
　

既存超高層建築の長周期・長時間地震動対策の
技術開発とその実施

既存超高層建築の長周期・長時間地震動対策の
技術開発とその実施

T-RESPO構法

新宿センタービル

既存超高層建築の長周期・長時間地震動対策の
技術開発とその実施

後施工プレート定着型せん断補強鉄筋（Post-Head-bar）の開発

後施工プレート定着型せん断補強鉄筋（Post-Head-bar）

電波源位置特定システム開発チーム

高耐荷UFC床版構造と量産化システムの開発による空港整備

高耐荷UFC床版構造と量産化システムの開発

三岐鉄道「萱生川橋梁」の設計と施工 世界初のUFC鉄道橋

雷保護技術トータルシステム開発チーム

三次元レーザースキャナを用いた
設計・施工支援システム開発チーム

長島一郎（技術センター建築技術研究所）
「建築構造物のアクティブ・セミアクティブ振動制御に関する研究」

超高層建物閉鎖型解体工法「テコレップシステム」の開発と実用化

超高層建物の閉鎖型解体工法「テコレップシステム」の開発

超高層ビル解体工法　「テコレップシステム」の開発

テコレップシステム 副題：超高層建物における閉鎖型解体工法

生産装置用機器免震システム開発チーム

二重ビット 副題：シールド工法における自動的なビット交換工法

　　

　

自然にやさしいキトサン凝集剤による濁水処理技術と
脱水ケーキの有効利用技術の開発

高タンパク質含有食品廃棄物等を対象とした
高効率無加水メタン発酵システムの開発

古畳を利用したのり面保護工の開発と生物多様性の高い森づくり

天井調光

ノリタケの森

ヨックモッククレア日光工場

北杜市アニマルパスウェイ・プロジェクト

次世代人検知センサを利用した照明・空調の
超省エネ自動環境制御システム「T-Zone Saver」

次世代人検知センサを利用した照明・空調の
節電・省エネ自動環境制御システム「T-Zone Saver」

超高層対応型太陽光採光システム T-Soleil 100 の開発

メタンハイドレート開発における環境指標としての
微生物遺伝子の活用

石炭ガス製造工場跡地における
シアン化合物汚染土壌・地下水の浄化技術の開発

揚水循環併用バイオスパージング工法による
ベンゼン汚染帯水層の浄化特性

注水バイオスパージング工法開発グループ

ペトロの家　聖堂の自然採光機構 

熱回収型太陽電池ルーバー

亜熱帯の離島におけるサンゴ・海草群落の救済・保全プロジェクト

仙台ファーストタワー アトリウム・屋上広場の緑化

御殿山プロジェクト

虎ノ門ファーストガーデン

2010年 日本建築学会賞 ( 技術 )

第 11回 日本免震構造協会賞 技術賞

第 12回 国土技術開発賞1 入賞

第 20回 BELCA賞2 ロングライフ部門

平成２４年度 日本鋼構造協会業績表彰 業績賞　　　（2012 年 6月公表）

平成 21年度土木学会賞 技術開発賞

2010 年 " 超 " モノづくり部品大賞3（生活関連部品賞）（環境関連部品賞）

第 2回エンジニアリング奨励特別賞4

平成 22年度 プレストレストコンクリート技術協会賞 技術開発部門

2011 年 日本コンクリート工学会賞（技術賞）

2012 年 日本コンクリート工学会賞（技術賞）

第 3回エンジニアリング奨励特別賞

第 3回エンジニアリング奨励特別賞

2012 年日本建築学会賞 (論文 )

第 41回日本産業技術大賞5 審査委員会特別賞

平成 23年度 ㈳ 日本騒音制御工学会賞環境デザイン賞

平成 24年度日本建設機械施工協会 会長賞

第 14回国土技術開発賞 最優秀賞

第 4回エンジニアリング奨励特別賞

第 14回国土技術開発賞 優秀賞

　

　

