
大成建設技術センター報 第38号 2005

09

＊1　技術センター 建築技術研究所 環境研究室

総　説

1 社会の動向

1.1 省エネルギー

1970年代に2回のオイルショックを経験して、建物の

省エネルギーについては、行政の指導や建築主と建築関

係者の努力により、多くの研究開発が行われ、建築と建

築設備の技術水準は大きく飛躍した。現在も省エネルギ

ーの研究は継続的に行われており、社会に意識として定

着してきた感がある。

1990年代の後半からは97年のCOP3の締結を契機に、

環境負荷削減が、建設を始めあらゆる産業活動で必須技術

となっている。ここでの切り札も省エネルギーである。省

エネ法（エネルギーの使用の合理化に関する法律）も

2006年4月の施行からさらにエネルギー使用の管理が厳

しくなる予定である。今回の省エネ法の建築に係わる特徴

は、非住宅で大規模修繕時や2000m2以上の集合住宅の

新築・増築・大規模修繕時に、それぞれ省エネ措置の届出

が義務付けられたことである。

しかし、これらの努力にも拘わらずエネルギーの消費量

は民生と運輸部門で年々増加しており、今後、京都議定

書の遵守期限の2012年までには、さらなる規制が予想

されている。追い詰められていると言わざるを得なく、

今後規制の矛先が何処に向けられるか予断を許さない。

ここ20年間程の省エネルギー技術を振り返って、注目

される技術として次の項目が挙げられる。建築設備とし

ては、熱源機器の成績効率（COP）の向上、変風量・

変流量制御、高効率照明の3つが代表的であり、建築的

には建物外皮の断熱や窓の日射遮蔽技術の向上がある。

熱源・空調システムとしては、集中式から個別分散式へ

の移行により、最適な部分空調制御を行うことで省エネ

ルギーに貢献している。

1.2 新エネルギー

資源エネルギー庁では新エネルギーの項目として、太陽

光、風力、氷雪、地中熱、バイオマス、廃棄物を、又、

利用形態の１つとして燃料電池を対象としている。

我が国が本格的に新エネルギーの利用に取り組んだの

は、第一次オイルショック後に国が推進したサンシャ

イン計画での太陽光発電の実用化研究である。1980

年にはNEDO（2003年から(独)新エネルギー・産業

技術総合開発機構）が設立され、サンシャイン計画を

引き継ぎ、1993年からはニューサンシャイン計画の

中で新エネルギー（サンシャイン計画）と省エネルギ

ー（ムーンライト計画）および地球環境に関する各種

の技術開発が統合整備され、現在も年間3,000億を超

える研究費を掛け推進している。

太陽光発電の2004年までの導入実績は110万KW

で、政府は2010年までに482万KW（約150万世

帯）の導入目標を立てている。太陽電池は世界シェ

アの半分近くを日本のメーカーが占め、発電効率が

20％を超える薄膜電池パネルの市場導入も、本年度

中に計画されている。ただし、家庭用の導入に対す

る補助金給付の打ち切りや、多結晶シリコンの原材

料不足が懸念される。

氷雪の建築への利用は、昔から北海道を中心に野菜や

米の保存をする氷室がある。2002年には国が氷雪を

