　　　　                      2,773,985ｍ／年�

2002年度消費実績                    2,668,663ｍ／年 �

2002年度抑制結果                             ▲117,792ｍ／年（▲4.23%）�（2001年度比）�

※上記は東京ビル、日比谷パークビル、丸ビル、三菱信託銀行本店ビルを除く28棟を対象�
　とした目標値です。また、比較の基準年度となる2001年度の値（2,688,892m／年）は、
　整合性を考慮し、東京ビル、日比谷パークビルの消費実績を除いています。�

2004年度の水道使用目標量          　   2,669,307ｍ／年  �

2004年度抑制目標 　　　　　      　　▲19,585ｍ／年（▲0.73％）�

   参考：2003年度抑制目標                    ▲ 13,057ｍ／年（▲0.49%）�
�

2004年度の水道使用量目標�
3

3

3

3

＊�

（2001年度比）�

（2001年度比）�

2001年度排出量実績    　　 257,769t-CO2／年 �

2002年度排出量実績    　　 263,392t-CO2／年 �

2002年度抑制結果   　    5,623t-CO2／年（2.18％増加）   

注1） CO2換算係数は東京都地球温暖化対策指針の数値を採用�
注2） 温室効果ガス集計は電気、熱の使用、都市ガス、燃料油、上下水道の集計�
�

＋�

　※なお、2002年9月にオープンした丸ビルは期途中からの運用であり、前年度との比較�
　　のため、今回の集計からは除きました。�
　  （参考：丸ビル2002年度排出量実績11,308t-CO2）�

トイレ改修時ユニット工法の採用による
環境負荷の軽減
当社ビルのトイレ改修工事はユニット工法採用を原則とし
ており、2002年度は100％ユニット工法で実施しました。
トイレのユニット工法とは、便器や手洗器などを配管と一
体ユニットで構成し、現場施工を減らしたプレハブ工法の
ことです。ユニット工法を採用することで、工期短縮がは
かれるうえ、日常の保守点検や将来再改修時の解体工事抑
制が実現でき、長期的な環境負荷軽減につながります。
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水道用途別使用量比率（1998～2002年度平均）

※2004年度の目標値については、建て替え計画に伴ってテナントが漸減
し、水道使用量が少ないビルを対象から除いたため、原単位が増加して
います。

環境報告書2003_PDF用  03.9.8 3:46 PM  ページ 25



Environmental Report 2003 25

担当組織：三菱地所（株）ビル事業本部

PCB（ポリ塩化ビフェニル）の適正管理
ビル内でPCB［＊3］を使用していた蛍光灯安定器の改修工事
を取り進め、ほぼ改修が終了しています。回収した蛍光灯
安定器は、PCB関係法令に基づき厳重に管理し、監督官庁
に報告しています。なお保管しているPCBの処理計画は、
処理技術の開発状況を把握しつつ策定していきます。

ミックスペーパーのリサイクル
リサイクルが困難とされ、紙ゴミとして焼却されてきたシ
ュレッダー裁断屑やプラスチックなどの付着品（紙コップ・
紙パック・窓付封筒・写真等）、FAX・ワープロ用感熱紙、
コピー用紙、包装紙、ノーカーボン紙等のオフィスから排
出される紙ゴミを総称して「ミックスペーパー」と呼んでい
ます。三菱地所では、ビルから排出されるゴミ全体の内、
紙ゴミの割合が高いため、1999年10月より11のビルにお
いてトイレットペーパーやペーパータオル等の原料として
再資源化する方法を導入しています。現在、導入ビルは18
棟に増え、今後も対象ビルを拡大していく予定です。

特定物質のフロン類及びハロンの適正管理を
徹底
空調用機器の冷媒として使用されているフルオロカーボン
［＊1］及び消火剤として使用されるハロン［＊2］等は、「オゾン層
保護」と「地球温暖化防止」の両側面から、大気中への排出
や漏出を防止し、設備機器等を撤去する際は適正な回収ま
たは破壊処理を徹底しています。
●空調用機器等撤去工事における回収・破壊処理の徹底管理
空調用機器等を撤去する際は、施工者に第一種フロン類回
収業登録通知書及びフロン類破壊業者許可書に加えて、フ
ロン類のフロン回収処理管理票（Ｂ）またはフロン破壊処理
証明書の写しのいずれかを回収報告書に添付させ、各々の
証明書等の写しを受領・確認しています。
・2002年度の回収・破壊処理実績はフロン類32件（574.6kg）
です。

●消火用ハロン容器の撤去工事における回収・登録の徹底
消火用ハロン容器を撤去する際は、施工者に「ハロンバン
ク推進協議会」にデーターベース報告書（回収・登録）の届
け出を指示し報告書の写しを受領・確認しています。
・2002年度の回収・登録実績は、「ハロン1301」容器2本
（150.0kg）です。

古紙・瓶・缶・発泡スチロールのリサイクル
促進と使用済み蛍光管の適正処理
従前から紙ゴミをオフィス内にて分別して回収していまし
たが、リサイクル促進策として、1992年8月より「ペーパー
コム運動」［＊4］を実施し、2002年度においては、古紙リサイ
クル率約90％の実績をあげています。
瓶・缶については、1991年4月より一般廃棄物と分けて回
収し、さらに発泡スチロールについても2000年3月より分
別回収を実施し、資源の再利用化を促進しています。
また、使用済み蛍光管等は、100％適正処理を実施しており、
1993年9月より蛍光管リサイクル処理システムを導入し
て、現在ではそのうち約95％がリサイクルされています。
なお、2002年9月にオープンした丸ビルでは、あらたに飲
食店から排出される生ゴミのリサイクルにも取り組むなど
（7ページ参照）、今後とも積極的に廃棄物リサイクルに取
り組んでいきます。
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2000年度� 2001年度� 2002年度�種類�
年度�

瓶・缶�

蛍光管�

発泡スチロール�

厨芥・雑芥�

産業廃棄物�

　 合　　計�

紙ゴミ�（再生古紙用）�   6,935,300�

  1,637,128�

       38,051�

       31,254�

10,924,712�

  1,383,029�

20,949,474�

�

  8,107,705�

  1,084,917�

       55,359�

       34,345�

10,276,794�

  1,249,449�

20,808,569

  7,954,338�

     948,206�

       31,739�

       30,944�

  9,969,358�

     640,283�

19,574,868

廃棄物種別排出量推移

※産業廃棄物とはプラスチック製品、金属くず、陶磁器、ビニール等再利
用できないものをいいます。
なお、前年度との比較のため、上記データの2002年度の排出量には９月
にオープンした丸ビル排出分計153万kg（含む生ごみ8.7万kg）は含まれ
ていません。

［＊1］フルオロカーボン
フッ化炭素類の通称であるフロンの正式名称。
［＊2］ハロン
ハロンは高い消火能力を有するクリーンな消火薬剤として、コンピュー
ター室・電気室・美術展示室・駐車場などにおける消火設備・機器に広
く使用されていたが、オゾン層を破壊することから1994年以後、生産
が全廃された。
［＊3］PCB
絶縁性、電気的特性や粘着性等に優れているためトランスや蛍光灯の安
定器などに使用されていたが、毒性があることが判明したため現在では
製造が禁止されている。
［＊4］ペーパーコム運動
紙ゴミをオフィス内から分別して回収するシステム。ペーパーコム
（PAPERCOM）とは、ペーパーコミュニティ（PAPER COMMUNITY）、
ペーパーカムバック（PAPER COMEBACK）、ペーパーサークルオブマ
ナー（PAPER CIRCLE OF MANNER）の愛称。

フロン冷媒使用の空調機

※
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事業別取り組み実績

三菱地所住宅開発事業本部では、常に住む人の立場に
立ち、優れた住環境の提供を目的として、マンション
や建売住宅、宅地の開発・分譲を行っています。
当本部では環境問題が重要な経営課題のひとつである
との認識のもとで、環境経営を確実に実行するために、
2002年11月首都圏（本社）マンション分譲事業を対象
にISO14001の認証を取得致しました。
2002年度は、マンションの開発・企画における環境配
慮として、断熱仕様の改善、建物の長寿命化、空気環
境の改善をめざし、また、廃棄物の再資源化の推進、
環境配慮に積極的な施工者への発注、土壌汚染の回避
といった項目についてプログラム化し運用してきまし
た。今後はこれら環境マ
ネジメントシステムの運
用管理を徹底し、環境に
配慮したマンションの開
発・企画を行うことで魅
力あふれる住まいづくり
をめざします。

マンション開発・企画における
環境配慮活動をプログラム化し、
運用しています。

環境管理責任者
のメッセージ

三菱地所（株）住宅開発事業本部
開発業務部長

中津川義博

●住宅開発事業（マンションの開発・企画・管理・運営）における環境への影響
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住宅開発事業では、グループとして分譲マンションの企画・開発、販売から管理まで責任をもって取り組んでいます。

三菱地所 住宅開発事業本部 環境方針

環境理念
住宅開発事業本部は、マンションデベロッパーとして、環境
への配慮に努めることとし、暮らしを豊かにする生活空間の
創造を目指します。

環境方針
住宅開発事業本部は、環境汚染の未然予防を含む、環境への
配慮を経営の重点課題の一つとして捉え、住宅開発事業本部
におけるマンション事業において、社員一人ひとりが、魅力
あふれる住まいづくりを通じて真に価値ある社会の実現を目
指し行動します。
１．法規の遵守
国や地方自治体が定める環境法令･規則、及び自主基準を
遵守し、環境配慮に努める。

２．資源･エネルギーの節約
資源、エネルギーの効率的利用と節約を目的とした技術
やシステムの導入に努める。

３．循環型経済社会への寄与
マンションの長寿命化を目的とした企画･設計を目指し、
廃棄物の削減とリサイクルに努める。

４．環境マネジメントシステムの継続的改善
環境マネジメントシステムを継続的に改善向上していく
ため、環境目的及び環境目標を定め、定期的な見直しを
行う。

５．環境方針の公開
環境方針の公開を通じて、社員への環境教育による環境
意識の向上を図り、また同時に請負者への環境方針の理
解と協力を要請することで、環境保全活動の実践に努め
る。
平成14年9月1日

三菱地所株式会社
住宅開発事業本部長　森本　淳之

マンション 開発・企画

住宅開発事業
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シックハウス対策の強化
2003年7月１日の建築基準法改正に対応し、新基準の住宅
性能評価書［＊1］の「空気環境」に関して最高等級3を取得す
ることにより、分譲マンション「パークハウス」シリーズの
シックハウス［＊2］対策をさらに強化することと致しました。
従来から旧基準において最高等級を取得していたほか、24
時間換気システムを採用し、ホルムアルデヒド吸着・分解
石膏ボードを使用するなど、独自の住宅性能表示システム
「CHECK EYE’S」に基づき、シックハウス対策を行って
います。

ISO14001認証取得範囲
対象部署：住宅事業部、プロジェクト事業部、パートナー事業部、商品企画部、開発業務部
対象物件：首都圏（本社）分譲マンション事業（ただし三菱地所単独事業に限る）

担当組織：三菱地所（株）住宅開発事業本部
三菱地所コミュニティーサービス（株）

内部監査、外部審査にて受けた主な指摘事項
各事業部より選出された環境推進リーダー、リーダー補佐が、2002年7月～11月にかけて研修機関にて環境教育を
受け、合計13名が内部監査員の社内資格を取得しました。その後2回の内部監査を行い、システムの運用状況を確認
するとともに問題点を抽出、外部審査の結果とあわせてマネジメントレビューを行いました。
〈主な指摘事項〉

EMSの運用開始後間もないこともあり、教育訓練の一部理解不足及び記録の作成・保管に関する指摘が多かったも
のの、いずれも改善され順調に運用されています。
内部監査：2002年10月16日〈第１回〉 2002年11月6日〈第２回〉
外部審査：2002年11月25日～27日

今後の環境マネジメントシステムについて
● 継続的改善の一環として、2003年度中にISO14001認証部署の拡大を検討中です。
●将来的には施工現場での環境配慮活動のプログラム化を実現すべく検討中です。
● ISO14001の認証を取得した施工者への発注においても、具体的な各社の取り組み内容に踏み込み、環境配慮を
促していきます。
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［＊1］住宅性能評価書
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」（品確法）に基づき、2000年10
月より運用されている制度で、国の指定する第三者機関が住宅の性能評
価を行った結果をまとめたもの。