平成 21年度土木学会賞 環境賞 Ⅰグループ
　　

平成 21年度土木学会賞 環境賞 Ⅰグループ

平成 21年度土木学会賞 環境賞 Ⅱグループ

第 8回環境・設備デザイン賞6 Ⅰ設備器具・システムデザイン部門 優秀賞

第 8回環境・設備デザイン賞 Ⅲ環境デザイン部門 最優秀賞

第 10回環境・設備デザイン賞 Ⅲ環境デザイン部門 入賞

第 1回いきものにぎわい企業活動コンテスト7 環境大臣賞

平成 22年度 地球温暖化防止活動環境大臣表彰8（技術開発・製品化部門）

第 8回エコプロダクツ大賞9 エコプロダクツ大賞推進協議会特別賞
（節電優秀賞）

第 22回 電気設備学会賞 技術部門 開発奨励賞

平成 22年度土木学会賞 環境賞 Ⅱグループ

平成 22年度土木学会賞 環境賞 Ⅰグループ

平成 22年度土木学会賞 論文賞

第 32回エンジニアリング功労者賞4（グループ表彰）環境貢献

第 10回環境・設備デザイン賞 Ⅱ建築・設備統合デザイン部門 入賞

2011 年度 日本太陽エネルギー学会 優秀技術賞

平成 23年度土木学会賞　環境賞 Ⅱグループ

第 10回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール10

壁面・特殊緑化部門：審査委員会特別賞

第 11回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール
屋上緑化部門：国土交通大臣賞　　　（2012 年 9月公表）

第 11回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール 
壁面・特殊緑化部門：環境大臣賞　　　（2012 年 9月公表）

　

既存超高層建物の制震化「T-RESPO構法」

後施工プレート定着型せん断補強鉄筋
「Post-Head-bar」

電波源位置特定システム

超高強度繊維補強コンクリート（UFC）

雷保護トータルシステム

三次元レーザスキャナ計測・図面化システム

アクティブ・セミアクティブ免制震技術

超高層建物の閉鎖型解体工法
「テコレップシステム」

生産施設向け機器免震装置 「TASSユニット」

シールドマシンのビット延命技術「二重ビット」

　

キトサン凝集剤による濁水処理と
脱水ケーキの有効利用 「キトリート」

高効率無加水メタン発酵システム

斜面緑化

クッション型調光天井システム

環境デザイン

樹上性動物のための移動経路の開発と
モニタリング技術

照明・空調自動環境制御システム
「T-Zone Saver」

超高層太陽光採光システム「T-Soleil 100」

微生物指標による環境モニタリング

注水バイオスパージング工法

トップライト採光システム「T-Ref」

熱回収型太陽電池ルーバー

水域環境保全

屋上・壁面緑化

環境・省エネ関連
技 術 受賞名 受賞タイトル

材 料・構工法・防災関連
技 術 受賞名 受賞タイトル

当社の主な社外表彰　2010 年 4月～ 2012 年 9月の受賞実績
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当社の主な社外表彰 - 02

