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超高層建物の閉鎖型解体工法
「テコレップシステム」

超高強度繊維補強コンクリート（UFC）

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」

既存超高層建物の制震化「T-RESPO構法」

護岸基礎構造物の耐震補強技術

超高強度CFT柱

材 料・構工法・防災分野
技 術 受賞名【受賞タイトル】

主な受賞一覧　2012 年 4月～ 2013 年 9月の実績

第 41回 日本産業技術大賞1 審査委員会特別賞　【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】

平成 23年度 日本騒音制御工学会 環境デザイン賞　【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】

平成 24年度 日本建設機械施工協会 会長賞　【超高層ビル解体工法 「テコレップシステム」の開発】

第 14回 国土技術開発賞2 最優秀賞　【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】 

平成 24年度 日本建設機械施工協会 優秀論文賞　【100m以上の超高層建物における閉鎖型解体工法「テコレップシステム」の開発および実施適用】

2013 年 日本建築学会賞 （技術）　【超高層建物の閉鎖型解体工法の開発】

第 33回 エンジニアリング功労者賞3 （グループ表彰） エンジニアリング振興　【超高層建物閉鎖型解体工法（テコレップシステム）開発チーム】

第５回 「ものづくり日本大賞」4 内閣総理大臣賞　【テコレップシステム（100m 以上の超高層建物における閉鎖型解体工法 ）】

平成 25年度 リデュース･リユース･リサイクル推進協議会 会長賞　
【グランドプリンスホテル赤坂に適用した環境配慮型超高層ビル解体新工法「テコレップシステム」新たな環境配慮性能の実現と荷下ろし発電の実施】

2013 年度 日本鋼構造協会 業績賞　【超高層建物の閉鎖型解体工法の開発と適用】

2012 年 日本コンクリート工学会賞 （技術賞）　【三岐鉄道「萱生川橋梁」の設計と施工 世界初のUFC鉄道橋】

第 4回 エンジニアリング奨励特別賞3　【生産装置用機器免震システム開発チーム】

第 14回 国土技術開発賞2 優秀賞　【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】

2012 年度 日本鋼構造協会 業績賞　【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】

平成 24年度 地盤工学会四国支部賞 （技術開発賞）
【流出防止用グラウト注入を併用したモルタル充填による基礎捨石マウンドの耐震補強技術（四国電力と共同受賞）】

2013 年度 日本コンクリート工学会賞 （技術賞）
【Fc150N/mm2 コンクリート・780N/mm2 鋼材のCFT柱を用いた超高層建物の設計および施工（大手町タワー）】

第 10回 環境・設備デザイン賞5 第Ⅲ部門：環境デザイン部門 入賞　【ヨックモッククレア日光工場】

第 10回 環境・設備デザイン賞5 第Ⅱ部門：建築・設備統合デザイン部門 入賞　【ペトロの家 聖堂の自然採光機構】 

2011 年度 日本太陽エネルギー学会 優秀技術賞　【熱回収型太陽電池ルーバー】

平成 23年度 土木学会賞 環境賞（Ⅱグループ）　【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】

第 32回 エンジニアリング功労者賞3 （グループ表彰） 環境貢献　【注水バイオスパージング工法開発グループ】

ＥＬＲ2012 東京6　環境評価・計画系部門 優秀賞　【施設計画のための生物多様性簡易評価ツールの開発】

第 11回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール7 環境大臣賞（壁面・特殊緑化部門）　【虎ノ門ファーストガーデン】

第9回 エコプロダクツ大賞推進協議会賞8 （節電優秀賞）　【太陽光発電および蓄電池を備えた建物における直流配電網構築システム「スマートDCオフィス」】

平成 25年度 日本建設機械施工協会 奨励賞　【ドライアイスブラスト工法を用いた除染装置「ＤＢ除染ロボ」の開発】

平成 24年度 日本騒音制御工学会 守田栄論文賞　【鉄骨造建物の重量床衝撃音遮断性能に関する検討　スラブの振動特性と F E Mによる予測】

第24回 電気設備学会 技術部門 開発賞 （2012 年度）　【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」】

