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新たな共創と次世代育成
コトクリエで描く未来社会デザイン
2021年10月についに完成した、みらい価値共創センター（コトクリエ）。
「共に創る。共に生きる。」という理念を体現するために
どのような未来社会を描き、新しい価値を創造するのか?
本施設が目的としている人財育成や地域交流のあり方、施設完成までの経緯と、
今後の計画を詳しくご紹介します。

新たな価値の創造と、人々が、心豊かに生きる社会
の実現に向けて、どのような施設を創りたいか‒。
地域への愛着や社会貢献への想いを抱き、共にみらいへ
歩む人財を育むためには、どのような要素が必要か‒。
はじまりから企画・構成、設計、施工、そして現在に至
るあらゆる段階において、グループを超えた多くの人々
の「想い」が施設づくりに寄せられ、膨大な議論と試行
を経て、コトクリエは完成しました。

コトクリエでは、訪れた人がハッピーでポジティブ
になれる、人にやさしい施設を目指す方向性のもと、
ワークショップで出されたコンセプトをふまえた空間
や学びの場を実装していくとともに、建物・ランドス
ケープの環境性能や、利用者の健康・快適性、生物多様
性などSDGsに関する取り組みを進めてきました。これ
らの取り組みが評価され、3つの国際認証※を「LEED®」
（環境関連）、「WELL®」（健康関連）、「SITES®」（ランド
スケープ関連）日本で初めて同時取得し、国内認証であ
る「BELS」（省エネルギー）や「JHEP」（生物多様性）と
合わせて合計5つの認証を取得しています。

※LEED、WELL、SITESおよび関連ロゴは、それぞれU.S. Green Building 
Council®、 Green Business Certification Inc.TM、WELL Building 
InstituteTMが商標を所有し、許可を得て使用しています。

1つながり合えるオープン空間

文化や地域性とのつながりをふまえ、平城京の遺構を
外構に反映し、当時の街区線がわかるようにしています。
建物内については、あらゆる空間が開放され、スロープ
や吹抜けによって接続するフロア構成により、異なる活
動が偶発的に重なり、刺激し合うよう設計しています。

3「人と環境にやさしい施設」であることに注力

コトクリエではさまざまな背景をもつ人々が集い、誰もが心地よ
く過ごせるために、D＆Iと環境に配慮した設計を行いました。
まず、性的少数者（LGBTQ）をはじめ多様な利用者に配慮したオー
ルジェンダートイレを設置し、出入口とは別に複数の出口を設ける

など、サインや動線を工夫しています。また、宗教や宗派を問わず
利用できる祈祷室を設置しており、それ以外にも瞑想などで心を落
ち着けるための空間としても使用できます。
さらに「水」の活用にも注力し、年間を通して一定の温度を保つ地

下水の特性を建物の空調熱源に利用する帯水層蓄熱システム「ATES」
を採用。電力消費を削減するとともに、空調時の排熱を大気に放出
しないため、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。
ランドスケープではグリーンインフラとよばれるレインガーデン

を採用しました。土壌の浸透率と保水力を高めることで雨水の流出
抑制を図り、地域の水害対策に貢献するとともに、植物の生育を促
しています。

2創発性を刺激する学びの場

映像演出などでアイデアの創出を生み出す「Inspiration Studio」、
アロマや自然環境音などでより深い集中ができる「Biophilic 
Studio」など、さまざまなスタイルで学べる研修室を設計。また
館内にはワークショップでの意見を取り入れた「どこでもボード」
や可動性の高い机・椅子を配置し、自由に議論を交わして新しい
価値を生み出す仕掛けが随所にちりばめられています。

コトクリエでは、誰もが自分らしくイキイキと主体
的に「生きる価値」、社会全体、地域、まち・人を元気に
する「経済的・社会的価値」、人と地球の持続的共存を可
能にする「地球環境的価値」の3つの価値を高めるため、
「７つのアクション」に取り組んでいきます。大和ハウ
スグループの新たな事業価値を生む社員教育を、地域
のこどもたちを中心とした共育活動やさまざまなス
テークホルダーとの共創活動など社会に目を向けた活
動と融合していくことで、みらい思考で最先端の “学び
とつながりの機会・環境提供”を進めています。

人財・組織開発部
みらい価値共創センター長

池端 正一

継承
創業者精神の
継承による地域連携
創業者のDNAを継承してい
くために、伝えることに拘っ
た施設は、風・太陽・水のゾー
ンで構成。また、新しい発見
と対話ができる施設を活用し
た、社員研修や研修プログラ
ムは地域連携を通じて、実践
の場としての取り組みを進め
ています。

共創
多様な価値観が
新しい価値を生む
共創プラットフォームとして、
多様なテーマを扱う、産学連
携や企業連携などの「オープ
ンイノベーション機能」に加
え、市民や地域活動主体と科
学技術や企業の共創、地域実
証のための「リビングラボ機
能」の形成に向けた支援活動
を進めています。

共育
未来に必要な人を
社会と共に育む
「あらゆる世代が共に学び、
考え、成長する場」、「みらい
の価値を共創する人財を社会
と共に育む場」を実現するた
めに、未来を担うこどもた
ち、地域の企業・自治体と連
携し、ビジョンを共に描く取
り組みを進めています。

