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NTTファシリティーズ研究開発本部の挑戦

環境配慮設計について

建築建設事業は，建設資材の生産か
ら施工，運用，維持管理および改修，
解体といった建物のライフサイクルを
通して，さまざまな影響を環境に与え
ているといわれます．地球温暖化の原
因となる温室効果ガスの大半は，化石
燃料の燃焼を原因とするCO2の排出に
よるものですが，その日本のCO2総排
出量のうち約 ３ 分の １ が建築建設業
に関連して排出されるものとされてい
ます．

生産する製品を企画 ・ 設計し，市場
に流通させ，処分または再資源化する
までの全ライフサイクルで環境負荷低
減に配慮していくこと，これが環境配
慮設計の持つ意味です．環境配慮設計
そのものは，１990年代から世界的に
認知されていましたが，近年になり，
経済のグローバル化，諸外国での環境
配慮に関する法規制の強化により，改
めて注目が高まっています．

特に欧米では，化学物質や省エネに
関する規制新設 ・ 強化の動きが続いて
おり，この規制が国際的なスタンダー
ドとなるケースを考慮すると，企業と
して国際市場に追随するためにも，国
際的な環境配慮設計の動向から注意を

そらせない状況といえます．

NTTファシリティーズの取り組む
環境配慮設計GreenITy Building

NTTファシリティーズは，「GreenITy 
Building（グリニティ　ビルディン
グ）」というコンセプトのもと，環境
配 慮 設 計 に 取 り 組 ん で い ま す．
GreenITyは「Green」と「IT」を 合
わせた造語で，環境配慮技術とITを
個別に取り扱うのではなく，双方を効
果的に統合させて環境にも利用者にも
配慮した長寿命な建物を構築すること
を提唱しています．この技術開発の一
部を以下に紹介します．

なお，NTTファシリティーズは現
在，研究開発の新拠点を構築していま
す．この建物をGreenITy Buildingの
１ つの集大成とするべく，さまざまな
関連技術の導入を行い，また完成後の
運用においても各種の実証検証を行っ
ていく予定です．

Live-Link Designオフィスの展開

今日では，オフィスの構築において
も環境配慮は必須の取り組みとなって
います．しかし，オフィスの構築にお
いての目標はあくまで経営資源の有効
活用であり，それを実現するために，

業務 ・ 資源の効率化と知的生産性の向
上に効果的なオフィスを構築すること
が求められます．つまり，この目標と
企業としての社会貢献への取り組みと
なる環境配慮とを，適切に両立させる
必要があります．

NTTファシリティーズでは，従来
から省電力を含めた経営資源の有効活
用に資するオフィスの構築を，「Live-
Link Designオフィス」として提唱し
ています．現況把握により顕在化する
オフィスの改善点を， ７ つの業務活動
様態（シーン）と ５ つの要素により分
析し，環境配慮と併せて必要な改善を
加えたオフィスプランニングを提案，
構築するもので（図 １ ），私たちはこ
のLive-Link Designオフィスのさらな
る展開に現在取り組んでいます．

近年のオフィス構築におけるマネジ
メント対象は，ワークプレイス（働く
場所）からワークスタイル（働き方）
に移行しているといえます．オフィス
のどこでもワークができ，ワーカが場
所も働き方も選択できるようなオフィ
ス構築とマネジメントが求められるよ
うになってきています．オフィスで働
き，企業の生産を支えるのはいうまで
もなく「人」です．この個人差のある
ワーカに，各々の知的生産に効果のあ

環境配慮設計 BIM 省エネルギー

環境に配慮した建物技術

近年の環境意識の社会的高揚と行政の取り組みは，企業活動において環
境配慮の努力を当然のものとしています．特に活動過程で環境影響の極め
て大きい建築建設業においては，環境配慮の努力は不可欠です．建物を構
成するさまざまな要素に対して省エネルギーな設計，運用と製造過程での
CO2削減の努力がなされる中，本稿では建築と電力の技術について設計か
ら運用まで手掛けるNTTファシリティーズの融合領域技術による，さらな
る環境配慮を指向した取り組みを紹介します．
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る働き方の実現を可能とするオフィス
シーンを提供することが，総体として
の知的生産性向上に寄与するという考
え方が現在のトレンドなのです．