代々木ゼミナール本部校 代ゼミタワー オベリスク

パークコート赤坂 ザ タワー

パークコート赤坂 ザ タワー 

前川製作所新本社ビル

株式会社前川製作所新本社ビル

前川製作所新本社ビル

前川製作所新本社ビル

富士山環境交流プラザ

富士山環境交流プラザ

富士山環境交流プラザ

富士山環境交流プラザ

霞が関三丁目南地区における都市広場「霞テラス」を
核とした官民一体の再再開発

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7号館

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7 号館
官庁棟保存部分（旧文部省庁舎）

みなとみらいセンタービル

みなとみらいセンタービル

みなとみらいセンタービル

高崎市総合保健センター・高崎市立中央図書館

ティファニー銀座ビル

早稲田大学 2号館

石川県政記念 しいのき迎賓館

世界最大水深・急潮流下の沈埋トンネル技術
ボスポラス海峡を横断する海底鉄道トンネルの建設

水深 60m対応の「基礎砕石マウンド造成システム」の開発

トルコ・ボスポラス海峡横断沈埋トンネルプロジェクトチーム

地震多発地域での大水深、急潮流下のボスポラス海峡沈埋トンネル

ボスポラス海峡横断鉄道トンネルにおける
ＴＢＭ(シールド工法 )と沈埋函の海底地中接合

海底地下トンネル接合技術開発チーム

線路切換計画技術と施工マネジメント技術
大ターミナル新宿駅の全 8回の線路切換工事を完遂させた技術

ジャケット式桟橋の長期防食システム

羽田空港D滑走路桟橋部コンクリート床版の大規模急速施工

東京国際空港新滑走路の建設
桟橋と埋立の複合構造を有する大規模海上空港の設計および施工

長期耐用に対応した大平面ジャケット桟橋式空港基盤施設の開発

羽田空港Ｄ滑走路 連絡誘導路橋

羽田空港国際線エプロン PFI 事業
2010 年国際線エプロン供用開始！羽田空港新時代がやってくる！

厳しい施工条件を克服した都市部鉄道の連続立体地下化工事
京王電鉄調布駅付近連続立体交差事業

第三吾妻川橋りょう

東京ゲートブリッジ

代々木ゼミナール本部校 代ゼミタワー オベリスク（当社設計）

パークコート赤坂 ザ タワー（共同設計）

前川製作所新本社ビル（当社設計）

富士山環境交流プラザ（当社設計）

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7号館

（共同設計）

みなとみらいセンタービル（当社設計）

高崎市総合保健センター・高崎市立中央図書館（共同設計）

ティファニー銀座ビル

早稲田大学 2号館

石川県政記念 しいのき迎賓館

ボスポラス海峡横断鉄道トンネル

JR東日本新宿駅 人工地盤

東京国際空港Ｄ滑走路

羽田空港国際線エプロン PFI 事業

京王線立体交差化

JR東日本吾妻線 第三吾妻川橋梁

東京ゲートブリッジ

1：㈶ 国土技術研究センター・㈶ 沿岸技術研究センター　2：㈳ ロングライフビル推進協会（旧名称：㈳ 建築・設備維持保全推進協会）　3：モノづくり日本会議／日刊工業新聞社　4：㈶ エンジニアリング協会（旧名称：㈶ エンジニアリング振興協会）
5：日刊工業新聞社　6：㈳ 建築設備綜合協会　7：いきものにぎわい企業活動コンテスト実行委員会主催／環境省・農林水産省後援　8：環境省　9：エコプロダクツ大賞推進協議会　10：㈶ 都市緑化機構　11：㈳ 東京都建築士事務所協会　
12：㈳ 日本建築士事務所協会連合会　13：㈶ 建築環境・省エネルギー機構　14：㈳ 日本建築美術工芸協会　15：㈶ 東海建築文化センター／中部建築賞協議会　16：㈶ 日本デザイン振興会（旧名称：㈶ 日本産業デザイン振興会）　
17：㈳ 日本建設業連合会 18：㈶ 日本建築防災協会　19：産学官連携推進会議   

表彰主催者

建 築　維持保全・改修関連

土 木　設計・施工関連

建 築　設 計・施工関連
建物名 受賞名 受賞タイトル

建物名 受賞名 受賞タイトル

PJ 名 受賞名 受賞タイトル

2010 年日本建築学会作品選奨

2010 年 日本コンクリート工学会賞（作品賞）

第 10回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール10

屋上緑化部門：都市緑化機構理事長賞

東京建築賞11 第 36 回建築作品コンクール
東京都知事賞，一般部門二類 最優秀賞

第 11回 日本免震構造協会賞 作品賞

平成 22年度 日事連建築賞12 一般建築部門 優秀賞

第 4回 サステナブル建築賞13

( 財 ) 建築環境･省エネルギー機構理事長賞 事務所建築部門

第 9回 芦原義信賞14 優秀賞

第 42回 中部建築賞15 一般部門 入賞

第９回環境・設備デザイン賞6 Ⅲ環境デザイン部門 BE 賞

2011 年 グッドデザイン賞16

2011 年日本建築学会賞（業績）

第 52回 BCS賞17 特別賞

平成 23年度耐震改修優秀建築等表彰18 耐震改修優秀建築賞

第 22回日本建築構造技術者協会賞（JSCA賞）作品賞

2011 年 日本コンクリート工学会賞（作品賞）

2011 年度 グッドデザイン賞

第 53回 BCS賞　　　（2012 年 7月公表）

第 20回 BELCA賞2 ベストリフォーム部門

第 21回 BELCA賞 ロングライフ部門

第 21回 BELCA賞 ベストリフォーム部門

平成 21年度土木学会賞 技術賞Ⅰグループ

平成 22年度（社）日本建設機械化協会 貢献賞

第 30回エンジニアリング功労者賞4

（グループ表彰）エンジニアリング振興

第 9回 産学官連携功労者表彰19 国土交通大臣賞

平成 23年度土木学会賞 技術賞Ⅰグループ

第 32回エンジニアリング功労者賞
（グループ表彰）エンジニアリング振興

平成 21年度土木学会賞 技術賞Ⅰグループ

第 12回国土技術開発賞1 優秀賞

平成 22年度 プレストレストコンクリート技術協会賞
施工技術部門

平成 22年度土木学会賞 技術賞Ⅱグループ

平成 22年度土木学会賞 技術開発賞

平成 22年度土木学会賞 田中賞（作品部門）

平成 22年度土木学会賞 技術賞 Ⅰグループ

平成 23年度土木学会賞 技術賞 Ⅰグループ

平成 23年度土木学会賞 田中賞（作品部門）

平成 23年度土木学会賞 田中賞（作品部門）
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