［ コトクリエが担う3つの役割 ］

検討フェーズ 企画・設計フェーズ 施工フェーズ

コンセプトづくり ［2018年4～6月］

グループ内のさまざまな職種や役職の従業員の
べ約150人が参加し、次世代のリーダーを育成
していく施設として何が必要かを話し合いまし
た。多様な意見を集約するため、設計手法に
ワークショップを取り入れました。 議論にあ
たっては、随時立体的な模型を用意し、意見を
その模型に反映しながら議論を進めました。

設 計 ［2018年10月］

コンセプトづくりで出た、抽象的になりがちな「意見」や「想い」を徹底的に
分析し、要望の背景や、ことば一つひとつの定義など、意図を漏らさぬよう
注意深く議論を重ねました。その結果を図面や模型に
落とし込みつつ、調整を繰り返していきました。

■ 一気通貫でBIM※を活用
シームレスにつながる有機的な曲線・空間を実現す
るために、計画と構造・設備・施工が常に建築情報を
統合し、検証することが必須でした。

発掘調査 ［2018年7月］

かつて平城京の南端であったこの場所からは、
当時の住居跡などが見つかり、歴史文化への尊
敬の念から、遺跡が
隆起したような地形
など、奈良の歴史文
化を想起させる造形
が生まれました。

竣 工［2021年6月］

グランドオープン
［2021年10月］

起点・調査 ［2015年11月］

全国に3ヵ所ある研修センターの老朽
化をふまえて、未来を担う人財を育成
する新たな研修施設の検討を開始。さ
まざまな研修施設を見て回りました。

本格始動
［2018年3月］

着 工 ［2019年7月］

形状が異なる吹き抜けが4フロアを貫く「太陽
のホール」、遺跡がそのまま隆起したような外
壁のデザイン壁など、複雑で有機的な構造物
をてがけていくにあ
たり、着工後も多く
の調整が続きまし
た。

２階EVホール

男性トイレ
女性トイレ

多機能
トイレ

［ ７つのアクション ］

①みらい価値を共創できる人財の育成
②未来を担うこどもたちに向けた共育活動の展開
③再生と循環を前提とした価値を共創できる共創活動の展開　
④社員への学びや社内外につながる機会の提供
⑤D&Iをベースとした組織開発の機会の提供
⑥コトクリエ活動への賛同、評価、巻き込みの推進（ブランディング）
⑦活動を支える基盤の強化

共 育
こどもたちの「みらいを創る力」を育む「ジュニアコトクリエ」
や、課題や技術、事業の共創を学ぶ「市民コトクリエ」など
を中心に、毎月1回程度のオープン企画や、さまざまなテー
マに基づいたプログラムやワークショップを実施します。

異業種・異分野の多様な主体やセクターとの共創活動拠点(プ
ラットフォーム)として、さまざまなテーマの「共創研究会」
やフォーラムなどを通じて、ソーシャルグッドやソーシャルイ
ンパクトに結びつく「みらい価値の共創」を目指していきます。

社員の企業や組織間の垣根をこえた共育共創による「越
境活動」やプログラム参加などは、参加者の個性や前向
きな気持ちを引き出す場として、それぞれ重なり合いなが
らシナジーを生み出していく仕組みづくりを目指しています。

「森の会所」として近隣地域から奈良県内の小中学校
や高校・大学と連携した探求学習を支援します。地域交

流コーナーでは、地元の伝統工芸作品展示や事業紹介な
どを展開しています。

共 創

地域との連携社員教育との融合

FAB（鉄骨製作業者）とも
連携した鉄骨モデル

「風のパティオ」の通風
シミュレーション

※Building Information Modelingの略。3Dモデルに建物情報を付加しデジタル化したもの。
設計から施工維持管理までのライフサイクル全体で蓄積された建物情報を活用する手法。

レインガーデン　（左）降雨時
（右）降雨後、雨水が浸透した様子

複数の出口を設けた
オールジェンダートイレ

平城京の遺構を
反映した外構

Biophilic Studio
どこでもボード

「風のパティオ」周辺の開放的な空間

ATES

夏

帯水層

熱源水槽

地下水からは熱のみ利用し、そのまま帯水層へ還水します

国際認証 国内認証

All
Gender

 コトクリエで目指すものは?

“生きる歓び”を共に探索していく場に

 コトクリエはどのように生み出されたのか？

共創の場づくりそのものを、
私たちの共創の機会として

 新たな価値を生み出す設備・機能は？

人の持つチカラを
発揮するためのユニークな
環境を実現

 今後どのように活用されていく？

地域に開かれた場として、活用の仕方も創造的に発展させていく

「儲かるからではなく、世の中の役に立つからやる」
大和ハウスグループは創業者 石橋信夫のこの経営哲学を原点
に、創業以来、社会や地域の課題を解決する事業を展開し続けて
います。そんな創業者のDNAを継承するために、会社としての教
育だけでなく、従業員が求める教育を目指してこのプロジェクト
はスタートしました。
当社の人財育成が目指すのは、当社での活躍だけでなく、世の
中に役立つ人財を輩出していくということ。そのためには、社会や
地域の課題解決に努め、お客さまや地域の人々と共に新たな価値
を創り、活かし、高め、心豊かに暮らせる人財の育成が必要です。
その想いを、より多くの皆さまと共有し、みらいの価値を共創
できる人財を、社会と共に育むためにこの施設ができました。

