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PROFILE

1982
早稲田大学理工学部建築学科卒業
大成建設　入社
2000
ハーバード大学デザイン大学院修士課程卒業
現在 設計本部国際設計部長
一級建築士、管理建築士
アメリカ合衆国カリフォルニア州登録建築家
APECアーキテクト
日本建築学会会員
アメリカ建築家協会会員

1988
●サッポロビール千葉工場マリンハウス
  (見学者施設)
  ［受賞］商環境デザイン賞　
1996
●東京エレクトロンアメリカ事務所
2008
●ジブチ共和国ケンピンスキーホテル＆
  コンベンション
2013
●ボスポラス海峡横断鉄道プロジェクト

国際対応

Yasutaka Maeda

ボスポラス海峡横断鉄道プロジェクト 設計：〈建築〉大成建設株式会社一級建築士事務所、CPG、
 Su-Yapi、YD　〈設備〉CPG、SuｰYapi

アジアとヨーロッパを鉄道トンネルで結ぶ

海底と地上を結ぶ公共交通網の構築
海峡を横断する1.4ｋｍの沈埋トンネル、9.5ｋｍのシールドトンネル、3つの地下駅と１つの地
上駅を建設する総延長13.6ｋｍ。「トルコ１５０年の夢」と言われるプロジェクトです。フェリー
で30分かけて渡っていた海峡の移動を約4分に短縮しました。深さで潮流が異なる海峡での世
界最深の沈埋トンネル工事、４つの地下駅とトンネルは地盤に適した工法を採用、断面形状の
異なるトンネルの接続など土木技術の粋を結集。ローマ時代の遺跡の出土による度重なる工事
の遅延も乗り越え、2013年10月29日、10年の工期を経て開通式を迎えました。
今後は、この海峡を挟んでイスタンブール市を東西に横断する路線を主幹に、さらなる地下鉄路
線、LRTとの乗換接続ネットワークを構築。完成後は公共交通の鉄道利用率が世界3位となる
といわれ、交通渋滞の緩和への貢献が期待されます。

「成功の反対は失敗でなく、何も挑戦しないこと」

未知な部分がたくさんある海外プロジェクトを成功に結び付かせるものは、

ひとつひとつの地道な作業・検討の積み重ねと、

前向きな挑戦姿勢にあります。営業・設計・積算・調達・工事・管理等

関連する各部門の総力を結集して、お客様のご要望にお応えするのを常に心がけております。

発注者：トルコ共和国運輸省　鉄道・港湾・空港建設総局
延床面積：56,000㎡
規模：地上1階、地下4階
構造種別：RC造、一部S造



Projects

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）

特異な場所性と歴史を読み解いたデザイン
地球上で最も暑い土地の一つ、アフリカ東部のジブチ共和国に、1000人規模
のコンベンション、260室の客室、スパ、レストラン、エネルギーセンター等を備
えた、同国初の五つ星ホテルの計画です。デザインは同国の建築文化に見ら
れる、西洋、アフリカ、イスラムのテイストを混在させた独自のスタイル。資材調
達の困難や短工期を克服し竣工予定に間に合わせ、「ジブチの奇跡」と称さ
れました。ジブチの発展に寄与する国際交流の新たな拠点として地元に愛さ
れ、有効に活用されています。

ジブチ発展を象徴する同国初の五つ星ホテル

ジブチパレスケンピンスキーホテル（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：NAKHEEL
延床面積：1期：24,495㎡ 2期：17,491.47㎡
規模：1期：地上3階　塔屋1階　2期：地上7階
構造種別：RC造

ハイテク企業の集まるアメリカ合衆国テキサス州オースティン市の郊外の敷地に、本社事務所棟及び
部品庫・研修センター棟の２棟を建設しました。敷地はオースティン市の郊外のなだらかな丘陵の中に
あり、オースティン市のダウンタウンが一望できます。そこで将来計画を含めたマスタープラン計画を、ダ
ウンタウンへの眺望を生かす事を基本としました。敷地内で一番高い丘を取り囲む形で建物を配置し、
今回計画の事務所棟はオースティン市のダウンタウンに面するように配置しました。この丘の頂上と
オースティン市ダウンタウンを結んだ軸線に直行する形で事務所棟と部品庫・研修センター棟の間をリ
ンクと呼ばれる連絡通路で結び、将来建屋へつながる形となっています。

東京エレクトロンアメリカの本社事務所ビルの建設計画

東京エレクトロンオースティン本社（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

発注者：東京エレクトロンアメリカ
延床面積：10,395.2㎡
規模：1期：地下1階、地上2階
構造種別：RC造
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