そんなトレンドを取り入れ，知的生
産性の向上をさらに推進するためには

「業務（労働）」に着目しなければなり
ません．具体的にはワーカの行動（移
動やエリア利用，ツール利用など）を
分析して，よりコミュニケーションや
ワーカのモチベーションを活性化させ
るゾーニングやプランニングにつなげ
ることが必要と考えました．オフィス
の中を自由に動き，自由に働く．そん
な新しいオフィスを構築するには，顕
在化した課題解決や使いやすいゾーニ
ングだけではなく，ワーカの行動を把
握，分析してコミュニケーションとモ
チベーションを高める空間を計画し，
オフィス環境のみでなく，ワーカの行

動把握とシミュレーションによって知
的生産性向上の効果を見える化しま
す．それがLive-Link Designオフィ
スのこれからの提案となります．

BIMのFM連携の効果検証

BIM（Building Information Model-
ing）とは，コンピュータ上に ３ 次元
データによる形状と，部材のコストや
材料といった属性データによる仮想の
建築をつくり，建築の設計や施工の関
係者でデータを共有するプロジェクト
マネジメント手法です．フロントロー
ディングと呼ばれる，前倒しでものご
とを決めていく手順で，プロジェクト
の初期段階に，関係者の情報共有と早
期の合意形成，実際の工事前での図面
の矛盾，構造物と配管の干渉といった
問題の把握を可能とし，手戻りによる
建設コストの増大や，工期の遅延を防

止できます．
米国では2006年ごろから普及しは

じめ，現在では建設から運用に至るラ
イフサイクルでの活用が進んでいま
す．日本でも2009年に国内に紹介さ
れて以降，現在では新築におけるBIM
の導入と活用はすでに普及期に入り，
決して珍しいものではなくなりまし
た．一方，竣工後のBIMデータをファ
シリティマネジメント（FM）で活用
する検討は多方面でなされています
が，実例はあまり知られていません．
BIMをFMでも活用するためには，単
に竣工後のBIMデータをそのまま継
承するのではなく，FMのフロント
ローディングも視野に入れた，BIMと
FMの連携を実現する必要があります．

当社では設計からFMまでの一貫し
た建物サービスを提供する企業とし
て，BIM導入と実用化を進めていま
す．今回の研究開発新拠点の構築プロ
ジェクトは，国内における最初の事例
の １ つとして，設計 ・ 施工からFMま
でをすべてBIMにより進めています．
次にBIMによって建設とFMを連携す
る効果について紹介します．
■設計 ・施工におけるBIMの有効性

今回の構築プロジェクトでは，すべ
てのデータを単一のBIMデータに集
約し，工事に必要な実施設計図書の約
6５％を統合されたBIMデータから自
動生成することで，図面作成の効率化
と図面チェックの時間を大幅に短縮し
ました（図 ２ ）．通常 2 週間程度の時
間を必要とする図面による干渉チェッ
クが， ３ 次元空間で事前にチェックで
きたことで，わずか １ 日で完了してい
ます．図面修正も単一データにより全
図面の変更が矛盾なく実施できます．

施工においても， ３ 次元総合図を用
いることにより工事内容と確認の時間

図 1 　Live-Link Designオフィス
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が短縮化できました．実際の建物の完
成前にBIMデータによる仮想の建物
をコンピュータの中で竣工できますの
で，部材の色決定や工事中の現場で完
成予想を，建物の完成前に関係者で共
有し，合意を形成しています．
■FMにおけるBIM導入の有効性

実際の建物完成前にデータとして仮
想の建物を得られるBIMの特性は，仮
想での建物引渡しを可能とします．今
回の構築プロジェクトにおいても，仮
想的に竣工したBIMデータを仮想的
に引き渡し，FMとの連携を実現しま
した．仮想の竣工データをFMシステ
ムへスムーズにデータ移行すること
で，建物の竣工前にライフサイクルコ
スト（LCC: Life Cycle Cost）を明
確にすることが可能となり，適正な設
計と適切な維持管理の両立，長期的な
建物ライフサイクルにおける維持管理
コストの低減が可能なことを検証しま
した．