共創サポーター
○総合サポーター
○テーマ別サポーター（研究会、プロジェクト等）
○地域別サポーター（地域別リビングラボ活動や地域共創活動等）
○対象者別・イベント等の事業別サポーター

運営事務局
企画調査・
調整

企画運営サイド

コーディネーター

戦略会議

コトクリエの支援機能
共創マネジメントチーム（コーディネーター・アドバイザー等）

みらい価値共創に結び付ける様々な共創研究会のセミナー、部会、
ワーキング、プロジェクトなどの企画や支援を頂く、コーディネー
ターやアドバイザ門家やアクセラレーターで構成します。

みらいのためにいまを知る(つながりや環境)

「風と太陽と水」をテーマにした大和ハウスグループの研修センター

多様な主体が
地域や社会

地球の課題を理解

共育活動

大和ハウスグループの
新たな事業価値を生む

社員教育

さまざまな
ステークホルダー

との

共創活動
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るあらゆる段階において、グループを超えた多くの人々
の「想い」が施設づくりに寄せられ、膨大な議論と試行
を経て、コトクリエは完成しました。

コトクリエでは、訪れた人がハッピーでポジティブ
になれる、人にやさしい施設を目指す方向性のもと、
ワークショップで出されたコンセプトをふまえた空間
や学びの場を実装していくとともに、建物・ランドス
ケープの環境性能や、利用者の健康・快適性、生物多様
性などSDGsに関する取り組みを進めてきました。これ
らの取り組みが評価され、3つの国際認証※を「LEED®」
（環境関連）、「WELL®」（健康関連）、「SITES®」（ランド
スケープ関連）日本で初めて同時取得し、国内認証であ
る「BELS」（省エネルギー）や「JHEP」（生物多様性）と
合わせて合計5つの認証を取得しています。
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外構に反映し、当時の街区線がわかるようにしています。
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や吹抜けによって接続するフロア構成により、異なる活
動が偶発的に重なり、刺激し合うよう設計しています。
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く過ごせるために、D＆Iと環境に配慮した設計を行いました。
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利用できる祈祷室を設置しており、それ以外にも瞑想などで心を落
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抑制を図り、地域の水害対策に貢献するとともに、植物の生育を促
しています。

2創発性を刺激する学びの場

映像演出などでアイデアの創出を生み出す「Inspiration Studio」、
アロマや自然環境音などでより深い集中ができる「Biophilic 
Studio」など、さまざまなスタイルで学べる研修室を設計。また
館内にはワークショップでの意見を取り入れた「どこでもボード」
や可動性の高い机・椅子を配置し、自由に議論を交わして新しい
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動と融合していくことで、みらい思考で最先端の “学び
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ンイノベーション機能」に加
え、市民や地域活動主体と科
学技術や企業の共創、地域実
証のための「リビングラボ機
能」の形成に向けた支援活動
を進めています。

共育
未来に必要な人を
社会と共に育む
「あらゆる世代が共に学び、
考え、成長する場」、「みらい
の価値を共創する人財を社会
と共に育む場」を実現するた
めに、未来を担うこどもた
ち、地域の企業・自治体と連
携し、ビジョンを共に描く取
り組みを進めています。

［ コトクリエが担う3つの役割 ］

検討フェーズ 企画・設計フェーズ 施工フェーズ

コンセプトづくり ［2018年4～6月］

グループ内のさまざまな職種や役職の従業員の
べ約150人が参加し、次世代のリーダーを育成
していく施設として何が必要かを話し合いまし
た。多様な意見を集約するため、設計手法に
ワークショップを取り入れました。 議論にあ
たっては、随時立体的な模型を用意し、意見を
その模型に反映しながら議論を進めました。

設 計 ［2018年10月］

コンセプトづくりで出た、抽象的になりがちな「意見」や「想い」を徹底的に
分析し、要望の背景や、ことば一つひとつの定義など、意図を漏らさぬよう
注意深く議論を重ねました。その結果を図面や模型に
落とし込みつつ、調整を繰り返していきました。

■ 一気通貫でBIM※を活用
シームレスにつながる有機的な曲線・空間を実現す
るために、計画と構造・設備・施工が常に建築情報を
統合し、検証することが必須でした。

発掘調査 ［2018年7月］

かつて平城京の南端であったこの場所からは、
当時の住居跡などが見つかり、歴史文化への尊
敬の念から、遺跡が
隆起したような地形
など、奈良の歴史文
化を想起させる造形
が生まれました。

竣 工［2021年6月］

グランドオープン
［2021年10月］

起点・調査 ［2015年11月］

全国に3ヵ所ある研修センターの老朽
化をふまえて、未来を担う人財を育成
する新たな研修施設の検討を開始。さ
まざまな研修施設を見て回りました。

本格始動
［2018年3月］

着 工 ［2019年7月］

形状が異なる吹き抜けが4フロアを貫く「太陽
のホール」、遺跡がそのまま隆起したような外
壁のデザイン壁など、複雑で有機的な構造物
をてがけていくにあ
たり、着工後も多く
の調整が続きまし
た。