［＊2］シックハウス
建材や接着剤などに含まれるホルムアルデヒドなどの有害物質が原因で
発生する室内空気汚染。

●三菱地所の住宅性能表示システム「CHECK EYE’S」
設計時、施工時、完成時、入居後とそ
れぞれの段階でクオリティインスペク
ター（三菱地所及び三菱地所設計の品
質管理者［一級建築士］であり住宅性
能評価員の資格者及び資格取得予定
者）が各物件の品質・性能を厳しくチ
ェックし、その内容を書面にてお客さまに報告するシ
ステムです。

断熱仕様の改善
マンション居室内の熱損失を
抑えるのに有効な断熱材を当
社の自主基準に基づき、その
厚さを各部位ごとに設定し、
施工段階でもその実施をチェ
ックしています。これに加え、
多くのマンションでペアガラ
スを採用することにより一層
の冷暖房の使用減少（省エネ）
をめざしています。

コンクリート�断熱材�●天井�

●壁（一部除く）�
コンクリート� 断熱材（45cm）�

断熱性能を高める�
45㎝のこだわり�
外壁・天井・壁（南側除く）の断熱材は躯体に沿って
内側に45㎝折り返して施工してあります。これにより、
天井や居室を区切る内壁にまで屋外の温度変化を伝
わりにくくし、断熱性能を高めるとともに、より効果的に
結露を防止することができます。�

断熱効果を高める�
複層（ペア）ガラス�
屋外の温度変化を室内に伝えにくく
するため、窓には２枚の板ガラスを採
用。ガラス間の空気が断熱性を高め
結露を起こしにくくしています。�

中空層�

板ガラス�

乾燥剤�
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建物の長寿命化
建物の長寿命化を実現することにより、将来的な修繕及び建て替えサイクルを延ば
し、結果として建設資材の消費や解体による産業廃棄物の抑制をめざしています。
○住宅性能表示制度の劣化対策等級にて最高等級3を取得し耐久性の高い躯体
を実現しています。また、同様に水廻りに点検口を設置することにより建物を
壊さずに点検を可能にしています。
○メンテナンスが容易で耐久性の高いさや管ヘッダーを採用しています。

パークハウス◯◯◯◯�

水セメント�
比�

水セメント比＝50％以下�

鉄筋コンク�
リートの�
かぶり厚�

劣化対策�
等級�

1　2　3

骨材�

砂�

セメント�

混和材など�
水�

■コンクートの構成�

■部位別かぶり厚�

（設計かぶり厚）�

�40mm以上�

40mm以上�

50mm以上�

30mm以上�

30mm以上�

40mm以上�

50mm以上�

50mm以上�

50mm以上�

70mm以上�

30mm以上�

40mm以上�
土に接しない�
部分�

屋内�

屋外�

屋内�

屋外�

土に接する�
部分�

屋根スラブ・�
床スラブ・非耐力壁�

柱・梁・耐力壁�

柱・梁・床スラブ・耐力壁�

基礎・擁壁�

擁壁�

部　　位� かぶり厚�
仕上あり� 仕上なし�

住宅性能表示制度〈劣化の軽減に関すること〉

コンクリートを作る時のセメントに対し
て加える水の量の比のこと。コンクリー
トに含まれる水の比率が高いと、乾燥し
て固まった際の収縮が大きく、ひび割れ
が起きやすくなります。ひび割れが起き
るとその部分から水分等が入り込み、中
の鉄筋を酸化させ建物の耐久性を損なう
恐れが高まります。従って、水の比率を
低く抑えることが、耐久性アップのため
にとても重要です。

通常の自然条件及び維持管理条件の下で３世代
（おおむね75～90年）まで構造躯体等の使用を
伸長するため必要な対策が講じられています。

等級3 住宅が限界状態に至るまでの期間が3世代以上となるための必要な対策が
講じられている。

等級2 住宅が限界状態に至るまでの期間が2世代以上となるための必要な対策が
講じられている。

等級1 建築基準法に定める対策が講じられている。

担当組織：三菱地所（株）住宅開発事業本部
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さや管ヘッダー
方式には、同時使
用時の水量の変
化が少ないとい
うメリットもあ
ります。�

さや管ヘッダーの点検口は�
きちんと設置�

熱源器�

浴室�

キッチン�洗面化粧台�

洗濯機�
　置場�

トイレ�

さや管ヘッダー�

■概念図�

�
 ドラム式洗濯機を�
 実装している場合�

配管には、中間に接続箇所がなく、メンテ�
ナンスも容易で耐久性にも優れたさや管�
ヘッダー方式を採用。点検口をきちんと設�
け、容易にメンテナンスができるようにして�
います。�

キッチンの点検口�

洗面所の点検口�

▲ ▲ ▲

▲

▲

土壌汚染調査・対策
用地取得にあたっては2002年6月より事前の土壌汚染調査及び対策処理をプログラム化し、実効性のある取り組みを行って
います。

用地取得にあたっては担当者がチ
ェックシートを使って土壌汚染の
可能性を全物件でまずチェック
し、更にその内容を専門調査会社
がチェック（調査報告書作成）する
体制としている。汚染の可能性の
ある物件については専門調査会社
による詳細調査に進む。

土地買収の判断資料として専門調
査会社による調査報告書の添付・
提出を義務付けている。

契約にあたっては汚染もしくは汚
染の可能性のある場合は調査及び
除去についての土地売主の責任・
負担を明確にする。

当社の土壌汚染処理基準に従い、
土地売主の責任と負担において引
渡前までに対策を実施・完了す
る。

用地情報取得 チェックシート
による担当者
チェック

専門調査会社
によるチェック

土壌汚染処理

引渡完了

土地買収の判断

土
地
売
買
契
約
締
結

調査結果
報告

汚染あり
（対策要）

汚染なし（対策不要） ▲
▲1 2 3

2 3

4

4

5

5

6

6

7

～

住宅開発事業 マンション 開発・企画
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三菱地所コミュニティーサービスは、人々の社会生活の
最も基本である「住まい」へのサービス事業を通じて、
「人」と「住まい」と「地球環境」の調和をめざしています。
ISO14001を導入するきっかけとなったのは、お住まい
の方々のライフスタイルがより価値ある、生きがいに満
ちたものとなるよう、地球環境に配慮したサービスを提
供していきたいと考えたからです。
マンションが完成した後の建物維持管理を担当する当社
では、電気・水道等の資源を大切にし、環境に配慮した
工事や省エネルギーの提案をしなければなりません。
これらを確実に実施していくために、2002年10月に首
都圏の管理物件を対象として環境マネジメントシステムを
導入し、2003年2月にISO14001の認証を取得しました。
私たちは、これからも
オフィスの電気使用量
削減や紙資源の有効活
用、グリーン購入推進
はもちろんのこと、管
理するマンションの環
境配慮提案や共用部の
電気使用量・水道使用
量・廃棄物を削減する
対策等に取り組んでい
きます。

住む方の立場、視点に立って
環境に配慮したサービスを提供
します。

担当組織：三菱地所コミュニティーサービス（株）

三菱地所コミュニティーサービス（株）
取締役副社長　企画本部長

小野真路

2002年10月以降、環境プログラム「管理組合への環境配慮
提案管理手順書」に基づき8マンションに対して主として電
気使用量削減を目的に、タイマー設定変更、一部消灯、省
エネルギータイプの照明器具への変更を提案しました。近
年のマンションは省エネルギー指向のもと、例えばエント
ランスホール照明では器具数もできる限り少なく、かつ省
エネルギータイプが用いられており、さらなる省エネルギ

ーの提案は居住者サー
ビス低下につながると
の判断から8件中、タ
イマー設定については
1件、一部消灯につい
ては１件の採用となり
ました。しかしできる
限り説明を尽くし理解
をいただくこと、あわ

環境に配慮したオフィス活動を実践
オフィス活動に関しても環境への
取り組みを実践しています。具体
的な行動としては事務所電気使用
量及び普通紙使用量の削減、什器、
文房具、紙のグリーン購入につい
て取り組みを行っています。

マンション管理組合に対する環境配慮提案
せて東京電力（株）との需給契約を見直して省エネルギーを
前提とした安価な契約方法を探ることを提案し、契約見直
しについては6件の採用がありました。目立った量の削減で
はないものの、当社環境配慮への取り組み姿勢に対し管理
会社としての基本プレーが充実しているとの高い評価をい
ただいています。
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管理組合に提出した「省エネルギー計画提案書」
コピー枚数は各部署別のカード
にて管理しています。

環境管理責任者
のメッセージ

ISO14001認証取得範囲
本社、横浜営業所、千葉営業所、多摩川事業所が管理する
マンションの総合管理業務
※対象物件：216件・18,766戸（2003年３月31日現在）

三菱地所コミュニティーサービス 環境方針

三菱地所コミュニティーサービス株式会社は「住まい」
のサービス事業を通じて、「人」と「住まい」と「地球環
境」の調和に貢献します。

行動方針
・当社は常に、安全で快適なマンションライフを実現
するために、サービス業の立場から積極的な事業活
動を行います。
・当社は環境負荷を低減し、建物の長寿命化を図るた
め、適切な修繕・改修を踏まえた長期修繕計画を提
案します。
・当社は省エネルギー、省資源、廃棄物の削減、グリ
ーン調達の推進に積極的に取り組みます。
・当社は環境に関する法令・規則、その他社会的な要
求事項を遵守し、環境保全に努めます。
・当社は環境管理体制を整備して、環境目的・目標を
設定し、環境マネジメントシステムの継続的改善に
努めます。
・当社はこの環境方針を広く一般に開示すると共に、
顧客・管理組合、事業主、協力会社などに対し環境
保全に理解を求めます。
平成14年４月１日
三菱地所コミュニティーサービス株式会社

取締役社長　原　　俊昭

住宅開発事業 マンション 管理・運営
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事業別取り組み実績

設計監理事業

環境負荷要素�

ロングライフ� 廃棄物削減�省エネルギー� 省資源�自然共生・�
環境保全・景観形成�

企画・設計・監理・コンサルティング

三 菱 地 所 設 計 �

電力�
紙�
等�

電力�
油�
等�

工事用資材�
等�

廃棄物�
等�

地球温暖化ガス�
等�

建設廃棄物�
騒音・振動�
等�

普通紙使用量の抑制�電気使用量の抑制� ゴミ分別の徹底�

環境共生型建築�

施工会社�

環境負荷の低減�

INPUT

INPUT

INPUT OUTPUT

OUTPUT

OUTPUT

事業主�

環境配慮型施工法の�
検討提案�

環境共生技術の�
提案�

建築・土木の設計監理業務を行う三菱地所設計では、従
来より自然環境共生やライフサイクルコストなど、顧客
の意識の拡大に応えるため、また特定街区や地域冷暖房
など、先進的な都市環境の創造のため、建築・都市の環
境問題に積極的に取り組んできました。そしてこれらの
社会的ニーズへの取り組みを、透明性、客観性のあるも
のとして、継続的に、確実に実施していくため、1999
年3月にISO9001の認証を、2002年1月にISO14001の
認証を取得しました。2002年度の環境活動については、
環境マネジメントシステムの定着をはかるとともに、内
部監査や外部審査を通じてシステムの不具合の修正を行
いました。
三菱地所設計では、「環境・文化・未来のグランドデザイ
ナー」をカンパニース
ローガンに今後とも、
ISO14001／ISO9001
の継続的改善の仕組み
を活かし、両マネジメ
ントシステムを推進し
ます。

継続的改善の仕組みを活かし、
環境・品質の両マネジメントシステムを
推進します。

環境品質管理
責任者の
メッセージ

（株）三菱地所設計
技術情報部長

稲田達夫●設計監理事業における環境への影響

事
業
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業

環境方針

私たちは、地球環境への配慮を経営の重点課題とし、
企業活動の全領域で「環境との共生」に努めることが、
自らの責務と認識して、次の基本方針のもとに行動し
ます。

１．建築物の企画・設計・監理に当たっては、お客さ
まと協働して、以下の重点方策に取り組み、魅力
にあふれ、持続可能な建築及びまちづくりの創出
を通して、真に価値ある社会の実現を目指します。
①ロングライフ
②自然共生・環境保全・景観形成
③省エネルギー
④省資源
⑤廃棄物削減