BIMによって作成された仮想の建
物は，さまざまなシミュレーションに
も使用することができます．エネル
ギーマネジメント分野との親和性も高
く，省エネ性能の検証にも活用されて
います．環境配慮設計を進めるうえで

も，BIMは重要な要素であるといえる
のです．

NTTファシリティーズは建築設計
およびFMを事業として実施してお
り，各種のFMツールを建築設計と連
携させて開発 ・ 導入 ・ サービス提供す
ることでFMの効率化 ・ 高度化を図っ
てきました．今後は今回の構築プロ
ジェクトで得られた知見を発展させ，
さらなるFMの効率化 ・ 高度化への寄
与を目標としたBIM-FM連携の実現
に向けて取り組んでいきます．
■ビル内情報管理システム

ビルには “安全” で“快適”な生活を
実現するため，さまざまなシステムや
アプリケーションが存在しています．
入退出を管理するセキュリティシステ
ム，照明や空調など設備機器を管理す
るBEMS（Building Energy Man age-
ment System），内線 ・ 外線電話など
情報通信システム，最近では，無線
LANやシンクライアントなどが導入
されるケースもあります．通常これら
のシステムは個別に存在し，ユーザに
サービスを提供していますが，

・  同じ情報を複数回入力すること
や，違う形式で入力することも
ある

・  認証（ユーザ名 ・ パスワード等）
がバラバラで，セキュリティレベ
ルも異なる

など，不便な面も多くあります．また，
それぞれが個別であるため，もっと連
携できれば，より高度なことができる
という不満もあります．そこで，シス
テム連携の先進的事例として，セキュ
リティシステム，BEMS，情報通信
システム，FMシステムなど，さまざ
まなシステムを連携したビル情報管理
システム（BIS: Building Information-
management System）を考案しました．
BISを活用した一例を図 ３ に紹介し
ます．

個々のシステムとBISを接続するこ
とによりさまざまなデータがBISに集
められ，各システムが活用可能なかた
ちに加工されて蓄積されます．システ
ム側ではそれらのデータを利用し，エ
ネルギー消費量の削減やセキュリティ
が向上するとともに，ワークスタイル
の改善や，生産性向上に利用すること
が可能になります．また，BISが各シ
ステムとの情報通信の仕様に対応する
ことで，既存システムをそのまま利用
可能で，短期間 ・ 低コストでの導入が
可能になります．BISが目指す姿を図
４ に示します．BISを導入することで
下記のような項目を実現したいと考え
ています． 

① 　在室人数に応じたビル設備コン
トロール（３５％の省エネルギー）

② 　状況に応じたセキュリティレベ
ルの変更（ストレスフリー ・ 情
報セキュリティの向上）

③ 　最適な室内環境（生産性の向
上）

図 2 　BIMによる設備図面
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未利用エネルギーの空調への活用
の取り組み

建物設備の中で空調が占める消費電
力の割合は大きく，空調の省エネル
ギーが強く求められています．空調設
備における省エネルギー手法として，
外気の利用や本来捨てられるはずの熱
の回収など，未利用エネルギーの積極
的な利用が有効です．

環境に配慮した建物の実現に向け，
未利用エネルギーを空調用エネルギー

として最大限に活用できるシステムの
技術開発を進めています．

私たちは未利用エネルギーである約
１７ ℃の地中熱と，約３５ ℃のサーバ排
熱を最大限に活用する，熱融通制御シ
ステムを開発しました（図 ５ ）．

このシステムの仕組みを紹介し
ます.

① 　サーバからの排熱を熱交換器で
回収しオフィス暖房に利用する

② 　地中杭から採取した冷熱をサー
バルームまたはオフィスの冷房

に利用する
③ 　冷涼な外気を室内の環境に合わ

せ取り込み冷房に利用する
①～③を使い分け，もっとも省エネ

ルギーになる熱融通パターンをシステ
ムが自動で選択制御し，未利用エネル
ギーを無駄なく最大限に建物全体で活
用します．建物内外に生じる温度差を
積極的に利用し，熱を融通し合うこと
により空調用エネルギーを削減するこ
とができるのです．

こ の 開 発 技 術 はNTTフ ァ シ リ
ティーズ研究開発本部新拠点に導入さ
れます．新拠点での年間を通じての省
エネルギー効果は，３１％の消費電力量
の削減効果があると試算しています