第 21回（平成 25年度） 日本音響学会 技術開発賞　【セラミック系耐火被覆材を用いた遮音構造】

平成 24年度 土木学会賞 環境賞（Ⅰグループ）　【生物学的脱窒による水生生物飼育施設の環境調和型水処理システムの実用化】

第 33回 エンジニアリング功労者賞3 （グループ表彰） 環境貢献　【環境配慮型内陸立地水族館推進チーム】

第 5回 エンジニアリング奨励特別賞3　【北海道ソフトセルロース利活用プロジェクトチーム】

平成 24年度 日事連建築賞9 小規模建築部門 優秀賞　【富士山環境交流プラザ】

第 25回 日経ニューオフィス賞10 東北経済産業局長賞　【東京エレクトロン宮城株式会社　本社工場】

第 25回 日経ニューオフィス賞10 経済産業大臣賞　【SnowPeak Headquarters】

日本建築学会北陸支部 2012 年度 北陸建築文化賞　【SnowPeak Headquarters】

技 術 受賞名【受賞タイトル】

建物名 受賞名【受賞タイトル】

環境デザイン

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

注水バイオスパージング工法

生物多様性簡易評価ツール

屋上・壁面緑化

スマートDCオフィス

ドライアイスブラスト除染技術

床衝撃音予測システム「TSounds-Floor」

照明・空調自動環境制御システム「T-Zone Saver」

セラミック系耐火被覆遮音技術

水族館の環境調和型水処理システム

ソフトセルロース利活用

富士山環境交流プラザ〔当社設計〕

東京エレクトロン宮城株式会社本社工場〔当社設計〕

SnowPeak Headquarters〔当社設計〕

環境／省エネ分野

建築 設計／施工分野
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主　催 受賞名【受賞タイトル】

表彰主催者

建物名 受賞名【受賞タイトル】

平成 25年度 日事連建築賞9 一般建築部門 優秀賞　【SnowPeak Headquarters】

第 11回 屋上・壁面・特殊緑化技術コンクール7 国土交通大臣賞（屋上緑化部門）　【御殿山プロジェクト】

第 11回 環境・設備デザイン賞5 第Ⅲ部門：環境デザイン部門 優秀賞　【御殿山プロジェクト】

第 32回 緑の都市賞7 都市緑化機構会長賞（緑の地域づくり部門）　【御殿山プロジェクト】

第 53回 BCS賞11　【高崎市総合保健センター・高崎市立中央図書館】

第 22回 BELCA賞12 ベストリフォーム部門　【HUNDRED CIRCUS East Tower】

2012 年度 空気調和・衛生工学会 特別リニューアル賞　【大成建設技術センターリニューアル】

2012 年度 空気調和・衛生工学会 振興賞技術振興賞　【立正大学熊谷キャンパス再整備】

第 10回 環境・設備デザイン賞5　【第Ⅲ部門：環境デザイン部門 最優秀賞　【立正大学熊谷キャンパス】

平成 25年度 ヒートポンプ・蓄熱システム運転管理等の改善事例 優秀賞13

【大成札幌ビル　運転条件改善による省エネ効果の向上と電力負荷平準化】

第 54回 BCS賞11　【木材会館】

第 54回 BCS賞11　【式年遷宮記念せんぐう館】

第 54回 BCS賞11　【大多喜町役場】

平成 23年度 土木学会賞 技術賞（Ⅰグループ）　【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】

第 32回 エンジニアリング功労者賞3　（グループ表彰） エンジニアリング振興　【海底地下トンネル接合技術開発チーム】

平成 23年度 土木学会賞 技術賞（Ⅰグループ）
【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】

平成 23年度 土木学会賞 田中賞（作品部門）　【第三吾妻川橋りょう】

平成 23年度 土木学会賞 田中賞（作品部門）　【東京ゲートブリッジ】

2012 年度 グッドデザイン賞14　【京急本線・空港線（京急蒲田駅付近）連続立体交差事業】

地盤工学会四国支部賞 （技術開発賞）　【流出防止用グラウト注入を併用したモルタル充填による基礎捨石マウンドの耐震補強技術】

第 33回 エンジニアリング功労者賞3  （グループ表彰）エンジニアリング振興　【中央環状品川線シールドトンネル工事チーム】

平成 24年度 岩の力学連合会賞 （技術賞）　【ICT を積極的に適用した大規模地下空洞の情報化施工 京極地下発電所の情報化施工】

2012 年 日本建築学会賞 （論文）
【「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」　長島 一郎 （技術センター 建築技術研究所）】