２．日常のオフィス活動においては、用紙の使用量の
削減やリサイクルの促進を図るとともに、空調・
照明等のエネルギー使用量の削減に努めます。

３．業務の遂行に当たっては、環境関連の法律・規制
等はもとより、当社が同意した環境に関する外部
からの要求事項も、これを遵守します。

４．環境保全及び汚染予防の為に、環境マネジメント
システムを構築し、その継続的な維持・改善を図
ります。

平成13年6月1日　　　　
株式会社三菱地所設計
取締役社長　島田 勝久　
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環境品質管理推進連絡会、
環境品質改善検討委員会の活動
環境品質管理推進連絡会、環境品質改善検討委員会では、
社員アンケート調査の実施（7月）や、環境共生技術の研究
など、環境マネジメントシステムの継続的改善に向けた活
動を行っています。その成果の
ひとつとして、2002年度は、こ
れまで運用していた「環境共生
マニュアル（建築編）」「環境共生
マニュアル（開発編）」に加えて
「環境共生マニュアル（住宅編）」
を整備しました。

2002年度の活動の概要
2002年度は、認証取得（2002年1月）後の最初の通期運用
年度として、プロジェクト活動、オフィス活動の定着をは
かるとともに、内部監査・外部審査を通じてシステムの不
具合の修正を行いました。年度目標の達成状況としては、
設計業務における提案プロジェクト比率が若干目標値に及
びませんでしたが、概ね良好な活動を行うことができまし
た。（18～19ページ参照）

環境教育の実施
社員一人ひとりの環境意識を継続していくために、全部署
にて、ポスターの掲示を行っています。また、推進事務局
である技術情報部と各部署の環境品質管理推進リーダーが
講師となり、新入社員（派遣社員を含む）に環境活動の説明
を行っています。

環境品質管理委員会　　　     8回開催�
環境品質管理推進連絡会　     7回開催�
環境品質改善検討委員会　　11回開催�

    ●環境品質管理推進連絡会　　�
　　　　　　EMS　お客様への設計提案の推進�
　　　　　　QMS　予防処置の推進�
    ● 環境品質改善検討委員会　　�
　　　　　　EMS　EMS文書第2版への改訂検討�
　　　　　　QMS　QMS文書第5版への改訂検討�

会議の開催状況

2002年度の主な検討内容

担当組織：（株）三菱地所設計

事
業
別
取
り
組
み
実
績

設
計
監
理
事
業

ISO14001対象範囲と推進組織
本・支店の全部署において、環境・品質の両マネジメントシステム（EMS、QMS）の認証を取得し、以下の3つの委
員会を核として、2つのシステムを統合的に推進しています。

内部監査の実施
本支店の社員415名の内、89名が内部監査員の資格を取得しています
（（株）日本能率協会コンサルティング所属の講師による養成セミナーを修
了した者。2003年3月31日時点）。2002年度は、各チーム2～3名の内
部監査チーム25チームを編成し、9月に内部監査を実施しました。認証
取得後の通期運用初年度であったため、「お客様への設計提案」の管理ツー
ルである「環境取組シート」に関し、いくつかの改善点が抽出されました。
また、2003年1月の外部審査からはシステムの完成度を高める幾つかの
改善点が抽出され、これらの監査、審査により得られたデータをもとに、
2003年4月、EMS文書を第2版に改訂しました。

●内部監査実施期間�
　2002年９月９日（月）～13日（金）�
●内部監査実施範囲�
　全部署（社長・役員を含む）�
●外部審査受審日時�
　2003年１月24日�
●EMS文書第２版への改訂�
　2003年４月１日�

■環境品質管理委員会
社長、役員、各部署長にて構成。システムの運用状況とその効果を検証し、継続的改善の指示を行うマネジメントレ
ビューの実行組織です。（委員29名）
■環境品質管理推進連絡会
本・支店各部署の環境品質管理推進リーダーにて構成。環境品質管理委員会にて決定した内容を周知徹底し、活動を
推進する組織です。（委員24名）
■環境品質改善検討委員会
意匠・構造・電気・機械・土木・積算・監理の各職能の委員にて構成。EMS、QMSのシステムの見直しを行う組織
です。（委員18名）

環境共生マニュアル
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事業別取り組み実績

設計監理事業

●敷地の緑化
都市部において、生活空間に潤いを
創出し、ヒートアイランド現象［＊1］を
緩和します。

●空調エネルギーの低減
熱源・搬送システムの適切化や、高
効率空調機器、蓄熱システムの導入
などの技術があります。

●照明エネルギーの低減
高効率照明器具や各種制御方式、タ
スクアンビエント照明［＊2］などの技
術があります。

●節水型機器
節水型の衛生器具や雨水などの中水
利用により、水道使用量を抑制しま
す。

●自然通風・自然換気
開口部の位置、大きさ、中庭などを
計画し、自然の空気の流れを取り入
れます。

●建設残土対策
地盤レベルの適切な設定などによ
り、建設副産物の低減とともに建設
コストも抑制されます。

●窓の断熱・日射の遮蔽
ひさし、ルーバー、複層ガラス、
Low-Eガラス［＊3］などの採用により、
熱負荷を低減します。

「お客様への設計提案」を管理するため2001年7月より、すべての受注業務（調査・
申請業務など設計提案になじまない業務を除く）を対象として、「環境取組シート」
（提案の方針・計画・結果を記載する社内シート）の作成を始めています。このシー
トは、事業主、工事施工者への設計提案、監理提案を管理するために、プロジェク
トごとに作成（提案目標と実績を記載）する社内シートです。
「環境取組シート」は、2003年4月に第2版に改訂し、運用上の利便性を改善した他、
DR（デザインレビュー）チェック欄を設け、QMS（品質マネジメントシステム）と
の連携を強化しました。

担当組織：（株）三菱地所設計

日常業務における「モニタリングシート」の運用
社員の節電やゴミの分
別状況を管理するため、
2001年7月より、すべ
ての部署において、「モ
ニタリングシート」の運
用を始めています。こ
のシートは、昼休みの
消灯とゴミの分別状況
を毎月各部署にて調査
し、その結果を記載す
る社内シートです。

環境マネジメントシステム
2000年8月にISO14001導入ワーキンググループを発足させ、環境マネジメントシ
ステムの導入に取り組んできました。環境マネジメントシステムは、組織、マネジ
メントレビュー、内部監査、文書・記録の管理等を中心に、1999年3月に認証を取
得した品質マネジメントシステムとの統合システムとしています。2001年7月1日
環境マネジメント
システム第1版を制
定、2002年1月に
認証を取得、2003
年4月に第2版への
改訂を行いました。

環境マネジメントシステム文書（左）
共通システム文書（中）

品質マネジメントシステム文書（右）

プロジェクト活動における「環境取組シート」の作成

環境取組シートほか� 業務方針書ほか�

提　案�
環境マネジメントシステム� 品質マネジメントシステム�

顧客要求・法的要求・社会的要求�

デザイン��
�レビュー他での�
検証・確認�

設計提案の実績
建築物の竣工から解体までのライフサイクルにおいて、直
接・間接的に発生する環境負荷の多くは、設計段階におい
て低減することが可能です。こうした視点にたって、「お客様
への設計提案」を主要な環境目標として活動しています。

ここでは、2002年度にまとめられた「環境取組シート」
（33ページ参照）の中から、新築工事（集合住宅を除く／延
べ床面積20,000m2未満）において比較的数の多かった設計
提案（環境共生技術）を紹介します。

●屋上緑化・壁面緑化
都市気候緩和や地下水涵養のための
手法として、屋上緑化、壁面緑化、
人工地盤上の緑化や透水性舗装など
があります。

●ゆとりの確保・ユニット化
設備スペースのゆとりの確保、耐用
年数の異なる部位の分離、ユニット
化・システム化などにより、設備の
更新に伴う廃棄物を削減します。

●有害化学物質対策
ホルムアルデヒド、トルエン、キシ
レンなどを含む接着剤、内装材など
の使用を低減します。

●自然採光
開口部の位置、大きさの計画、ライ
トシェルフ［＊4］、光庭の計画などの技
術があります。

●昇降機運転エネルギーの低減
適切な配置計画・群管理システム、
インバータ方式［＊5］など省エネ型の
昇降機などの技術があります。

新築工事（集合住宅を除く／延べ床面積20,000m2未満）で、数の多かった設計提案
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紙のリサイクルボックス
モニタリングシートほか

環境マネジメント� 品質マネジメント�
システム文書� システム文書�

組織管理規定／マネジメントレビュー規定／文書管理規定�
是正処置及び予防処置規定／記録管理規定／内部監査規定�
教育・訓練規定／各種関連要領�

共通�
システム文書�

1     2     3     4     5     6     7     8     9    10   11  12   13   14   15   16   17

◎　◎　◎　◎　◎　　　　　　　　　　　◎　　　◎�

◎　◎　　　◎　◎　◎　◎　　　◎　◎　◎　　　◎　　　◎　◎�

◎　◎　◎　　　◎　　　　　◎　◎　◎　◎　　　　　　　　　　　◎�

◎　◎　◎　　　◎　　　　　　　◎　　　○　　　　　　　　　　　�

◎　◎　　　　　◎　◎　　　◎　◎　◎　�

◎　◎　　　　　◎　◎　◎　　　　　　　◎　◎　　　　　　　　　◎�

◎　◎　　　　　　　◎　　　　　　　　　◎　◎　　　　　　　◎　�

◎　○　◎　　　　　　　　　　　　　　　　　　　◎　◎　　　　　◎　�

◎　　　　　　　　　◎　　　◎　　　◎　　　　　◎　◎　　�

◎　　　　　◎　◎　◎　　　　　　　　　◎　　　　　　　　�

◎　　　◎　　　　　　　　　　　◎　　　　　　　◎　　　　　　　　�

◎　　　　　◎　　　◎　◎　　　　　　　　�

凡例　◎：提案し採用�
　　　○：提案し不採用 �
     

提案状況�

設計A部� 設計B部� 設計C部�

プロジェクト番号�

担当部�

敷地の緑化 �

空調エネルギーの低減 �

照明エネルギーの低減 �

節水型機器 �

自然通風・自然換気 �

建設残土対策 �

窓の断熱・日射の遮蔽 �

屋上緑化・壁面緑化 �

ゆとりの確保・ユニット化 �

有害化学物質対策 �

自然採光 �

昇降機運転エネルギーの低減�

設計提案�

［＊1］ヒートアイランド現象
都市における舗装・建物の増加や冷暖房などの人工排熱の増加などにより気温が郊外に比べて
高くなる現象。島状に気温の高い部分ができるのでヒートアイランドと呼ばれる。

［＊2］タスクアンビエント照明
机上面を照らすタスク照明と、室内環境をつくるアンビエント照明を分けて計画することによ
り、全体のエネルギー量を低減する手法。

［＊3］Low-Eガラス
特殊金属膜を使用したガラスで、高断熱タイプと遮熱タイプがあり、遮熱タイプは夏期の強い
太陽エネルギーをカットし、冷房効率を高める。

［＊4］ライトシェルフ
太陽光を、室内の通常届かない位置まで届
かせるために、窓に設けられる水平反射板。

［＊5］インバータ方式
電圧と周波数を制御することで、電気エネ
ルギーを効率的に利用する方式。空調機、
蛍光灯、エレベーターなどに使用されてい
る。
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事業別取り組み実績

注文住宅事業

三菱地所ホームは、環境を重視する企業として、環境に
配慮した設計・施工や廃棄物の排出抑制等に、早くから
全社をあげて取り組んできました。また商品としても、
高断熱高気密住宅と換気・冷暖房を組み合わせた「エア
ロテック」、太陽エネルギーを利用した「太陽光発電住
宅」、室内空気環境に配慮した健康住宅など、環境や省
エネルギーに優れた住宅の開発・販売にも積極的に取り
組んできました。
当社ではこれらを確実に実施していくため、1999年2月
に環境マネジメントシステムを導入し、同年9月に住宅
メーカーとしては初めて全社でISO14001の認証を取得
しました。
三菱地所ホームでは、
日常業務と一体になっ
た環境マネジメント活
動を行っており、環境
目的・目標の達成が、
顧客満足の向上や業務
の効率化にもつながる
と確信しています。

環境目的・目標の達成を通して
顧客満足度の向上を
はかります。

三菱地所ホーム（株）
執行役員コーポレートスタッフ室長

須藤恵一

●注文住宅事業における環境への影響
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環境管理責任者
のメッセージ

環境方針

三菱地所ホ－ム株式会社は「住まいづくりを通して地球環
境保全に貢献する」という基本理念に基づき、お客様に真
に資産となりうる高品質な住宅を供給する事業活動におい
て以下の方針に基づき環境マネジメントを行います。