新エネルギーに加えて補助金の給付により積極的な利

用を後押ししている。このことも有り、北海道モレエ

沼公園に見られるような道路除雪の雪を貯蔵した夏季

の冷房利用が幾つか実施されている。

地中熱利用は道路融雪に地下水を利用する方法が古く

から使われている。建築の冷暖房への利用は、1980

年代に寒冷地の住宅で使われ、業務用としては2000

年に入って幾つかの実施例が報告され、その有効性が

実証されてきている。

家庭用燃料電池は本年2月から一般家庭に導入が開始さ

れ、政府は2010年までに定置型燃料電池を210万

KWの設置を目標としている。現状では本体価格が

500万円以上すると言われ、低価格化と長期安定運転

が大きな課題である。
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1.3 ヒートアイランド

都市部の気温が郊外と比較して上昇する現象をヒートア

イランド現象と呼ぶ。東京都の年間平均気温はこの100

年間で3℃上昇し、地球全体の平均上昇温度0.6℃に比べ

ると脅威である。熱帯夜や熱中症が年毎に増加して、さ

らに集中豪雨や大気汚染等の気象影響も懸念される。国

も昨年の3月にヒートアイランド対策大綱を公表し、同7

月に国交省から建築設計ガイドラインを公表してその対

策に着手した。また、同12月と本年3月には首相の諮問

機関である都市再生本部では、ヒートアイランド対策モ

デル地域を指定して重点的に対策推進を図っている。さ

らに、東京都でも対策すべき地域を細かく指定したガイ

ドラインを公表するとともに、都内120箇所にて気象観

測を継続して実施している。これらのガイドラインで示

されている対策は、建物からの排熱削減、敷地･外壁･屋

上の緑化、保水性舗装、高反射塗装、建物配置による風

の道等である。最近、国交省と東京都および都市再生機

構は共同で品川地区再開発の中間報告をまとめた。それ

によると、道路と建物配置および水辺の利用による風の

道の確保が環境面で重要な計画技術となっている。

CASBEE(建築物総合環境性能評価システム)のメニュー

にもCASBEE－HIとして今年の7月から一般公表され、

自由に使える環境が整った。

2 当社の取り組み

前項の技術項目について、本技術センター報で2001年以

降に発表してきた内容を中心に、当社の取り組みと今後の

課題を探ってみたい。

2.1 省エネルギー

省エネルギーに係わる研究は、実建物でのエネルギー消

費実測調査データを基にした省エネ予測・提案を行って

きた。庄司ら1）は1万m2程度の事務所ビルで電力消費

の46%が空調換気で占めることを明確にし、月平均外気

温から年間の電力消費量を予測する手法を提示した。森

ら2）は半導体工場での年間エネルギー消費が事務所ビル

の10倍程度であることを求め、冷却水や排熱の有効利用

により最大35%の省エネが可能であると予測した。石黒

ら3）は郵便局舎の実態調査から、取り入れ外気量の削減

他で43%の省エネ提案を行った。竹内10）らは事務所ビ

ルの空調熱源のシステムCOPを実測で求め、省エネ提 

　