２階EVホール

男性トイレ
女性トイレ

多機能
トイレ

［ ７つのアクション ］

①みらい価値を共創できる人財の育成
②未来を担うこどもたちに向けた共育活動の展開
③再生と循環を前提とした価値を共創できる共創活動の展開　
④社員への学びや社内外につながる機会の提供
⑤D&Iをベースとした組織開発の機会の提供
⑥コトクリエ活動への賛同、評価、巻き込みの推進（ブランディング）
⑦活動を支える基盤の強化

共 育
こどもたちの「みらいを創る力」を育む「ジュニアコトクリエ」
や、課題や技術、事業の共創を学ぶ「市民コトクリエ」など
を中心に、毎月1回程度のオープン企画や、さまざまなテー
マに基づいたプログラムやワークショップを実施します。

異業種・異分野の多様な主体やセクターとの共創活動拠点(プ
ラットフォーム)として、さまざまなテーマの「共創研究会」
やフォーラムなどを通じて、ソーシャルグッドやソーシャルイ
ンパクトに結びつく「みらい価値の共創」を目指していきます。

社員の企業や組織間の垣根をこえた共育共創による「越
境活動」やプログラム参加などは、参加者の個性や前向
きな気持ちを引き出す場として、それぞれ重なり合いなが
らシナジーを生み出していく仕組みづくりを目指しています。

「森の会所」として近隣地域から奈良県内の小中学校
や高校・大学と連携した探求学習を支援します。地域交

流コーナーでは、地元の伝統工芸作品展示や事業紹介な
どを展開しています。

共 創

地域との連携社員教育との融合

FAB（鉄骨製作業者）とも
連携した鉄骨モデル

「風のパティオ」の通風
シミュレーション

※Building Information Modelingの略。3Dモデルに建物情報を付加しデジタル化したもの。
設計から施工維持管理までのライフサイクル全体で蓄積された建物情報を活用する手法。

レインガーデン　（左）降雨時
（右）降雨後、雨水が浸透した様子

複数の出口を設けた
オールジェンダートイレ

平城京の遺構を
反映した外構

Biophilic Studio
どこでもボード

「風のパティオ」周辺の開放的な空間

ATES

夏

帯水層

熱源水槽

地下水からは熱のみ利用し、そのまま帯水層へ還水します

国際認証 国内認証

All
Gender

 コトクリエで目指すものは?

“生きる歓び”を共に探索していく場に

 コトクリエはどのように生み出されたのか？

共創の場づくりそのものを、
私たちの共創の機会として

 新たな価値を生み出す設備・機能は？

人の持つチカラを
発揮するためのユニークな
環境を実現

 今後どのように活用されていく？

地域に開かれた場として、活用の仕方も創造的に発展させていく

「儲かるからではなく、世の中の役に立つからやる」
大和ハウスグループは創業者 石橋信夫のこの経営哲学を原点

に、創業以来、社会や地域の課題を解決する事業を展開し続けて
います。そんな創業者のDNAを継承するために、会社としての教
育だけでなく、従業員が求める教育を目指してこのプロジェクト
はスタートしました。
当社の人財育成が目指すのは、当社での活躍だけでなく、世の

中に役立つ人財を輩出していくということ。そのためには、社会や
地域の課題解決に努め、お客さまや地域の人々と共に新たな価値
を創り、活かし、高め、心豊かに暮らせる人財の育成が必要です。
その想いを、より多くの皆さまと共有し、みらいの価値を共創

できる人財を、社会と共に育むためにこの施設ができました。
共創サポーター

○総合サポーター
○テーマ別サポーター（研究会、プロジェクト等）
○地域別サポーター（地域別リビングラボ活動や地域共創活動等）
○対象者別・イベント等の事業別サポーター

運営事務局
企画調査・
調整

企画運営サイド

コーディネーター

戦略会議

コトクリエの支援機能
共創マネジメントチーム（コーディネーター・アドバイザー等）

みらい価値共創に結び付ける様々な共創研究会のセミナー、部会、
ワーキング、プロジェクトなどの企画や支援を頂く、コーディネー
ターやアドバイザ門家やアクセラレーターで構成します。

みらいのためにいまを知る(つながりや環境)

「風と太陽と水」をテーマにした大和ハウスグループの研修センター

多様な主体が
地域や社会

地球の課題を理解

共育活動

大和ハウスグループの
新たな事業価値を生む

社員教育

さまざまな
ステークホルダー

との

共創活動
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特 集 │ 2　

新たな共創と次世代育成
コトクリエで描く未来社会デザイン
2021年10月についに完成した、みらい価値共創センター（コトクリエ）。
「共に創る。共に生きる。」という理念を体現するために
どのような未来社会を描き、新しい価値を創造するのか?
本施設が目的としている人財育成や地域交流のあり方、施設完成までの経緯と、
今後の計画を詳しくご紹介します。