（当システムを導入しなかった場合と
の比較）．

オフィス空調の新たな取り組み

オフィス空調においては，省エネル
ギー性と快適性が同時に求められま
す．相反する場合の多い 2 つの性能を
両立させるため，先進的なオフィス空
調システムの開発に取り組んでいま
す．以下に，空調システムを構成する
技術を紹介します．
■膜放射空調

繊維状の素材を用いた膜を天井に張
り，空気の吹出し口として利用します．
膜を通して低い風速で気流を吹き出す
ことにより，居住者にとって不快と感
じる気流感を抑制することができま
す．さらに，膜部分の温度が冷える，
または暖まることにより室内の熱放射
環境が改善され，快適性が向上します．
熱放射環境の改善は，室内設定温度の
緩和を可能とし，省エネルギーにも貢
献します．本システムの特筆すべき点
としては，膜部分の面積が大きく，高
い放射効果が得られること，自由な形

図 3 　BISの活用事例
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図 4 　BISの目指す姿

①環境データ収集

スマートフォン，入退出システム，
BEACONなどからデータを収集

②状況の推定

収集したデータから状況を推測

③最適状態の推定と実現

ユーザの最適な状態を実現
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状に対応可能であることなどが挙げら
れます．
■タスク ・アンビエント空調シス
テム
タスク ・ アンビエント空調システム

とは，空間全体を空調する「アンビエ
ント空調」と，部分的な空調を担う「タ
スク空調」を，それぞれ設置する空調
方式です．従来のオフィスにおいては，
さまざまな個人の嗜好がある中で，室
内均一の空調を行っていました．今回
の取り組みではアンビエント空調とな
る膜素材の空調に対し，タスク空調と
なるパーソナル制気口を併せて配置す
ることで，各個人の嗜好に対応します．
パーソナル制気口の風量はスマート
フォンやPCからの操作が可能であり，
個人の嗜好に対応した快適性の向上が
期待されます．また，居住域の気流感
を調整可能とすることで，室内設定温
度の緩和を可能とし，省エネルギーに
も貢献します．
■潜顕分離空調

一般的なシステムでは，空調機は温
度と湿度を同時に調整します．その場
合，冷房を行う際には除湿をするため
に，吹出し温度より低い温度をつくる

必要がありました．それに対し，本シ
ステムでは温度調整用の空調機と湿度
調整用の空調機がそれぞれ設置され，
調温と調湿を独立して行うことができ
ます．これにより，温度調整の空調機
は，吹出し温度より低い温度をつくる
必要はなく，地中熱エネルギーを空調
用エネルギーとして利用することを可
能にし，省エネルギーに貢献します．
また，今まで以上にきめ細やかな温度
湿度のコントロールが可能になり，快
適性を向上させています． 

本システムの採用により，一般的な
方式と比較して20％の空調エネル
ギーが削減可能であり，居住者の快適
性を損なわず，省エネ性と快適性の両
立が実現できます．この技術はNTT
ファシリティーズ研究開発本部新拠点
に導入され，効果の見える化を実施し
ながら検証を続けていきます．

今後の展開

本稿で紹介した技術のほかにも，環
境に配慮した建物構築に寄与する各種
の技術を，電力技術と連携させながら
検証しています．これらの技術を １ つ
ひとつ確立し，効果的に統合して，安

全性，信頼性，省エネルギー，フレキ
シビリティに連係された環境配慮設計
によるGreenITy Buildingを提供し，
環境に配慮したNTTグループの事業
に建築 ・ エネルギー分野で貢献してい
くことがNTTファシリティーズの役
割の １ つであると強く認識して取り組
んでいきます．

図 5 　熱融通制御システム概念図
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今や当たり前となっている環境配慮です
が，「コストがかかるもの」「我慢するもの」
として取り組んでいても継続性はありませ
ん．安全性，信頼性，省エネルギー，フレ
キシビリティと統合された環境配慮設計を
目指すことが必要であり，私たちはそれを
実現する重要なファクターこそがICTである
と考えます．それこそがNTTグループの一
員であるNTTファシリティーズの強みであ
り，社会的責任であるという考えのもと，
これからも環境配慮技術の開発を推進して
いきます．
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