１.  事業活動において環境影響を明確にし、住宅の建設現
場も含め環境に配慮した適切な活動を行い、環境汚染
の予防を図ります。

（１）お客さまに対し環境に配慮した住環境を提供する
よう努め、またお客さまのニ－ズに迅速かつ的確に
対応できるコミュニケーション体制を推進します。

（２）住宅を構成する部資材の選定及び商品開発、設計等
の基本的な段階から環境負荷の軽減に取り組みます。

（３）建設現場では環境の保全に努め、周辺の地域環境に
配慮した施工を行います。

（４）建設現場から排出される廃棄物の発生抑制、リサイ
クル向上及び適正処理を推進します。

（５）全社員に対する環境教育を徹底するとともに、関連
協力業者に対する環境保全意識の啓蒙に努めます。

２.  事業活動に係わる環境関連法令を遵守し、さらに自主
基準を定めて環境パフォーマンスの向上に努めます。

３.  環境マネジメントシステムを永続的に改善向上してい
くため、環境目的及び環境目標を具体的に定め、定期
的な見直しを行います。

平成15年5月1日
三菱地所ホーム株式会社
社長執行役員 鯉沼　宏治
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商品開発時における環境配慮
○ 室内空気環境汚染防止の推進
2002年7月、建築基準法が改正され、2003年7月から着工
する物件よりホルムアルデヒドを対象としたシックハウス
対策のための規制が導入されました。三菱地所ホームでは、
早い段階から積極的に対応し、ホルムアルデヒドの発散が
最も少ない建材への切り替えを進めてきました。また、機
械換気設備の設置が義務化されることに伴い、従来より販
売を促進してきた全館冷暖房換気システム「エアロテック」
を2003年4月より、すべての注文住宅（2×4工法）に標準
搭載することにしました。

○ 供給物件における省エネルギー性能向上
2002年度、「エアロテック」を中心とした販売を重点的に推
し進めました。その結果、すべての供給物件に占める搭載
率が44.5％となり、冷暖房エネルギーの削減をはかること
ができました。

また、次のステップとして、調理や給湯エネルギーの削減
にも焦点をあて、ヒートポンプ式電気給湯機［＊1］の普及を推
進しました。「オール電化住宅」というセミナーの開催など
でユーザーにアピールし、その結果、ヒートポンプ式電気
給湯機の搭載率が3.3％となりました。

ISO14001認証取得範囲
対象部署：全社（ただし、エクストラ事業部は２×４工法以外を除き、関連事業部は不動産・保険業務を除く）

内部監査、外部審査において受けた主な指摘事項
外部審査時には、「内部監査時に発見された問題に対する是正措置が規格の要求する通りなされていない」との指摘を
受けました。2002年度の内部監査では、指摘のあった事項について、各監査リーダーと受審部署の責任者がその場で
原因究明を行い、その内容を内部監査総責任者が承認してから是正活動を行うよう運用を変更しました。その結果、
発見された問題については根本的な改善と的確な是正措置がはかれるようになりました。
内部監査時には、緊急事態に関することが多く指摘されました。主な内容は、現場を対象とした避難訓練等は行われ
ているものの事務所内の実施が行われていないこと、記録が残されていないこと等であり、2003年度は全部署におい
て部署長が緊急事態に備え、事前予防対策を実施するようにしました。

○ 躯体工事のパネル化、プレ加工化
建設現場から排出される産業廃棄物を削減するため、積極
的に工事の合理化に努めました。7月から出窓、付ひさし
のプレ加工化を実施し、2階床パネルの完成度向上をめざ
して構造的な検討を進めました。2003年度は、この結果
をもとにパネルの合理化をさらに推進していきます。

國末さんご夫婦は、以前からエコロジーや省エ
ネに関心が高く、新居には、太陽光発電や生ゴ
ミ処理機を設置しています。

エアロテックユーザー
の声

地球の環境保護を配慮して「最初から太陽光発電を提
案しているメーカーを選択しました」、そう語るのはご
主人。國末様邸には3.2kＷ用のシステムが設置されて
います。またお子さま二人が花粉症であること、将来
同居予定のお母さまが喘息であることなどの理由で、
１、2階はセントラル冷暖房換気住宅の「エアロテッ
ク」に。「遊びに来たお友だちに、玄関も暖かいわねと
言われるんですよ。冬場もトイレや脱衣室もひんやり
しませんね」と奥さま。犬の毛が抜けるので、國末さ
まのお宅ではフィルターは毎日のお掃除のついでに掃
除機をかけているそうですが、「犬が１匹なら毎日は必
要ないのでは」とおっしゃいます。犬の臭いについて
も心配していたそうですが、臭いがこもることもない
そうです。

國末さんご一家

（フーサンの家物語VOL4．より）

89,668円�
105,487円�

138,393円�

三菱ホーム�
（エアロテック仕様）�

次世代省エネルギー�
基準対応の�

高断熱・高気密住宅�

新省エネルギー�
基準対応の�
一般的な住宅�

※（財）建築環境・省エネルギー機構熱負荷計算プログラム「SMASH for Windows」に�
　より、当社算出。�
※消費電力1k  hあたり約23円で換算。�
�

地域：東京�
延床面積：147.39m（約45坪）�
熱源：電気�
冷暖房形式：ヒートポンプ式エアコン�
冷暖房・セントラル換気範囲：全館�
冷暖房時間、期間：24時間/日、365日/年�
設定温度：夏26℃、冬20℃�

2

W　�

年間冷暖房コスト比較図

［＊1］ヒートポンプ式電気給湯機
冷媒に二酸化炭素を用い、大気の熱を利用してお湯を沸かす高効率な
電気給湯機。
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施工現場周辺の交通渋滞の緩和
全社的に工法の合理化を行うことで工期短縮をはかり、
その結果、工事車輌の現場滞留時間を減少させることが
できました。なお工法の合理化の成果としては、パネル
採用率41.0％、フルトラス採用率18.6％、べた基礎採用
率32.4％などがあげられます。

○新築工事における産業廃棄物総量の排出削減
各部署ごとに独自の目標をたて、新築工事において排出さ
れる産業廃棄物総量（単位床面積あたり）の排出削減に取り
組みました。その結果、対象となる13部署中4部署が達成
しました。内訳は次の通りです。

なお中長期目標は2005年度末までに1997年度比で31％削
減でしたが、2002年度は22％までの削減をはかることが
できました。

○産業廃棄物総量削減のための具体策、立案・運用
新築工事における産業廃棄物総量の削減をはかっていま
す。具体的には、大便器用ロータンクの省包装品の採用に
よる包装廃棄物の約40％削減や屋根下葺材の中心材の形状
変更による資材の省力梱包化の推進のほか、パネル化・プレ
カット化・フルトラス化の推進、納材数量の精度向上など
を行いました。
●パネル化・プレカット化・フルトラス化の推進
出窓、付けひさしをプレカットの上、キット化して納材
するよう改定。パネル製作基準書を作成。パネル化率の
向上を推進し、パネル施工比率対前年度比230％を実現
しました。

●納材数量の精度の向上
外部関連資材と構造材の追加材発生原因を追跡調査し、
構造材数量積算基準（納材仕様）の変更を行い、納材数量
の精度向上を行いました。

○産業廃棄物のリサイクルシステムの確立・運用
2002年度は産業廃棄物のリサイクルを推進していくこと
を目的として、項目ごとに産業廃棄物リサイクルシステム
の確立と運用に努めました。
●木くずのリサイクルシステム確立・運用
当社が２×４協会に提案したリサイクル率報告書を住宅
産業界や産業廃棄物処理業界へ働きかけ、システムの統
一に向けた作業を推進しています。

●石膏ボードのリサイクルシステム確立・運用
解体工事における石膏ボードリサイクルに関して検討中
です。

●建設リサイクル法対応状況の確認
建設リサイクル法について2002年５月に社内研修を実施
しました。2002年度は同法に関する違反はありませんで
したが、今後とも社内への周知徹底をはかり、遵守に努
めていきます。

●施工店による分別率向上に向けての活動
各部署が実施しているマナー研修等において産業廃棄物
の適正処理、分別について講習を行いました。また、契約
中間処理場に施工店及び部署別の分別状況を確認してい
ます。

新築工事における産業廃棄物の排出削減・リサイクルの推進

2001年度比維持（4部署）……………1部署達成
2001年度比2％削減（1部署）………達成
2001年度比5％削減（6部署）………1部署達成
2001年度比10％削減（2部署）……1部署達成

0.00

0.05

0.10

0.15

0.20

0.25

’02’01’00’99’97

（ｍ3/ｍ2）�

0.224

0.164 0.169 0.166 0.175

（年度）�

新築工事単位床面積あたりの産業廃棄物推移

産業廃棄物の分別状況

［2002年度目標の達成状況］

環境関連苦情で前年度比30％削減を達成
2001年度までは環境に関連するもっとも多い苦情として、
騒音、粉塵・ほこり、悪臭を捉え、その削減をはかってきま
したが、2002年度は、環境関連苦情のすべての事例に関し
て把握を行いました。交通渋滞の緩和や協力業者への研修
などに取り組んだ結果、2001年度苦情件数84件に対し
2002年度は58件となり約30％の削減を達成しました。
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リフォーム工事における環境配慮
○リフォーム工事におけるホルムアルデヒド使用量の削減
近年問題となっている「シックハウス症候群」の原因の一つ
といわれているクロス用接着剤と内装合板建材について、
昨年度より引き続きノンホルマリン接着剤・ホルムアルデヒ
ド対策仕様板（JAS-Fc0［＊1］、JIS-E0［＊2］規格）の割合を増や
すよう徹底しました。2002年度の取り組み結果は次の通り
です。
●ノンホルマリン接着剤使用率………………………100％
● JAS-Fc0（相当品）JIS-E0（相当品）使用率………100％
2003年度は次の段階に進み、さらに高品質の部材を使用
するよう取り組みます。

省エネルギーの促進
○電気使用量の削減
各部署ごとに目標を設定し、省エネルギーの促進をはかる
ため電気使用量の削減に取り組みました。
目標は各部署ごとに定め、結果は対象17部署中6部署の達
成となりました。

なお中長期目標は2005年度末までに1999年度比30％削
減でしたが、2002年度は1.7％までの削減をはかることが
できました。

○本店ビル内共用部の電気使用量削減
本店ビル（乃木坂パークビル）内共用部の電気使用量の把握
を継続して行っており、今後も電気使用量抑制に向けた活
動を行いながら、その効果を監視するために電気使用量の
把握を継続していきます。

○車から排出される大気汚染物質の削減
車から排出される大気汚染物質の削減をはかるため、社有
車・私有車における走行距離を実際に計測しました。

一般廃棄物の排出削減・リサイクルの推進
○コピー紙の購入枚数を削減
建築現場をもっている部署では、１棟あたりの購入枚数を把握
し削減をはかりました。他の部署は一人あたりの購入枚数を
把握し削減に努めました。目標は各部署ごとに定め、結果は
対象17部署中10部署が達成しました。内訳は次の通りです。

なお中長期目標は2005年度末までに1999年度比20％削
減でしたが、2002年度は21.9％までの削減をはかること
ができました。2003年度も継続して取り組み、継続的な
監視を行っていきます。

○一般廃棄物のリサイクル推進（オフィス）
入居しているビルごとに分別手順を策定し、手順の実施状
況を確認しています。年度初めに手順の見直しも行ってお
り、ビルの分別手順に追加して活動を行っている部署もあ
ります。
○一般廃棄物のリサイクル推進（現場）
弁当ゴミなど一般廃棄物の産業廃棄物への混入はほぼなく
なりましたが、新規施工店では混入が見られるケースがあり
ました。今後も継続して協力施工店への教育を実施し、各部
署が実施しているパトロール時にチェックをしていきます。
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電気使用量推移

コピー紙購入枚数推移

2000年度維持（1部署）………………達成　　
2001年度比維持（8部署）……………5部署達成
2001年度比3％削減（1部署）………達成
2001年度比5％削減（4部署）………1部署達成
2001年度比10％削減（2部署）………2部署達成
2001年度比15％削減（1部署）………未達成

2000年度維持（1部署）………………達成
2001年度5％削減（3部署）…………1部署達成
2001年度比7％削減（1部署）………達成
2001年度比8％削減（5部署）………2部署達成
2001年度比10％削減（5部署）………1部署達成
2001年度比15％削減（1部署）………未達成
2001年度比20％削減（1部署）………未達成