新たな価値の創造と、人々が、心豊かに生きる社会
の実現に向けて、どのような施設を創りたいか‒。
地域への愛着や社会貢献への想いを抱き、共にみらいへ
歩む人財を育むためには、どのような要素が必要か‒。
はじまりから企画・構成、設計、施工、そして現在に至
るあらゆる段階において、グループを超えた多くの人々
の「想い」が施設づくりに寄せられ、膨大な議論と試行
を経て、コトクリエは完成しました。

コトクリエでは、訪れた人がハッピーでポジティブ
になれる、人にやさしい施設を目指す方向性のもと、
ワークショップで出されたコンセプトをふまえた空間
や学びの場を実装していくとともに、建物・ランドス
ケープの環境性能や、利用者の健康・快適性、生物多様
性などSDGsに関する取り組みを進めてきました。これ
らの取り組みが評価され、3つの国際認証※を「LEED®」
（環境関連）、「WELL®」（健康関連）、「SITES®」（ランド
スケープ関連）日本で初めて同時取得し、国内認証であ
る「BELS」（省エネルギー）や「JHEP」（生物多様性）と
合わせて合計5つの認証を取得しています。

※LEED、WELL、SITESおよび関連ロゴは、それぞれU.S. Green Building 
Council®、 Green Business Certification Inc.TM、WELL Building 
InstituteTMが商標を所有し、許可を得て使用しています。

1つながり合えるオープン空間

文化や地域性とのつながりをふまえ、平城京の遺構を
外構に反映し、当時の街区線がわかるようにしています。
建物内については、あらゆる空間が開放され、スロープ
や吹抜けによって接続するフロア構成により、異なる活
動が偶発的に重なり、刺激し合うよう設計しています。

3「人と環境にやさしい施設」であることに注力

コトクリエではさまざまな背景をもつ人々が集い、誰もが心地よ
く過ごせるために、D＆Iと環境に配慮した設計を行いました。
まず、性的少数者（LGBTQ）をはじめ多様な利用者に配慮したオー
ルジェンダートイレを設置し、出入口とは別に複数の出口を設ける

など、サインや動線を工夫しています。また、宗教や宗派を問わず
利用できる祈祷室を設置しており、それ以外にも瞑想などで心を落
ち着けるための空間としても使用できます。
さらに「水」の活用にも注力し、年間を通して一定の温度を保つ地
下水の特性を建物の空調熱源に利用する帯水層蓄熱システム「ATES」
を採用。電力消費を削減するとともに、空調時の排熱を大気に放出
しないため、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。
ランドスケープではグリーンインフラとよばれるレインガーデン
を採用しました。土壌の浸透率と保水力を高めることで雨水の流出
抑制を図り、地域の水害対策に貢献するとともに、植物の生育を促
しています。

2創発性を刺激する学びの場

映像演出などでアイデアの創出を生み出す「Inspiration Studio」、
アロマや自然環境音などでより深い集中ができる「Biophilic 
Studio」など、さまざまなスタイルで学べる研修室を設計。また
館内にはワークショップでの意見を取り入れた「どこでもボード」
や可動性の高い机・椅子を配置し、自由に議論を交わして新しい
価値を生み出す仕掛けが随所にちりばめられています。

コトクリエでは、誰もが自分らしくイキイキと主体
的に「生きる価値」、社会全体、地域、まち・人を元気に
する「経済的・社会的価値」、人と地球の持続的共存を可
能にする「地球環境的価値」の3つの価値を高めるため、
「７つのアクション」に取り組んでいきます。大和ハウ
スグループの新たな事業価値を生む社員教育を、地域
のこどもたちを中心とした共育活動やさまざまなス
テークホルダーとの共創活動など社会に目を向けた活
動と融合していくことで、みらい思考で最先端の “学び
とつながりの機会・環境提供”を進めています。

人財・組織開発部
みらい価値共創センター長

池端 正一

継承
創業者精神の
継承による地域連携
創業者のDNAを継承してい
くために、伝えることに拘っ
た施設は、風・太陽・水のゾー
ンで構成。また、新しい発見
と対話ができる施設を活用し
た、社員研修や研修プログラ
ムは地域連携を通じて、実践
の場としての取り組みを進め
ています。

共創
多様な価値観が
新しい価値を生む
共創プラットフォームとして、
多様なテーマを扱う、産学連
携や企業連携などの「オープ
ンイノベーション機能」に加
え、市民や地域活動主体と科
学技術や企業の共創、地域実
証のための「リビングラボ機
能」の形成に向けた支援活動
を進めています。

共育
未来に必要な人を
社会と共に育む
「あらゆる世代が共に学び、
考え、成長する場」、「みらい
の価値を共創する人財を社会
と共に育む場」を実現するた
めに、未来を担うこどもた
ち、地域の企業・自治体と連
携し、ビジョンを共に描く取
り組みを進めています。

［ コトクリエが担う3つの役割 ］

検討フェーズ 企画・設計フェーズ 施工フェーズ
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していく施設として何が必要かを話し合いまし
た。多様な意見を集約するため、設計手法に
ワークショップを取り入れました。 議論にあ
たっては、随時立体的な模型を用意し、意見を
その模型に反映しながら議論を進めました。