案を実際に施工して、システム効率の向上を図った。

省エネルギーを目的とした蓄熱や空調換気システムの研

究開発にも取り組み、幾つかの実施適用を図ってきた。

建築物への蓄熱利用は、水から始まり80年代には氷蓄熱

の研究を、90年代後半からは躯体蓄熱のシステム化研究

を行いそれぞれ独自の開発を行ってきた。ここ数年間に

おいて、関根ら4）は地下ピットを利用した低水位成層型

蓄熱層にてディストリビュータの個数を削減するコスト

ダウンによっても高い蓄熱効率を確保した。建物躯体に

熱を蓄える躯体蓄熱空調システムについても、コアンダ

効果を利用したローコストで蓄熱効率が良い方式を実証

した11）。空調換気システムについては、ダクトレス空

調換気システム、床吹き出し空調、窓際放射空調を開発

してきた。自然換気の利用も有効な省エネルギー技術で

あり、庄司・樋渡13）によるダブルスキンを利用した自

然換気により16%の省エネが可能であると予測した。ま

た、張本19）・藤井20）らは本年度の建築学会大会で

200mmの空気層を持つ薄型ダブルスキンの有効性を発

表し、これは近々実施適用を計画中である。

今後の課題は、日射遮蔽技術、自然換気利用、タスクアン

ビエント空調・換気システムの3つである。この技術には

従来から挑戦しているが、新たに新材料の開発や気象条件

による適切な制御法、さらには、居住者の質への要求に答

えるハード・ソフトが望まれている。

2.2 新エネルギー

太陽光発電の利用技術については、森田ら8）の実際の

住宅での居住実験から20%省エネを可能とした。佐藤

ら9）は瓦と太陽光パネルを一体化してその実現性を検

証した。当社では建材一体型の太陽光発電パネルについ

て、ルーバー型や外壁型の実施例を持っている。太陽光

発電は、近く発電効率の高い商品が市場に出ると建築へ

の利用が大きく進むと予想される。

冬に氷を造り夏に冷房に利用する季節間蓄熱空調システ

ムを開発し、北海道の温室で適用した。関根らの実測に

より通常の冷凍機を利用するシステムと比べ、運転費が

75%削減された5）。

地中の恒温性を空調システムに利用した地中熱利用空調シ

ステムを開発し、適用を図っている。ここでは場所打ち杭

の施工時に採放熱パイプを同時に埋設するシステムを提案

し、NEDOの実用化研究に採択されている。関根ら14）
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は実証試験を継続中で、性能的に充分な省エネを確認し

て、イニシャルコストの削減を図っている。

固体高分子型の燃料電池を一般建物に適用するための計画

プログラムを開発した。2年間に渡り実際の住宅に燃料電

池を設置して、外気温度や2次側負荷の変動時の運転状況

を実測することで、精度の良いプログラム開発が可能とな

った15）。

化石燃料に変わる新エネルギーの利用は確実に普及してい

く。ただし、大きな課題はイニシャルコストで、これはメ

ーカーに依存する処が大きく、我々としてはそのシステム

化と省エネ制御技術が開発課題である。

2.3 屋外環境の改善

街区や都市の温熱環境の対策提案は、我々の必須事項であ

る。当社では業界で先駆けて緑化技術とヒートアイランド

の予測技術を開発し、多くの実施物件に適用している。

梅田6）16）・屋祢下7）らは廃発泡スチロールを利用した

屋上緑化パネルを開発し、そこでの芝の育成管理手法、水

分蒸散量の実測を行った。この実績を基に実際の小学校で

校庭緑化を施工し、芝の管理法、温熱緩和の効果を実証し

た。校庭緑化を行うことで、夏に地表面の温度が緑化を実

施する前の土壌に比べ20度下がり、地上60cmでは3度

下がることを確認できた。

大黒17）・浦野ら18）は数キロ四方の街区から、数十キロ

四方の都市全体のヒートアイランド解析予測技術を開発し

た。それぞれT-Heats街区とT-Heats都市圏の名称を持

ち、建物周囲から広域までの社内外の解析要求に答えてい

る。ここでは人間の体感温度の提示を可能とし、東京都の

事務所ビルの全てに屋上緑化を行うことで都市中心部の気

温は1.5度低下する結果を得ている。

本年7月に文部科学省が公募した「地球シミュレータ戦略

活用プログラム」に建設業で唯一、採択された。今後、地

球シミュレータを活用して建物内外の熱環境を同時に予測

評価できる大規模な解析技術を開発して行く。

都市再生が急務で、各自治体はその推進に積極的であり、ま

た、再開発事業体等は地域の熱環境改善提案により容積率の

割り増しを期待して積極的である。そこではここで紹介した

技術が有効である。現在も更なる研究を継続しており、その

中では予測と実際を比較する実証研究が是非必要である。し

かし、これらには多くの人手と研究費が必要で、産官学の共

同で進めて行きたい。

3 おわりに

我々の子孫に残す持続可能な建築と都市のあり方につい 

て、専門分野を越えた議論とコンセンサスの形成が必要で

ある。これらについては、ここ数年に始まったばかりであ

る。また、エネルギー消費の増加や温暖化現象を見ると地

球環境の今後に不安を感じざるを得ない。しかし、楽観は

許されないが、悲観的になってはいけない。

本年2月にケニアの環境副大臣ワンガリ・マータイさん

が「もったいない」の言葉を世界に広めて行きたいと発

言した。国も「チームマイナス6％」の国民的な運動を

推進し、我々も同調している。

冒頭にも述べたが、我が国は幾多のエネルギー危機をア

イデアと技術開発で乗り切ってきた。我々も新しい環境

建築・都市のコンセプトを提案して、その実現に挑戦し

て行きたい。
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