1999年度；185,978 kWh
2000年度；193,289 kWh
2001年度；177,497 kWh
2002年度；196,416 kWh

［本店ビル共用部の電気使用量］

［2002年度目標の達成状況］

［2002年度目標の達成状況］

［＊1］JAS- Fc0
JAS（日本農林規格）で定められた合板等の規格で、現状で最もホルムア
ルデヒド放散基準値が低いもの。

［＊2］JIS-E0
JIS（日本工業規格）で定められたMDF（中密度繊維板）やパーティクルボ
ードの規格で、現状で最もホルムアルデヒド放散基準値が低いもの。

※集計方法の見直しにより1999年度、2000年度の実績を昨年
報告書で記載したものから修正しています。
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三菱地所グループでは、東京・横浜・仙台など国内9カ所（2003年7月にオープンした
「ロイヤルパーク汐留タワー」を含む）でホテルチェーン「ロイヤルパークホテルズ」を
展開しています。ホテル運営においてもエネルギー使用や廃棄物の排出などさまざま
な環境負荷が発生します。各ホテルにおいてはこれら環境負荷を低減する取り組みを
行っています。

ISO14001の認証取得に向けて
現在（株）ロイヤルパークホテル及び統括会社である（株）ロイヤルパークホテルズアンドリゾーツにおいて、2003年度中
の認証取得をめざして取り組みを進めています。今後は他のチェーンホテルにおいても取り組みを進める予定です。

三菱地所が所有し、（株）ロイヤルパークホテルズアンドリ
ゾーツの100％子会社の（株）東北ロイヤルパークホテルが
運営する仙台ロイヤルパークホテルでは、敷地内に深井戸
（地下250ｍ）を掘り、濾過設備で水質を確保した上で受水

槽に給水し、市水と混合する「地下水膜濾過システム」の運
用を2003年5月より開始しました。
このシステムは良質で安定的な水資源の確保と災害時のラ
イフラインの確保等の観点から導入したものです。

仙台ロイヤルパークホテルで「地下水膜濾過システム」を導入

地下水�
（深度250m）�

井戸設備� 薬注ユニット�原水槽� 原水処理水槽� 中空糸膜濾過装置�急速砂濾過機�

排水�

受水槽�

飲適水�

環境負荷要素�

温室効果ガス�

排水�

紙ゴミ�

ビン・缶�

生ゴミ�

不燃ゴミ�

工事廃材�

等�

ホ テ ル 事 業 �

環境負荷要素�

電力�
都市ガス�
油�
水�
食材�
洗剤�

工事用資材�
等�

INPUT OUTPUT

地下水膜濾過システム

●ホテル事業活動の環境への影響
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基本使命�
まちづくりを通じての真に価値ある社会の実現�

第2条�良き企業市民としての行動�
第3条�地球環境への配慮�

自然環境との調和・環境の保全・�
　　　環境の改善を追求�

業界全体での�
取り組みの検討�

第1条�社会とのコミュニケーション�

行動憲章�

環境憲章�

教育訓練による�
啓発活動�

最良のサービス�
の提供�

利益の還元�

当社方針の啓発・�
協力の要請�

地域社会との共生�

当社の理解者としての�
パートナーシップ作り�

顧　客�

株　主�

従業員�

取引先�

地域社会�

 行政機関・�
 業界団体�

 NPO・NGO
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三菱地所グループは、「まちづくりを通じての真に価
値ある社会の実現」を基本使命とし、行動憲章第1条
に「社会とのコミュニケーション」を、第２条に「良き
企業市民としての行動」を明記しています。また、第
３条で「地球環境への配慮」を経営の重点課題とする
ことを明らかにし、その実現のため「環境憲章」を制
定して自然環境との調和・環境の保全・環境の改善を
はかっています。この実現のためには、企業活動に関
わる社内外の幅広いステークホルダー［＊1］と良好な関
係を築き、コラボレート（共同・協力）していくことが
重要です。三菱地所グループでは、企業が果たすべき
説明責任を重視し、積極的に情報を発信すると同時に、
ステークホルダーとの双方向のコミュニケーションを
大切にしています。

三菱地所グループは、
幅広いステークホルダーと良好な関係を
築いていきます。

感
動
、共
生
、共
感
の
未
来
を
。

社会環境コミュニケーション

URL「環境への取り組み」 http://csr.mec.co.jp /eco.html

URL「社会貢献活動」 http://csr.mec.co.jp /kouken.html

［＊1］ステークホルダー
顧客、株主、従業員、取引先、投資家、地域社会など企業を取り巻く
利害関係者の総称。
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顧客／株主への情報開示
三菱地所は、財務情報はもとより環境

情報の開示も積極的に行っています。

ホームページには「環境への取り組み」

のページを設け、グループとしての環

境経営の推進や ISO14001の認証の

取得状況などの情報をタイムリーに発

信しています。2003年6月にはホ

ームページのリニューアルを行い、よ

りきめ細かな情報の提供に努めていま

す。また、株主の皆様に配布する事業

報告書にも「環境保全への取り組みと

社会貢献」に関する情報を掲載してい

ます。

顧客／株主とのコミュニケーション

「環境報告書2002」アンケート結果の主な項目をご報告します。

ホームページ http://csr.mec.co.jp/eco.html

わかりやすい�
74％�

どちらとも�
いえない�

わかりにくい�

13％�

13％�

充実している�
66％�

どちらとも�
いえない�
27％�

その他�
不充分 0%

7％�

かなり評価できる�
50％�

あまり評価できない 0％�
全く評価できない     0％�

まあ評価できる�
50％�

●頂いたご意見
アンケートの結果、多くのご意見を頂

きました。主なものをご紹介します。

◯環境報告書に「顔」を持たせたらいか

がか。何か特徴が欲しい。（→4～

11ページに丸の内再構築事業にお

ける取り組みを掲載しました）

◯各グループ会社の活動を記載して欲

しい。（→12～13・22～38ペー

ジにグループ会社も含めた取り組み

を記載しました）

①三菱地所ビル管理運営部署の

活動について

・ビル全体の使用資源の抑制

・営繕工事における環境負荷軽減

②三菱地所設計の活動について

・設計監理業務における活動

・日常業務（オフィス）における

活動

③三菱地所ホームの活動について

・産業廃棄物の抑制

・施工時の吹付材使用状況の改善

報告書のわかりやすさ

環境問題への取り組み どの活動内容に関心があり
ますか（上位２項目）

三菱地所グループ「環境報告書2002」

報告書の内容

URL
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行動憲章研修
環境保全、社会貢献、コンプライアン
スについての講演とグループ討議を通
して、知識の習得及び主体的な考察を
行うことにより、日常業務における
「三菱地所グ
ループ行動憲
章」の実践を
進めていくこ
とを目的に、
「行動憲章に
基づく環境保全・社会貢献研修」「コ
ンプライアンス研修」を実施しました。
2002年度は前年度までの未受講者を
対象に、春期・秋期に実施し、約400
名が受講しました。

環境キャンペーン
環境問題に関する意識啓発のため、社
内で毎年「環境キャンペーン」を開催し
ています。2002年度は6月5日の
「環境の日」をはさんだ6月4日～7
日に、「ヒートアイランド現象の防止」
をテーマに、屋上緑化・壁面緑化、保
水性舗装、丸の内再構築事業における

環境保全の取り
組み事例などの
展 示 を 行 い 、
140名の来場が
ありました。

環境報告書の社内説明会
三菱地所では、全社員に対し環境報告
書を配布し環境意識と環境行動の啓発
に努めています。2002年11月19
日、21日には社員の理解をより深め
るため、環境報告書とは何か、環境報
告書の意義、各社の動向、当社グルー
プの環境報告書の特徴などについて社
内説明会を開催しました。

人権の尊重
三菱地所では2002年に「三菱地所グ
ループ行動憲章」を制定し、その第2
条と第7条では人権の尊重を掲げ、社
会への貢献と人権が尊重された職場環
境づくりをめざしています。
現在、企業を取り巻く環境として、「個

人情報保護法」や企業の社会的責任
（CSR）の規格化の動き、社会的責任投
資（SRI）に基づく企業評価の多様化な
ど、人権の尊重なしには持続的な発展
は難しい流れとなっています。
三菱地所グループでは、研修や啓発活
動を積極的に実施し、人権を尊重する
心を養い、あらゆる人種や民族、大人、
子ども、高齢者及び障害者が共存し、
男女が共同して参画できる社会づくり
に貢献することをめざしています。

セクシュアル・ハラスメント
三菱地所では、改正男女雇用機会均等
法に基づきセクシュアル・ハラスメン
ト苦情・相談窓口を設けています。
「三菱地所グループ行動憲章」でも、
セクシュアル・ハラスメントを許さな
いことを明記し、人権が尊重された職
場環境づくりをめざしています。
セクシュアル・ハラスメントの訴えが
あった場合には、個人のプライバシー
の尊重を第一に、相談窓口及び人権啓
発委員会事務局が、客観的かつ公正な
立場から調査の上、措置を講じます。

メンタルヘルス
三菱地所では、年１回定期健康診断を
実施するとともに、社員とその家族の
心の健康を維持増進するために、相談
室（ＭＤルーム；メンタルディベロップ
メントルーム）を設置し、カウンセリ
ングを行っています。またストレスチ
ェックリストを配布し、その実施を案
内しています。

能力開発について
三菱地所では、1999年より「社員の
プロ化」を基本理念とする人事制度改
革を行い、社員の主体性、自律性を尊
重するとともに、挑戦的かつ創造的な
組織風土作りをめざしています。能力
開発メニューにおいても、従来の各階
層別、業務別研修に加え、社員個々の
課題に応じて取り組める選択型研修
や、社員のワークキャリア及びライフ
キャリアを年代の節目で考えることを
目的とするキャリアリフレッシュ研修
を実施し、社員のプロ化を支援してい
ます。また、環境保全・社会貢献研修、
人権研修、コンプライアンス研修につ

三菱地所では、社員の環境意識の把握と環境活動の促進を目的として、第
１回環境意識調査を2003年3月14日～3月31日にインターネットによ
り実施しました。本支店総合事務職群782名の対象者のうち299名より回
答がありました。（回収率38.2％）調査結果の一部を紹介します。
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●企業は環境問題に積極的に取り組む
べきと思いますか。

●あなたが家庭で実行していることを以下
の中からあげて下さい。

●環境保全に関するボランティア（植林、
里山づくり、その他）に参加してみたい
と思いますか。

●当社における環境への取り組みは
充分と思いますか。

従業員とのコミュニケーション

環境意識調査
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今後とも継続的に社員の意識調査を
実施するとともに、その結果を踏ま
えた取り組みを進めていきます。
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オフィス家具リユースネット
ワーク

三菱地所では環境保全と社会貢献の観
点から、テナント等の事務所移転やレ
イアウト変更等により発生する不要な
オフィス家具の有効利用をはかり、民
間非営利団体や社会福祉施設等に提供
する取り組みである「オフィス家具リ
ユースネットワーク」を1998年度よ
り行っています。2002年度は9団
体に対し、252点のオフィス家具を
提供しました。

グリーン購入（事務用品）の推進
三菱地所では再生紙の積極的な使用、
環境配慮型商品の導入を進めていま
す。使用する紙製品ごとに古紙配合
率・白色度のガイドラインを策定し
（1998年）、これに沿って紙製品を購
入しています。また、1997年から解
体作業を行った旧丸ビルの基礎である
松杭をリサイクルして封筒や環境報告
書を作成しています。紙製品以外につ
いても、再生材使用商品、環境対応商
品、廃棄時に分別可能な商品の購入を
進めています。

低公害車の導入推進
三菱地所では業務のために自動車を利
用する部署において、事業活動による
環境負荷を低減する取り組みの一環と
して2003年3月より低公害車（電
気、天然ガス、メタノール、ハイブリ

ッド、低排出ガス自動車）の導入に努
めています。2003年3月31日現在、
30台（所有12台、リース18台）のうち
5台（約17%）が低公害車であり、デ
ィーゼル車についても東京都環境確保
条例等に抵触する車種は使用していま
せん。今後とも低公害車の導入促進に
努めていきます。

発注行動指針
三菱地所では行動憲章に定める基本使
命及び行動原則を踏まえ、発注に携わ
る役員、社員が遵守すべき基本的考え
をまとめた「発注行動指針」を策定し
ています。建築工事の発注から文房具
の購入まで企業としての消費行為全般
を対象としていますが、この指針にお
いて「発注に際しては資源保護・環境
保全に留意すること」と明文化してい
ます。

いても、能力開発全体の礎となる教育
として積極的に取り組んでいます。

各種ボランティアサークルの
支援

音訳ボランティアサークル
三菱地所では、目の不自由な方々に多
くの情報を楽しんでもらうため、本や
雑誌などの活字情報を音に訳す、音訳
ボランティアサークルをつくり活動し
ています。各ボランティアは専門家に
よる指導を受け、昼休みや自宅で練習
し、音訳テープの制作を行っています。