設 計 ［2018年10月］

コンセプトづくりで出た、抽象的になりがちな「意見」や「想い」を徹底的に
分析し、要望の背景や、ことば一つひとつの定義など、意図を漏らさぬよう
注意深く議論を重ねました。その結果を図面や模型に
落とし込みつつ、調整を繰り返していきました。

■ 一気通貫でBIM※を活用
シームレスにつながる有機的な曲線・空間を実現す
るために、計画と構造・設備・施工が常に建築情報を
統合し、検証することが必須でした。

発掘調査 ［2018年7月］

かつて平城京の南端であったこの場所からは、
当時の住居跡などが見つかり、歴史文化への尊
敬の念から、遺跡が
隆起したような地形
など、奈良の歴史文
化を想起させる造形
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全国に3ヵ所ある研修センターの老朽
化をふまえて、未来を担う人財を育成
する新たな研修施設の検討を開始。さ
まざまな研修施設を見て回りました。
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形状が異なる吹き抜けが4フロアを貫く「太陽
のホール」、遺跡がそのまま隆起したような外
壁のデザイン壁など、複雑で有機的な構造物
をてがけていくにあ
たり、着工後も多く
の調整が続きまし
た。

２階EVホール

男性トイレ
女性トイレ

多機能
トイレ

［ ７つのアクション ］

①みらい価値を共創できる人財の育成
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こどもたちの「みらいを創る力」を育む「ジュニアコトクリエ」
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らシナジーを生み出していく仕組みづくりを目指しています。

「森の会所」として近隣地域から奈良県内の小中学校
や高校・大学と連携した探求学習を支援します。地域交

流コーナーでは、地元の伝統工芸作品展示や事業紹介な
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地下水からは熱のみ利用し、そのまま帯水層へ還水します

国際認証 国内認証

All
Gender

 コトクリエで目指すものは?

“生きる歓び”を共に探索していく場に

 コトクリエはどのように生み出されたのか？

共創の場づくりそのものを、
私たちの共創の機会として

 新たな価値を生み出す設備・機能は？

人の持つチカラを
発揮するためのユニークな
環境を実現

 今後どのように活用されていく？

地域に開かれた場として、活用の仕方も創造的に発展させていく

「儲かるからではなく、世の中の役に立つからやる」
大和ハウスグループは創業者 石橋信夫のこの経営哲学を原点

に、創業以来、社会や地域の課題を解決する事業を展開し続けて
います。そんな創業者のDNAを継承するために、会社としての教
育だけでなく、従業員が求める教育を目指してこのプロジェクト
はスタートしました。
当社の人財育成が目指すのは、当社での活躍だけでなく、世の

中に役立つ人財を輩出していくということ。そのためには、社会や
地域の課題解決に努め、お客さまや地域の人々と共に新たな価値
を創り、活かし、高め、心豊かに暮らせる人財の育成が必要です。
その想いを、より多くの皆さまと共有し、みらいの価値を共創

できる人財を、社会と共に育むためにこの施設ができました。
共創サポーター

○総合サポーター
○テーマ別サポーター（研究会、プロジェクト等）
○地域別サポーター（地域別リビングラボ活動や地域共創活動等）
○対象者別・イベント等の事業別サポーター

運営事務局
企画調査・
調整

企画運営サイド

コーディネーター

戦略会議

コトクリエの支援機能
共創マネジメントチーム（コーディネーター・アドバイザー等）

みらい価値共創に結び付ける様々な共創研究会のセミナー、部会、
ワーキング、プロジェクトなどの企画や支援を頂く、コーディネー
ターやアドバイザ門家やアクセラレーターで構成します。

みらいのためにいまを知る(つながりや環境)

「風と太陽と水」をテーマにした大和ハウスグループの研修センター

多様な主体が
地域や社会

地球の課題を理解

共育活動

大和ハウスグループの
新たな事業価値を生む

社員教育

さまざまな
ステークホルダー

との

共創活動
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特 集 │ 2　

新たな共創と次世代育成
コトクリエで描く未来社会デザイン
2021年10月についに完成した、みらい価値共創センター（コトクリエ）。
「共に創る。共に生きる。」という理念を体現するために
どのような未来社会を描き、新しい価値を創造するのか?
本施設が目的としている人財育成や地域交流のあり方、施設完成までの経緯と、
今後の計画を詳しくご紹介します。

新たな価値の創造と、人々が、心豊かに生きる社会
の実現に向けて、どのような施設を創りたいか‒。
地域への愛着や社会貢献への想いを抱き、共にみらいへ
歩む人財を育むためには、どのような要素が必要か‒。
はじまりから企画・構成、設計、施工、そして現在に至
るあらゆる段階において、グループを超えた多くの人々
の「想い」が施設づくりに寄せられ、膨大な議論と試行
を経て、コトクリエは完成しました。

コトクリエでは、訪れた人がハッピーでポジティブ
になれる、人にやさしい施設を目指す方向性のもと、
ワークショップで出されたコンセプトをふまえた空間
や学びの場を実装していくとともに、建物・ランドス
ケープの環境性能や、利用者の健康・快適性、生物多様
性などSDGsに関する取り組みを進めてきました。これ
らの取り組みが評価され、3つの国際認証※を「LEED®」
（環境関連）、「WELL®」（健康関連）、「SITES®」（ランド
スケープ関連）日本で初めて同時取得し、国内認証であ
る「BELS」（省エネルギー）や「JHEP」（生物多様性）と
合わせて合計5つの認証を取得しています。