平成 23年度 土木学会賞 技術功労賞　【日髙 昇 （東北支店）】

平成 24年度 土木学会賞 田中賞（研究業績部門）　【小川 篤生 （土木本部）】

平成 24年度 土木学会賞 国際活動奨励賞　【法花 眞治 （国際支店）】

平成 24年度 土木学会賞 技術功労賞　【八巻 正和 （横浜支店）】

平成 24年度 土木学会賞 論文賞　【下水処理施設の維持管理会計システム 堀 倫裕 （大成建設），貝戸 清之 ( 大阪大学 )，小林 潔司 ( 京都大学 )】

電力土木技術協会 高橋賞
【論文 「地下空洞掘削における情報化施工への穿孔検層の適用性」　電力土木 No.359，山上 順民 （技術センター 土木技術研究所）】

2013 年度日本コンクリート工学会賞 （功労賞）　【並木 哲 （技術センター 建築技術研究所）】

2013 年度 日本コンクリート工学会賞 （功労賞）　【新藤 竹文 （技術センター 土木技術研究所）】

環境バイオテクノロジー学会 技術賞　【高畑 陽 （技術センター 土木技術研究所）】

地盤工学会国際会議 若手優秀論文賞
【Hybrid Application of Deep MixingColumns Combined with Walls as aSoft Ground Improvement Method UnderEmbankments 松井 秀岳 （技術センター 土木技術研究所）】

プロジェクト名 受賞名【受賞タイトル】

1：(株 ) 日刊工業新聞社　2：( 一財 ) 国土技術研究センター・(一財 ) 沿岸技術研究センター　3：( 一財 ) エンジニアリング協会（旧名称：(財 ) エンジニアリング振興協会）　4：経済産業省・国土交通省・厚生労働省・文部科学省
5：( 一社 ) 建築設備綜合協会　6：応用生態工学会（E&CE），日本景観生態学会（L），日本緑化工学会（R）　7：( 公財 ) 都市緑化機構　8：エコプロダクツ大賞推進協議会　9：( 一社 ) 日本建築士事務所協会連合会　10：( 一社 ) ニューオフィス推進協会
11：( 一社 ) 日本建設業連合会　12：( 公社 ) ロングライフビル推進協会（旧名称：(社 ) 建築・設備維持保全推進協会）　13：( 一財）ヒートポンプ・蓄熱センター　14：( 公財）日本デザイン振興会（旧名称：(財 ) 日本産業デザイン振興会）

SnowPeak Headquarters〔当社設計〕

御殿山プロジェクト〔共同設計〕

高崎市総合保健センター・高崎市立中央図書館〔共同設計〕

HUNDRED CIRCUS East Tower〔共同設計〕

大成建設技術センター〔当社設計〕

立正大学熊谷キャンパス

大成札幌ビル〔当社設計〕

木材会館

式年遷宮記念せんぐう館

大多喜町役場

ボスポラス海峡横断鉄道トンネル

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

京急本線・空港線連続立体交差化

護岸基礎構造物の耐震補強

中央環状品川線シールドトンネル

京極地下発電所

（一社）日本建築学会

（公社）土木学会

（公社）土木学会

（公社）土木学会

（公社）土木学会

（公社）土木学会

（一社）電力土木技術協会

（公社）日本コンクリート工学会

（公社）日本コンクリート工学会

NPO法人 環境バイオテクノロジー学会

（公社）地盤工学会

個人表彰／その他　

土木 設計／施工分野