◯「野鳥と自然のお便り」年4回発行
（46ページ参照）
◯テープ雑誌「オリンピアン」
財団法人日本オリンピック委員会
（JOC）が発行している広報誌「オリ
ンピアン」の音訳テープを制作し、
全国の盲学校（高等部）や点字図書館
等へ無料配布しています。

退職者サークル
「三菱地所ゆうゆう倶楽部」
三菱地所では、社会の課題に対し、社員
と退職者がともに取り組むことを支援

しています。その一環として、有志によ
る退職者サークル「三菱地所ゆうゆう
倶楽部」が設立（2001年12月）されま
した。会員は社会貢献自主プログラム
の案内を受け、「福祉コンサート」や「環
境美化プロジェクト」｢障害者就労支援
プロジェクト｣等へ参加しています。

ボランティア支援制度
「社会人倶楽部」
ボランティア 支援制度
三菱地所では、社員のボランティア支
援制度を充実させています。1995年
にボランティア支援組織「社会人倶楽
部」を設置し、国連の提唱した「ボラン
ティア国際年」の2001年には、ボラン
ティア休暇制度の新設等「社会人倶楽
部」におけるボランティア支援制度の
内容を大幅に拡充しました。

「社会人倶楽部」の支援制度概要
◯ボランティア休暇
◯ソーシャル・ラーニング
（就業時間内の活動）

◯ボランティア保険付保
◯活動費補助
◯マッチングギフト
◯社員提案型支援プログラム

ボランティア情報誌の発行
三菱地所が行っている社会貢献活動を
報告し、社会貢献理念の理解やボラン
ティア啓発につながることを目的とし
て、次のボランティア情報誌を発行し
ています。
「三菱地所のフィランスロピー」
社会貢献理念である「共生」を解説し、
社会貢献活動を環境保全・地域社会の
活動・芸術文化支援・社会福祉の4分
野に分け、それぞれの1年間の活動内
容を紹介してい
ます。

「応援団」
企業・地域・社員の共生をめざす社内
向け活動報告紙。年4回発行で、3ヶ
月分の社会貢献と環境保全の活動内容
について自主
プログラムを
中心に報告し
ています。

取引先とのコミュニケーション
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地域社会とのコミュニケーション

企業市民の立場から芸術文化支援や社会福祉・地域交流の社
会貢献活動として1996年より毎年、お年寄りや障害者など、
音楽会へ足を運ぶ機会の少ない方々を招待する福祉コンサー
トを開催しています。出演は音楽教育を通じて健全な青少
年・児童の育成を実践するジュニア合唱団「新西六郷少年少女
合唱団」とソプラノ歌
手などのゲストミュー
ジシャンです。2002
年度は東京・横浜にて
計 4 回のコンサート
を開催しました。

表現したい思いを紙の上に爆発させた
その作品群には、才能のきらめきがあ
ふれています。“子どもたちの才能を
支援したい”“その可能性を広げるお
手伝いをしたい”という想いから、社会
福祉法人東京コロニー・アートビリテ
ィの協力を得て、2002年度に本コン
クールを実施しました。応募作品はす
べてインターネットで公開するという
全員参加型のコンクールです。日本最

大の児童画データベースサイト「こど
ものエコム」上で、世界中どこからで
も作品を閲覧することができ、優秀作
品40点については、東京ほか全国7
ケ所の主要都市で展示会を開催しまし
た。
（http://www.kodomonoe.com/）
本報告書の表紙は、優秀作品の一部を
使ってデザインしています。

蕎麦でご長寿！！
いきいき配食そば

1999年より、特別養護老人ホーム入
所者の慰安と地域交流を目的として実
施しており、 2002年度は千代田区
立一番町特別養護老人ホームと特別養
護老人ホーム「若竹苑」（横浜市神奈川
区）で開催しました。蕎麦職人の指導
のもと、入所者や施設で働く方々が蕎
麦打ちを行い、打ちたてのそばを食し
ました。

一緒に創ろう！
楽しい陶芸教室

2000年より地域の方々と創作活動を
通し交流をはかる「一緒に創ろう！楽
しい陶芸教室」を行っています。参加
者を講師と社員ボランティアがサポー
トしながら、2時間あまりで作品を作
ります。2002年度は東京都千代田区
にて計3回開催しました。

NHK交響楽団・日本フィル
ハーモニー交響楽団への支援

三菱地所はスペシャルサプライヤーと
して、1991年より「NHK交響楽団」を
支援しています。同楽団は１シーズン
50回以上の定期公演をはじめ、全国
各地で演奏活動を行い、国内外から高
い評価を得ています。また「市民ととも
に歩むオーケストラ」として、多彩な演
奏活動を展開している日本フィルハー
モニー交響楽団の支援もしています。

C NHK交響楽団

三菱地所のShall We

新西六郷少年少女合唱団コンサートへのご招待

障害児のための児童画コンクール

キラキラっとアートコンクール
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優秀作品原画展（名古屋会場）
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障害者自立支援プロジェクト
「ナチュラルサポート海老名」のオー
プン・運営に協力
三菱地所の退職者サークル「三菱地所
ゆうゆう倶楽部」は、NPO法人日本就
労支援センターが開設した福祉作業所
（2002年9月末に神奈川県海老名市
でオープン）の運営に協力しています。
同センターは今後全国の福祉作業所の
商品の検品、物流、販路開拓、クレー

ム処理等の幅広い業務を行い、働く障
害者の自立の一助を担っていく予定で
す。

文京盲学校の校外臨床実習に協力
盲学校では多くの視覚障害者が将来の
自立をめざしてマッサージを学んでい
ます。三菱地所では、関係会社である
（株）リーヴ・スポーツ及びNPO法人
日本就労支援センターの協力により、

文京盲学校の卒業予定者2名の
校外臨床実習を受け入れました。
実習は2002年12月に有楽町
電気ビル地下１階にあるリーヴ･
クイックマッサージ有楽町店で１
週間行われ、開店準備から、受付、
レジ操作等も体験しました。

おたる潮まつり
「おたる潮まつり」は、小樽市の郷土ま
つりとして1966年より開催してお
り、36回を数えています。2002年
は7月26日から28日までの3日間
小樽港第3ふ頭周辺及び市内中心部で
開催されました。おたる望洋パークタ
ウンの開発事業に係る地域貢献を目的
として、7月27日には約6,000人が
参加する「潮ねりこみ」に当社グルー
プも参加しました。

三菱地所が管理するビル内に使
用済プリペイドカードと切手の
回収箱を設け、社員だけでなく、
ビルの利用者にも協力を呼びか
けて活動の輪を広げています。

社内バザー＆ブックフェア
社員が気軽に参加できるボランティア活動
として、年に１度社内チャリティーバザ
ー＆ブックフェアを開催しています。2002
年度は旧丸ビルを支えた松杭を材料にした
写真立てやペン立ても販売しました。バザ
ーでの売上金は、障害者の就労を支援する
NPOや作業所などに寄付をしています。

カレンダー・手帳の寄贈
年末に他社から受領したカレン
ダーの未使用分を、1994年度
より国内の福祉施設やNGOを
通じて海外へ寄贈しています。
アフリカでは子どもたちがカレ
ンダーを使って数字を学んだり、
カレンダーの裏面をノート代わ
りに使っています。

書き損じハガキの回収
ダルニー奨学金制度は、タイの貧しい子どもの中学校進学を支援する
国際教育里親支援制度です。書き損じハガキ250枚でタイの中学生１
人の１年間の奨学金となります。国際協力NPOである日本民際交流
センターへ寄付し、奨学金としてタイの子どもたちの教育に役立てら
れています。2002年度は752枚の寄付が集まり、中学生1人（3年分）
の奨学金となりました。

一人ひとりの力は小さくても集まれば大きな力に！

マザーランド・アカデミー提供

バザー風景
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使用済プリペイドカード・
切手の寄付
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自然について楽しく学ぶ
「自然を楽しむ倶楽部」

「丸の内さえずり館」を拠点にした会員
ネットワーク「自然を楽しむ倶楽部」
では、都会の野鳥や草花、昆虫といっ
たさまざまなテーマを設け、講演会や
観察会などのイベントを年間約10回
開催しています。会員には、野鳥情報
や自然観察会のスケジュールなどを載
せたニュースレターを季節ごとに年4
回、無料で送付しています。

「さえずり探検隊が行く!」
夏休み親子環境学習

親子で自然に親しんでもらうため、
「夏休み親子環境学習」を1997年か

ら毎年実施しており、2002年度は千
葉県習志野市の谷津干潟自然観察セン
ターで自然観察を行いました。約50
人の親子や「自然を楽しむ倶楽部」の

会員が参加し、野鳥をはじめとしたさ
まざまな生き物を観察しました。

「丸の内さえずり館」の運営

丸の内さえずり館は、1999年10月より
三菱地所とＮＰＯ日本野鳥の会とが協働して
開設し、運営しています。同館のスペースは
三菱地所が無償で提供しているもので、
2002年9月には来館者数累計が1万人を
超えました。
写真、絵画、模型等多様な作品を月替りで展
示し、都心の立地を活かして幅広い人々が訪
れることのできる憩いの場として、環境保全
意識の向上、丸の内地区の魅力づくりに資す
ることを目的とし
ています。
2003年7月には
“丸の内の森”をイ
メージしてリニュ
ーアルオープンし
ました。

●高齢者福祉施設や児童館へ「出張! 野鳥のお話隊」 ●野鳥立体図鑑

丸の内さえずり館に足
を運ぶことができない
方のため、丸の内さえ
ずり館のボランティア
が出向き、スライド等
を使って野鳥に関する
話やさえずりを紹介
し、野鳥に親しむ機会
を提供しています。

目の不自由な方に丸の内
さえずり館で楽しんでも
らうため、触わって聴く
「野鳥立体図鑑」を設置し
ました。ボランティアが
制作したバードカービン
グ（木彫りの鳥）に触れな
がら、同時に鳥の解説や
鳴き声を聴くことができ
ます。

ＮＰＯ・ＮＧＯとのコミュニケーション
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丸の内さえずり館
東京都千代田区丸の内三丁目4番1号　
新国際ビル１階
Tel 03-5220-3389

月～金 11：00～17：00
土 13：00～18：00

（日・祝祭日は休館）
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不動産協会環境委員長に
就任

三菱地所の環境担当役員は、社団法人
不動産協会の環境委員会委員長に就任
し、不動産業界における環境への取り
組みを積極的に進めています。

「改正省エネルギー法」への
意見提出

三菱地所は、社団法人不動産協会の環
境小委員会委員長として、また三菱地
所設計は社団法人日本ビルヂング協会
連合会の要請を受け、「エネルギー使
用の合理化に関する法律の一部を改正
する法律」施行に伴う政省令（2003
年4月１日施行）検討のため、経済産
業省総合資源エネルギー調査会省エネ
ルギー基準部会の工場判断基準小委員
会に参画しました。

「環境経営格付け」に
参加

三菱地所は、環境経営学会の
付属組織である環境経営格付
機構が実施する「環境経営格
付け」に参加しました。同格
付は、環境に積極的に取り組
んでいる86社を対象に「環
境経営信頼性」、「環境保全」、
「社会・文化・倫理」の３つの
分野について「情報開示と説
明責任」、「地球温暖化対策」、
「企業倫理」などの20項目に
わたる調査票を提出し、トッ
プインタビューも含めて企業
を「環境」で格付けするもの
です。各項目について組織、
戦略、成果の状況を４段階で
評価した木のイラストで結果
を表示しますが、三菱地所は
総合で94点（100点満点）
の評価を受けました。

目の不自由な方のため
「野鳥と自然のお便り」の発行
三菱地所では、日本野鳥の会と協力し
て、目の不自由な方のために「野鳥と
自然のお便り」を制作しています。こ
れは、野鳥の豆知識や自然情報を社員
ボランティアがナレーションを担当し
てカセットテープにまとめたもので、
希望のあった全国の視覚障害者や盲学
校、盲老人ホームに季節ごとに送って
います（年間約6,000本発行）。テー
プ作成には、100人をこえる社員ボ
ランティアが携わっています。

目の不自由な方とともに
「自然観察会」

「野鳥と自然のお便り」の送付先の方々
を招待し、皇居東御苑周辺の小鳥のさ
えずりや草花を楽しんでもらう「自然
観察会」を行っています。参加者は親

子や夫婦で、名古屋などから新幹線で
参加する方もいます。

NPO パネル展
三菱地所では三菱地所ビルマネジメン
ト（株）との共催で、1999 年より
NPO団体に活動等を紹介する場とし
て、横浜ランドマークタワー（69階）
スカイガーデンを提供し、パネル展を
開催しています。2002年度は（社）日
本ユネスコ協会連盟の「世界遺産写真
展」並びに障害者のスポーツ普及をめ