※LEED、WELL、SITESおよび関連ロゴは、それぞれU.S. Green Building 
Council®、 Green Business Certification Inc.TM、WELL Building 
InstituteTMが商標を所有し、許可を得て使用しています。

1つながり合えるオープン空間

文化や地域性とのつながりをふまえ、平城京の遺構を
外構に反映し、当時の街区線がわかるようにしています。
建物内については、あらゆる空間が開放され、スロープ
や吹抜けによって接続するフロア構成により、異なる活
動が偶発的に重なり、刺激し合うよう設計しています。

3「人と環境にやさしい施設」であることに注力

コトクリエではさまざまな背景をもつ人々が集い、誰もが心地よ
く過ごせるために、D＆Iと環境に配慮した設計を行いました。
まず、性的少数者（LGBTQ）をはじめ多様な利用者に配慮したオー
ルジェンダートイレを設置し、出入口とは別に複数の出口を設ける

など、サインや動線を工夫しています。また、宗教や宗派を問わず
利用できる祈祷室を設置しており、それ以外にも瞑想などで心を落
ち着けるための空間としても使用できます。
さらに「水」の活用にも注力し、年間を通して一定の温度を保つ地
下水の特性を建物の空調熱源に利用する帯水層蓄熱システム「ATES」
を採用。電力消費を削減するとともに、空調時の排熱を大気に放出
しないため、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。
ランドスケープではグリーンインフラとよばれるレインガーデン
を採用しました。土壌の浸透率と保水力を高めることで雨水の流出
抑制を図り、地域の水害対策に貢献するとともに、植物の生育を促
しています。

2創発性を刺激する学びの場

映像演出などでアイデアの創出を生み出す「Inspiration Studio」、
アロマや自然環境音などでより深い集中ができる「Biophilic 
Studio」など、さまざまなスタイルで学べる研修室を設計。また
館内にはワークショップでの意見を取り入れた「どこでもボード」
や可動性の高い机・椅子を配置し、自由に議論を交わして新しい
価値を生み出す仕掛けが随所にちりばめられています。

コトクリエでは、誰もが自分らしくイキイキと主体
的に「生きる価値」、社会全体、地域、まち・人を元気に
する「経済的・社会的価値」、人と地球の持続的共存を可
能にする「地球環境的価値」の3つの価値を高めるため、
「７つのアクション」に取り組んでいきます。大和ハウ
スグループの新たな事業価値を生む社員教育を、地域
のこどもたちを中心とした共育活動やさまざまなス
テークホルダーとの共創活動など社会に目を向けた活
動と融合していくことで、みらい思考で最先端の “学び
とつながりの機会・環境提供”を進めています。

人財・組織開発部
みらい価値共創センター長

池端 正一

継承
創業者精神の
継承による地域連携
創業者のDNAを継承してい
くために、伝えることに拘っ
た施設は、風・太陽・水のゾー
ンで構成。また、新しい発見
と対話ができる施設を活用し
た、社員研修や研修プログラ
ムは地域連携を通じて、実践
の場としての取り組みを進め
ています。

共創
多様な価値観が
新しい価値を生む
共創プラットフォームとして、
多様なテーマを扱う、産学連
携や企業連携などの「オープ
ンイノベーション機能」に加
え、市民や地域活動主体と科
学技術や企業の共創、地域実
証のための「リビングラボ機
能」の形成に向けた支援活動
を進めています。

共育
未来に必要な人を
社会と共に育む
「あらゆる世代が共に学び、
考え、成長する場」、「みらい
の価値を共創する人財を社会
と共に育む場」を実現するた
めに、未来を担うこどもた
ち、地域の企業・自治体と連
携し、ビジョンを共に描く取
り組みを進めています。

［ コトクリエが担う3つの役割 ］

検討フェーズ 企画・設計フェーズ 施工フェーズ

コンセプトづくり ［2018年4～6月］

グループ内のさまざまな職種や役職の従業員の
べ約150人が参加し、次世代のリーダーを育成
していく施設として何が必要かを話し合いまし
た。多様な意見を集約するため、設計手法に
ワークショップを取り入れました。 議論にあ
たっては、随時立体的な模型を用意し、意見を
その模型に反映しながら議論を進めました。

設 計 ［2018年10月］

コンセプトづくりで出た、抽象的になりがちな「意見」や「想い」を徹底的に
分析し、要望の背景や、ことば一つひとつの定義など、意図を漏らさぬよう
注意深く議論を重ねました。その結果を図面や模型に
落とし込みつつ、調整を繰り返していきました。

■ 一気通貫でBIM※を活用
シームレスにつながる有機的な曲線・空間を実現す
るために、計画と構造・設備・施工が常に建築情報を
統合し、検証することが必須でした。

発掘調査 ［2018年7月］

かつて平城京の南端であったこの場所からは、
当時の住居跡などが見つかり、歴史文化への尊
敬の念から、遺跡が
隆起したような地形
など、奈良の歴史文
化を想起させる造形
が生まれました。

