
社会資本・街づくり整備等の社会的使命とクライアントの思いや、

資産価値向上といった、時代とともに変化する多様なニーズに対し、

周辺環境と建物の関係性から湧き出る新たな魅力を最大限に引き出し、

“健やかで、健康的な建築づくり”を心がけ、チャレンジしていきます。

建築設計第四部
黒岩光浩
PROFILE

1984
東京理科大学卒業
大成建設　入社
現在 設計本部建築設計第四部長 
一級建築士 

2003
●シティタワー池袋
  (初期の中間免震マンション)
2007
●パークアクシス青山一丁目タワー
  (民間都市再生事業第一号認定)
  ［受賞］2007年度 グッドデザイン賞 
2009
●BEACON　Tower　Residence
2010
●麻布ガーデンズ
  ［受賞］2010年度 グッドデザイン賞 
2011
●プラウド新宿御苑エンパイア
  ［掲載］近代建築2011年1月号
2012
●パークテラスイーリス
  ［掲載］近代建築2012年4月号
●横浜白楽レジデンス
  (長期優良住宅先導事業採択)
2014
●パークタワー豊洲
  ［掲載］近代建築2014年4月号

住宅

Mitsuhiro Kuroiwa

パークテラス　イーリス （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）
眺望と採光を最大限に確保するため、バルコニー奥行をゆったりととると共に、柱型や梁型そし
て樋などの存在感をなくした計画としています。そして、外部空間を取り込み屋外に向かって広
がるリビング空間と一体となったリビングテラスとし、面積以上の開放感を創出しています。

ｎLDKにこだわらない
テーマ性のある＋αの住空間演出と、
開放的でデザイン性の高い建築

アロービーム（扁平梁）
開放的でデザイン性の高い計画を可能
にする、バルコニーに梁型の出ない扁平
な梁です。

通常のフレーム

柱・梁の出る室内イメージ

アロービーム

視野角が広がります

柱・梁のない室内イメージ

発注者：渡部 哲
住戸数：２５戸
延床面積：2,070㎡
規模：地上6階
構造種別：RC造、アロービーム



住宅と専修学校との用途境に中間免震を導入し、付加価値と経済性を追求
学苑の新しいシンボルとしてデザイン性の高い複合建物
美容界をリードする山野学苑の新しいシンボルだけでなく、総合設計
制度をもちい容積緩和を行い、中間免震等の付加価値と経済性の
高いシステムを随所に盛り込んでいます。

M・YAMANO TOWER（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所、企画：株式会社類設計室）

Projects

発注者：学校法人　山野学苑
住戸数：１４４戸、講堂、実習室、教室
延床面積：33,860㎡
規模：地上27階、地下3階
構造種別：RC造、一部SRC造、鉄骨梁C.S.Beam、中間免震

バルコニーや植栽テラスによる凹凸でボリュームを分割し、緑化ユ
ニットなどの豊かな植栽、オールLow-Eガラスの採用、３箇所に配さ
れた共用設備シャフトによる維持管理性能の向上などにより、LEED
の新築における国内１号に認証されました。

緑化などの環境面及び維持管理性能向上に配慮し、LEED（米国版環境
対応評価システム）の新築における国内1号プロジェクト

麻布ガーデンズ （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所、監修：株式会社坂倉建築研究所、株式会社森村設計）

（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：ペンブロークサクラダ リアルエステート リミテッド
住戸数：１７戸
延床面積：5,272㎡
規模：地上5階、地下2階
構造種別：RC造、一部SRC造

大成建設独自保有技術であるデュアルフレックスシステムを導入した
次世代SI（スケルトン＆インフィル）集合住宅

（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所、株式会社UG都市建築）パークアクシス青山一丁目タワー

（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）横浜白楽レジデンス

BEACON Tower Residence

民間都市再生事業第一号の認定を受けた都市再生プロジェクトの
ひとつです。総合設計制度の活用により、敷地の高度利用を図り、周
辺に潤いのある緑のオープンスペースを設け、青山一丁目に新しい
「街」を創造することを目指しました。

発注者：南青山アパートメント株式会社（特定目的会社）
住戸数：民間賃貸住宅379戸、都営住宅150戸、
　  図書館、大学院、保育園、グループホーム、店舗等
延床面積：71,980㎡
規模：地上46階、地下2階
構造種別：RC造、一部S造、免震・制振

企画から設計、施工、販売、管理まですべてを大成建設グループで行
う大成ブランドマンションの第一号案件です。「すべては、『ひとつ上の
安心』という価値のために。」、眺望を最大限確保するためにTWFS
（厚肉壁床）構造を採用し、開放的な居住空間を実現しています。

大成建設の最新の様々なオリジナル技術を導入し、
長期優良住宅先導事業に採択された集合住宅

発注者：大成建設株式会社＋大成有楽不動産株式会社
住戸数：６４戸
延床面積：6,649㎡
規模：地上6階
構造種別：RC造、一部S造、耐震等級2

「東雲キャナルコート」が育んできた“デザイナーズタウン”のイメージを継承
し、上昇志向が感じられるシャープでスレンダーな印象を描き出していま
す。また、積層ゴムアイソレータ＋弾性すべり支承の２つの免震装置を組合
わせた免震高層「ハイブリッドTASS免震構法」を基壇部に採用しています。

大成建設オリジナルの「ハイブリッドTASS免震構法」+「オール電化」を
導入した湾岸エリア超高層集合住宅

発注者：有楽土地株式会社、名鉄不動産株式会社、
株式会社長谷工コーポレーション

住戸数：４４０戸
延床面積：53,209㎡
規模：地上41階、地下１階
構造種別：RC造、一部S造、地下免震

お問い合わせ先 営業推進本部 企画推進部 プロモーション室  TEL：03-5381-5127（ダイヤルイン）

スケルトン・インフィルのオリジナル技術

中間免震部分
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