ざすNPOバラエティクラブ・ジャパ
ンの「障害児スポーツ写真展」を開催
しました。

NPO法人 大丸有
だいまるゆう

エリアマネ
ジメント協会

大丸有エリアマネジメント協会は、大
手町・丸の内・有楽町地区（大丸有）
の都心エリアで、街をより一層活性化
させ、人々の多様な参加・交流の機会
を創るＮＰＯ法人で、この地区に関係
する企業・団体やワーカー、学識者、
弁護士等が集まり2002年9月に設
立されました（愛称 Ligare※）。同協
会は視察・見学会・街のガイドの実
施、広報活動、モニター・マーケティ
ング調査、環境向上・イベント支援等
の活動を行っています。三菱地所では
同協会の活動を支援し、協力して地域
の活性化に取り組んでいます。
※リガーレ＝ラテン語で“結ぶ”の意

行政機関・業界団体とのコミュニケーション

中学生の視察ガイドユネスコ世界遺産展
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環境経営格付けツリー図
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三菱地所の企業としての取り組みが各界から評価を受けました。

●「ディスクロージャー優良企業」建設・住宅・不動産部門で１位（2002年10月4日）
日本証券アナリスト協会による「ディスクロージャー優良企業選定」において、建設・住宅・不動産部門18社のなか、
トップに選定され、「ディスクロージャー優良企業」として表彰を受けました。本制度は延べ413人のアナリストが9業
種116社を対象に、企業の自発的、積極的な開示活動などを評価して毎年優良企業を選定するものです。不動産会社は
2002年から評価対象に追加されたもので、経営トップが定期的なミーティングに積極的に出席し質疑応答にも十分に対
応していることや、IR部門が十分に機能を発揮し、IRに対して前向きに取り組む姿勢が評価されました。

●「経営倫理努力賞」受賞（2002年11月13日）
経営倫理実践研究センター（BERC；ビジネス・エシックス・リサーチ・センター）が主催する「経営倫理努力賞」におい
て「優秀努力賞」を受賞しました。同センターは「日本経営倫理学会」の協力の下、企業の経営倫理を実践研究する産学
の拠点づくりと啓蒙普及活動を目途とする専門機関として、1997年に設立された組織です。当社の「グループ会社を含め
て体制の整備・推進をはかり、積極的に取り組んでいる」ことが評価されました。

●第１回「誠実な企業」賞　大賞受賞（2003年１月24日）
KPMGフィナンシャル（株）・産経新聞社が主催する第１回「誠実な企業」賞の大賞を受賞しました。受賞理由は次の通り
です。
◯トップ・マネジメントのコンプライアンスの体制整備へのコミットメントが強固
◯倫理担当役員に不正行為の調査権限を付与するなど、不祥事等に対する調査・是正プロセスを重視
◯2002年度証券アナリスト協会からも「ディスクロージャー優良企業」に選出されるなどIRへの取り組みも積極的

●丸の内さえずり館「ナイスアシスト賞」を受賞（2003年6月21日）
三菱地所が財団法人日本野鳥の会と協働で運営する「丸の内さえずり館」（45ページ参照）は、勤労者のボランティア活
動への関心を高めることを目的に勤労者マルチライフ支援事業推進協議会が主催する2002年度「ナイスアシスト賞（団
体・NPOの部、東京地区）」を受賞しました。これは都会のオアシスとして多くのサラリーマンが利用し、その運営には
企業OB30名が携わっており、東京らしさがあることが評価されたものです。

●朝日新聞文化財団「企業の社会貢献」賞を受賞（2003年7月8日）
財団法人朝日新聞文化財団が主催する第13回「企業の社会貢献」賞に
おいて、「社会との共生」賞を受賞しました。これは、自社で独自に
NPOやボランティア団体と協働でさまざまな活動を展開したり、きめ
細かな社会支援活動を実施していることに加え、本業でも東京丸の内
の再開発において、従来のビジネスセンターに、ショッピングやより
豊かな生活にも寄与する機能を付加するなど、都市部にある企業の地
域・社会との共生のあり方を示したことが評価されたものです。

外部からの表彰

ダウ・ジョーンズ社のサステ
ナビリティ・インデックスに
3年連続して選定

近年、環境や社会貢献への取り組みを
積極的に進める企業に優先的に投資す
る SRI（Social Responsibil ity
Investment：社会的責任投資）が脚
光を浴びており、持続的発展が期待で
きる企業かどうかの格付けがなされて
います。米国ダウ・ジョーンズ社は世
界26カ国2,500社の優良企業から
持続的成長が見込まれる企業を選定し
てインデックスとして公表しています
が、三菱地所は2000年から3年連

続してこのインデックスに選定されま
した（2002年9月現在、日本企業
37社を選定）。

１％クラブ
三菱地所は 1995 年より、経団連
（当時）が設立した１％（ワンパーセン
ト）クラブに加入しています。同クラ
ブは、経常利益の１％以上を社会貢献
活動のために拠出することに努め、豊
かなゆとりあるやさしい社会の創造を
目的としています。2001年度の社会
貢献活動に係る支出額は約489百万
円で、経常利益の1.54％にあたりま

す。純粋な経済活動にとどまらず、利
益と社会的責任のバランスの上にたっ
て、社会の課題に取り組んでいます。

▲
▲

朝日新聞文化財団「企業の社会貢献」賞の受賞式
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2002年度の業績はビル事業がロックフェラーグループ社の
開発物件売却等により増収、住宅開発事業が首都圏を中心
とした大型マンションの分譲が好調に推移し増収となった
ほか、ホテル事業を除く全事業において増収となり、全体
としては、営業収益は681,726百万円（前年度比7.9%増）、
営業利益は96,023百万円（同比24.8%増）、経常利益は
66,978百万円（同比38.9%増）となりました。
当期純利益は、前年度においてはバランスシートの透明性

と健全性を高めるため、土地再評価と固定資産評価減を組
み合わせて実施し、土地・建物の含み損を一掃した結果、
71,057百万円の損失となりましたが、2002年度は36,039
百万円の利益となりました。
不動産業界では、都心部のオフィスビル市場において、い
わゆる「2003年問題」と呼ばれる大型ビルの大量供給の影
響が、オフィスビルの空室率の上昇、賃料相場の軟化とい
う形で顕在化し、住宅分譲市場においては、マンション販

報告書対象会社の概要

三菱地所株式会社

株式会社 三菱地所設計

商号 三菱地所株式会社
本店 〒100-8133 東京都千代田区大手町一丁目６番１号　
設立 1937年5月7日　
資本金 86,534,186,632円
営業種目 オフィスビル・商業施設等の開発、賃貸、管理／マ

ンション・建売住宅等の建設、販売／住宅用地・工業
用地等の造成、販売／余暇施設等の運営／不動産の売
買、仲介、コンサルティング

営業収益 連結681,726百万円、単独397,102百万円
従業員 952名
連結対象会社 連結子会社210社、持分法適用子会社及び関連会社

33社
http：//www.mec.co.jp

商号　　　　株式会社 三菱地所設計
本店　　　　〒100-0005 東京都千代田区丸の内三丁目２番３号
設立　　　　2001年3月1日（営業開始 同年6月1日）
資本金　　　2,000,000,000円（三菱地所株式会社100％出資）
営業種目　　建築の設計・監理／都市・地域開発に関するコンサル

ティング・設計・監理／環境・土木に関するコンサル
ティング・設計・監理／建築のリニューアル関連／
CM（コンストラクションマネジメント）等　　

営業収益　　14,066百万円
従業員　　　415名

http：//www.mj-sekkei.com

三菱地所コミュニティーサービス株式会社
商号　　　　三菱地所コミュニティーサービス株式会社（2003年4月

1日付で株式会社ダイヤコミュニティーより商号変更）
本店　　　　〒100-0005 東京都千代田区丸の内一丁目５番１号
設立　　　　1989年3月23日
資本金　　　50,000,000円（三菱地所株式会社60％・三菱地所

住宅販売株式会社40％出資）
営業種目　　不動産の管理・賃貸・売買並びにそれらの受託・仲

介／建築・土木・造園工事並びに住宅リフォーム・
室内装飾の設計・監理・施工・請負／損害保険代理
業・生命保険代理業／物品販売及びレンタル／各種情
報提供サービス　　

営業収益　　4,151百万円
従業員　　　181名

http：//www.mjcs.jp

商号　　　　三菱地所ホーム株式会社
本店　　　　〒107-8524 東京都港区赤坂八丁目11番38号
設立　　　　1984年7月2日
資本金　　　2,200,000,000円（三菱地所株式会社100％出資）
営業種目　　戸建て注文住宅の設計・監理・施工請負／集合注文住

宅の設計・監理・施工請負／リフォームの設計・監
理・施工請負／建売事業に関する設計・監理・施工請
負並びにコンサルティング／土地有効活用のコンサ
ルティング／不動産の仲介・媒介・販売・購入／住宅
に関する技術の開発／住宅に関するアフターサービス
業務／土木工事・造園工事・内装仕上工事の設計・監
理・施工請負／インテリア関連商品の販売／損害保
険代理業・生命保険代理業

営業収益　　30,720百万円
従業員　　　391名

http：//www.mitsubishi-home.com

三菱地所ホーム株式会社

財務諸表の概要（連結）

1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 億円�

億円�

1999年3月期�

2000年3月期�

2001年3月期�

2002年3月期�

2003年3月期�

0 200 400 600 800

5,652

5,743

6,309

6,315

6,817

1999年3月期�

2000年3月期�

2001年3月期�

2002年3月期�

2003年3月期�

688

682

806

769

960

0 100 200 300 400 500 600

1999年3月期�

2000年3月期�

2001年3月期�

2002年3月期�

2003年3月期�

億円�

1999年3月期�

2000年3月期�

2001年3月期�

2003年3月期�

2002年3月期�

億円�

318

315

435

482

669

△710

0 50 100 150 200 250 300 350

223

184

198

360

業績の推移（連結）

［営業収益の推移］

［営業利益の推移］

［経常利益の推移］

［当期純利益の推移］

10,000

15,000

20,000

14,257
15,062 14,992 14,585

2002年度�2001年度�2000年度�1999年度�

（人）�

三菱地所グループの財務データ（2002年度の業績）

従業員数の推移（連結）

売は都心部の好立地の物件を中心に比較的堅調に推移しま
したが、全体的には近年の大量供給の反動で完成在庫が増
加するなど懸念材料もでてきています。
こうした事業環境のもと、当社グループは「丸ビル」をはじ
めとする丸の内再構築に注力するとともに、経営環境の変
動、市場の変化に応じて経営の効率化、収益力の強化をは
かっています。

セグメント別営業収益 報告書対象4社の
グループ全体収益に占める割合
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三菱地所グループは総合デベロッパーとして、その業務は
ビル事業、住宅開発事業、設計監理事業、資産開発運用事
業、注文住宅事業など不動産に関わるビジネスチャンスに
幅広く取り組んでいます。その事業領域は日本最大のビジ

ネスセンター「丸の内」で進めている再構築事業をはじめ多
岐にわたっています。各事業の内容と今後の展開を紹介し
ます。

設計監理事業

設計監理事業では、超高層ビル
から小規模な改修工事まで、さ
まざまな用途・規模の建築・土
木の設計監理業務を行っていま
す。またリニューアル関連、都
市・地域開発関連、コンストラ
クションマネジメント等の調査・
コンサルティング業務や、（株）メ
ック・デザイン・インターナショ
ナルにおいてインテリアの設計監理業務を行っています。
（株）三菱地所設計では、「環境・文化・未来のグランドデザイ

ナー」をカンパニースローガン
に、地球環境保全を設計監理
業務の重要なテーマとして位
置づけ、東京本店の他、札幌・
東北・名古屋・大阪・九州の５支
店及び横浜事務所の約400名の
社員にて、「環境との共生」と
いう新しい時代の街づくりに
取り組んでいます。

設計監理事業部門担当役員
（株）三菱地所設計社長
島田 勝久

住宅開発事業

住宅開発事業は常に住む人の立
場に立ち、優れた住環境の提供
を目的として、マンションや建
売住宅、宅地の開発・分譲のほ
か、マンションの管理業務、不
動産の有効活用に関するコンサ
ルティングなどを行っています。
住宅開発事業本部では、地球環
境問題が重要な経営課題のひと
つであるとの認識のもと、今後環境経営をめざすべく首都
圏（本社）分譲マンション事業においてISO14001の認証を