竣 工［2021年6月］

グランドオープン
［2021年10月］

起点・調査 ［2015年11月］

全国に3ヵ所ある研修センターの老朽
化をふまえて、未来を担う人財を育成
する新たな研修施設の検討を開始。さ
まざまな研修施設を見て回りました。

本格始動
［2018年3月］

着 工 ［2019年7月］

形状が異なる吹き抜けが4フロアを貫く「太陽
のホール」、遺跡がそのまま隆起したような外
壁のデザイン壁など、複雑で有機的な構造物
をてがけていくにあ
たり、着工後も多く
の調整が続きまし
た。

２階EVホール

男性トイレ
女性トイレ

多機能
トイレ

［ ７つのアクション ］

①みらい価値を共創できる人財の育成
②未来を担うこどもたちに向けた共育活動の展開
③再生と循環を前提とした価値を共創できる共創活動の展開　
④社員への学びや社内外につながる機会の提供
⑤D&Iをベースとした組織開発の機会の提供
⑥コトクリエ活動への賛同、評価、巻き込みの推進（ブランディング）
⑦活動を支える基盤の強化

共 育
こどもたちの「みらいを創る力」を育む「ジュニアコトクリエ」
や、課題や技術、事業の共創を学ぶ「市民コトクリエ」など
を中心に、毎月1回程度のオープン企画や、さまざまなテー
マに基づいたプログラムやワークショップを実施します。

異業種・異分野の多様な主体やセクターとの共創活動拠点(プ
ラットフォーム)として、さまざまなテーマの「共創研究会」
やフォーラムなどを通じて、ソーシャルグッドやソーシャルイ
ンパクトに結びつく「みらい価値の共創」を目指していきます。

社員の企業や組織間の垣根をこえた共育共創による「越
境活動」やプログラム参加などは、参加者の個性や前向
きな気持ちを引き出す場として、それぞれ重なり合いなが
らシナジーを生み出していく仕組みづくりを目指しています。

「森の会所」として近隣地域から奈良県内の小中学校
や高校・大学と連携した探求学習を支援します。地域交

流コーナーでは、地元の伝統工芸作品展示や事業紹介な
どを展開しています。

共 創

地域との連携社員教育との融合

FAB（鉄骨製作業者）とも
連携した鉄骨モデル

「風のパティオ」の通風
シミュレーション

※Building Information Modelingの略。3Dモデルに建物情報を付加しデジタル化したもの。
設計から施工維持管理までのライフサイクル全体で蓄積された建物情報を活用する手法。

レインガーデン　（左）降雨時
（右）降雨後、雨水が浸透した様子

複数の出口を設けた
オールジェンダートイレ

平城京の遺構を
反映した外構

Biophilic Studio
どこでもボード

「風のパティオ」周辺の開放的な空間

ATES

夏

帯水層

熱源水槽

地下水からは熱のみ利用し、そのまま帯水層へ還水します

国際認証 国内認証

All
Gender

 コトクリエで目指すものは?

“生きる歓び”を共に探索していく場に

 コトクリエはどのように生み出されたのか？

共創の場づくりそのものを、
私たちの共創の機会として

 新たな価値を生み出す設備・機能は？

人の持つチカラを
発揮するためのユニークな
環境を実現

 今後どのように活用されていく？

地域に開かれた場として、活用の仕方も創造的に発展させていく

「儲かるからではなく、世の中の役に立つからやる」
大和ハウスグループは創業者 石橋信夫のこの経営哲学を原点

に、創業以来、社会や地域の課題を解決する事業を展開し続けて
います。そんな創業者のDNAを継承するために、会社としての教
育だけでなく、従業員が求める教育を目指してこのプロジェクト
はスタートしました。
当社の人財育成が目指すのは、当社での活躍だけでなく、世の

中に役立つ人財を輩出していくということ。そのためには、社会や
地域の課題解決に努め、お客さまや地域の人々と共に新たな価値
を創り、活かし、高め、心豊かに暮らせる人財の育成が必要です。
その想いを、より多くの皆さまと共有し、みらいの価値を共創

できる人財を、社会と共に育むためにこの施設ができました。
共創サポーター

○総合サポーター
○テーマ別サポーター（研究会、プロジェクト等）
○地域別サポーター（地域別リビングラボ活動や地域共創活動等）
○対象者別・イベント等の事業別サポーター

運営事務局
企画調査・
調整

企画運営サイド

コーディネーター

戦略会議

コトクリエの支援機能
共創マネジメントチーム（コーディネーター・アドバイザー等）

みらい価値共創に結び付ける様々な共創研究会のセミナー、部会、
ワーキング、プロジェクトなどの企画や支援を頂く、コーディネー
ターやアドバイザ門家やアクセラレーターで構成します。

みらいのためにいまを知る(つながりや環境)

「風と太陽と水」をテーマにした大和ハウスグループの研修センター

多様な主体が
地域や社会

地球の課題を理解

共育活動

大和ハウスグループの
新たな事業価値を生む

社員教育

さまざまな
ステークホルダー

との

共創活動
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