取得しました。建物の商品企
画における環境配慮、工事施
工段階における環境負荷軽減
の推進を発注者の立場から請
負者に促す等、ISO14001の
環境マネジメントシステムに
則った上で、継続的に環境負
荷の軽減をめざしながら魅力
あふれるまちづくりを心がけ、
真に価値ある社会の実現をめ
ざし行動しています。

住宅開発事業本部長
森本 淳之

ビル事業

ビル事業では、国内主要都市で
のビルの賃貸・管理を中心に、
大型ショッピングセンターの運
営、地域冷暖房事業などを全国
で展開しており、快適な空間と
さまざまな管理運営サービスの
提供を行っています。現在丸の
内再構築を最重要課題とし、ビ
ルの建替及び大規模リニューア
ルによる機能更新を進めています。当事業部門では「環境と
の共生」をはかることが将来を見つめた街づくりの重要なテ

ーマと捉え、省資源・省エ
ネルギー、廃棄物の削減、
防災対策など環境に配慮し
た事業活動を行っています。
こうした街づくりをより一
層充実したものとするため、
ISO14001の認証範囲を現在
のビル管理運営部署からビ
ル開発関係部署を含めたビ
ル事業本部全体へと拡大す
る予定です。

ビル事業本部長
渡邊 泰彦

注文住宅事業

注文住宅事業では、豊かな人生の
ベースとなる高品質な住宅供給を
めざし、三菱地所ホーム（株）を中
心に個人注文住宅及び法人建売住
宅の建築請負を行っています。主
力商品である2×4工法の戸建て
住宅においては、「三菱ホーム」
のブランドで、お客様との密接な
コミュニケーションを柱に、長く
ご満足いただける住宅の建設に努
めています。2003年７月には、シックハウスに係る改正建築基
準法が施行されましたが、それに先立ち４月より三菱ホームの
注文住宅全商品にエアロテックを標準装備し、省エネでかつオ
ールシーズン健康で快適な住まいの実現に取り組んでいます。

また、マンション、
戸建てのリフォー
ム事業については、
パック商品の受注
を拡大し、注文住
宅に次ぐ柱として
育成をはかってい
ます。

注文住宅事業部門担当役員
三菱地所ホーム（株）社長
鯉沼 宏治

ホテル事業

ホテル事業は、ホテル統括会社
である（株）ロイヤルパークホテ
ルズアンドリゾーツのもと経営と
運営を一元化し、｢経営の効率化｣
｢ノウハウの蓄積｣｢運営レベルの
向上｣をはかっています。「ロイ
ヤルパークホテルズ」は2003年7
月1日に｢ロイヤルパーク汐留タ
ワー｣ が開業したことにより、国
内で9ホテル2,535室のホテルチ
ェーンとなりました。ロイヤル
パークホテルズではロイヤルパークホテルがISO14001の認証

取得をめざしている他、ロイ
ヤルパーク汐留タワーでは備
品の省パッケージ化、シャン
プー等詰替式ボトルの採用、
客室における分別ゴミ箱の設
置、自然換気ができるエコレ
ーターの採用等、環境問題に
積極的に取り組んでいます。

ホテル事業部門担当役員
（株）ロイヤルパークホテルズ
アンドリゾーツ社長

中村 裕

資産開発運用事業

資産開発事業本部では、機関投
資家の資金や個人金融資産等を
背景とする投資家市場での収益
用不動産に対する需要に応え、
優良な収益用不動産を開発・運
営することを基本的戦略として
います。この基本戦略のもと、
開発・稼動・売却という｢開発｣
機能としてのデベロップメント
ビジネスを主軸に、運用・運営管理という｢運用｣機能とし
てのマネジメントビジネスもあわせた２段階での事業展開
を推進していきます。また収益用不動産の開発にあたって
は、施設の運営管理を考慮したライフサイクルレベルで、

環境への負荷軽
減をはかってい
きます。

資産開発事業本部長
宮本 照武

海外事業

海外事業では、ロックフェラーグ
ループ社（RGI）を中核に、ニュ
ーヨーク、ロサンゼルスなど米国
にオフィスビルを所有・運営する
ほか、全米各地及びロンドンで不
動産開発事業を行っています。ま
た、RGI傘下のクッシュマン＆ウ
ェイクフィールド社では、不動産
仲介を中心とした総合不動産サー
ビスをワールドワイドに提供して
います。2003年５月には、英国・ロンドンの金融街シティのセ
ントポール寺院に隣接する敷地に、オフィス・店舗の複合施設
４棟（延床面積約79,700m2）からなる「パタノスタースクエア再
開発プロジェクト」が竣工しました。同開発においては、英国
の建物の環境保全性を計る指標であるBREEAM（Building
Reseach Establishment Environmental Assessment

Method）のアセ
スメントを受け
ており、「Very
Good」の認定が
受けられる環境
性評価の高い建
物を建築してい
ます。

海外事業部門担当役員
原　隆之

余暇事業

余暇事業では主として、フィッ
トネスクラブやゴルフ場の経営
など、余暇時間の拡大や高齢社
会に対応する事業を展開してい
ます。フィットネスクラブを運
営する（株）リーヴ・スポーツは、
「フィットネスクラブ リーヴ」を
首都圏に７店舗、フットサルク
ラブ１店舗、マッサージ店２店
舗を展開しています。
ゴルフ場事業については、施設の充実をはかりながらコス
トダウンによる経営効率化を進めており、発生する刈芝等
の廃棄物処理について、環境配慮の観点から取り組んでい

きます。その他、
会員制のテニス
クラブなどの都
市型余暇事業も
展開していま
す。

余暇事業部門担当役員
森本 淳之

三菱地所グループの事業概要と今後の展開
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資源有効利用促進法成立�

�

�

�

�

�

�

環境基本法成立�
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容器包装リサイクル法成立�
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環境アセスメント法成立�

家電リサイクル法成立�

�

PRTR法成立�

ダイオキシン対策法成立�

�

�

�

循環型社会形成推進基本法成立�

建設リサイクル法成立�

食品リサイクル法成立�

グリーン購入法成立�

ＰＣＢ無害化特別措置法成立�

フロン回収破壊法成立�

京都議定書を批准�

土壌汚染対策法成立�

自動車リサイクル法成立�

５月　三菱地所（株）設立�

�

６月　有楽町地区の三菱地所所有ビル９棟を導管連絡し地域暖房を�

　　　実施�

�

�

�

�

�

７月　丸の内熱供給（株）設立�

10月　小樽市東南（毛無山麓）地域開発計画が北海道における住宅団地�

　　　開発として初の環境アセスメント事例となる�

７月　三菱地所ホーム（株）設立�

�

１月　三菱地所ホーム（株）がパッシブソーラーシステムで建設大臣より�

　　　優良省エネルギー技術の認定を受ける�

５月　名古屋市において環境アセスメントを完了させた民間初の建物�

　　　となる名古屋広小路ビル竣工�

�

３月　（株）ダイヤコミュニティー（現 三菱地所コミュニティーサービス�

　　　 （株））設立�

８月　三菱地所（株）が通産省・東京都オフィス古紙リサイクル推進プロ�

　　　ジェクトに参加�

３月　三菱地所（株）が日比谷国際ビルにおいてオフィス町内会プロジェ�

　　　クトに参加�

４月　三菱地所（株）が首都圏賃貸ビルで瓶・缶の分別・リサイクル開始�

５月　三菱地所（株）が首都圏賃貸ビルで発泡スチロールのリサイクル�

　　　開始�

 8月　三菱地所（株）が首都圏賃貸ビルで廃棄物分別回収「ペーパーコム�

　　　運動」開始�

２月　三菱地所（株）がハートフルビル設備対策工事の推進に着手�

７月　三菱地所（株）が首都圏賃貸ビルでテナントと共に廃棄物処理に�

　　　関する連絡会「リサイクル推進協議会」立ち上げ�

９月　三菱地所（株）が首都圏賃貸ビルで蛍光灯のリサイクル開始�

６月　三菱地所（株）社会環境室（現  社会環境推進室）発足�

�

�

�

12月　「三菱地所行動憲章」制定�

３月　三菱地所（株）が環境経営組織「地球環境委員会」設置�

５月　三菱地所（株）が「環境憲章」制定�

６月　三菱地所（株）ビル管理運営部署　ISO14001認証取得�

９月　三菱地所ホーム（株）ISO14001認証取得�

10月　丸の内さえずり館オープン�

11月　三菱地所ホーム（株）（財）住宅・建築省エネルギー機構より、�

　　　環境共生住宅の認定を受ける�

６月    三菱地所（株）の「地球環境委員会」委員長に社長が就任�

12月　三菱地所「環境報告書2000」を発行�

�

�

６月　（株）三菱地所設計が営業開始�

９月　三菱地所グループ「環境報告書2001」を発行�

１月　（株）三菱地所設計 ISO14001認証取得�

４月　三菱地所（株）がグリーン電力証書システム運用開始�

９月　丸ビルオープン、生ゴミリサイクル運用開始�

９月　三菱地所グループ「環境報告書2002」を発行�

11月　三菱地所（株）住宅開発事業本部 ISO14001認証取得�

２月　（株）ダイヤコミュニティー（現 三菱地所コミュニティーサービス�

　　　  （株）） ISO14001認証取得�

�

ローマクラブ「成長の限界」発表�

国連人間環境会議「人間環境宣言」採択�

UNEP（国連環境計画）設立�

第１次石油危機�

第２次石油危機�

ウィーン条約（オゾン層保護）採択�

モントリオール議定書採択�

ＩＰＣＣ（気候変動に関する政府間パネル）国連で採択�

バーゼル条約採択��

�

ＩＰＣＣ第１次報告書公表�

�

�

�

�

「地球サミット」開催（リオデジャネイロ）�

�
気候変動枠組み条約第１回締約国会議ＣＯＰ１（ベルリン）�

ISO14001発効�

ＣＯＰ２（ジュネーブ）�

ＣＯＰ３（京都）「京都議定書」採択�

年代� 世界の動き� 日本の動き� 三菱地所グループの動き�

�

�

これまでの環境活動の歩み

［＊1］オフィス町内会
1991年8月に発足した古紙の共同回収に取り組む環境ＮＧＯ。

［＊1］
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環境報告書に対する第三者意見書

環境報告書の比較可能性や信頼性を高めるため、2004年度を目処に第三者機関による審査手法の検討が環境省において
進められていますが、現時点では確立された手法はありません。三菱地所グループでは、報告書に記載した情報の信頼
性を確保することが重要と認識し、外部の第三者による審査を受け、「第三者意見書」を受領しています。今後ともより
信頼性の高い環境情報の発信に努めていきます。

第三者意見書表明に関する実施手続の補足説明

第三者審査にあたって

三菱地所（株）
ビル事業本部ビル管理運営部署
住宅開発事業本部
社会環境推進室（事務局）
三菱地所コミュニティーサービス（株）

三菱地所ホーム（株）

審査訪問先

（株）三菱地所設計

審査計画策定
1.報告書掲載事項の
確認
①情報の範囲
②情報の収集過程
③情報の収集方法
2.審査事項・審査方
法の決定

審査実施
事務局及び担当者に
対する審査の実施

審査事項
審査結果指摘事項
（修正・提案）の報告

最終版報告書
チェック
ステップ 3での指摘
事項のフォローアップ

第三者意見書提出
第三者意見書の提出

ステップ1 ステップ2 ステップ3 ステップ4 ステップ5

記述内容につき社会環境推進室担当者へ
ヒアリング

ビルにおける取り組みについてビル管理運営
部署担当者から説明を受ける

※今回は235のチェック項目により実施
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三菱地所グループ
百年先の物語を。子どもたちに夢を語れる企業でありたい
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⑥ ⑦

①

③

②

④ ⑤

表紙の絵

①『かぶとむし』藤原真悟（10歳）
②『青い猫』上杉春香（14歳）
③『虫とり』村山琴海（7歳）
④『めんどり』木村由美子（15歳）
⑤『秋の森でシカに逢ったよ！』竹内 一（14歳）
⑥『ぞう ’02』東裕晶（15歳）
⑦『なつの木』巽祐希（13歳）

（敬称略）

表紙の絵は、三菱地所が主催した
障害児のための児童画コンクール
第１回「キラキラっとアートコンクール」の
優秀賞受賞作品です。
（本報告書の43ページを参照ください）

本誌は古紙配合率100％の再生紙と生分解性に優れた大豆インクを使用して印刷しています。




