東京の低炭素ビル：
3・11後の危機を乗り越えた東京の
グリーンビルディングの力
東北地方に巨大な惨禍をもたらし、世界中に衝撃を与えた 3・11 から半年以
上がすぎました。あの日、東京も最大で震度 5 強の揺れを経験しましたが、震災
の翌日から我々が直面したのは、地震と津波によって福島原発など多くの発電
所が停止し、都市活動を支える最大のエネルギーである電力が不足するという
事態でした。
東京圏の電力需要は暑く湿度の高い長い夏にピークを迎えますが、東京の企
業、市民、行政は、徹底した節電・省エネを進め、この夏の電力危機を乗り越え
ることができました。都心の高層オフィス群は東京で最大の電力需要者のひと
つですが、多くのビルが、企業活動の場としての機能を損なうことなく、昨年比

20% 以上という大幅な削減に成功しました。
東京のデベロッパーやビルオーナー、設計者や施工者といった建築部門に関
わる多くの方々が、従来から、低炭素都市づくりをめざす東京都の取組に呼応
し、最新の省エネ技術を導入するとともに、日常の管理運営の方法も改善して
きました。東京の民間、公共セクターが、共に取り組んで来た、こうした低炭素
都市への転換の取り組みが、3・11 がもたらした電力危機を乗り越える上でも、
大きな力を発揮しました。
この冊子「東京の低炭素ビル TOP30」に紹介する建築物は、東京都が導入し
た都市型キャップ & トレード制度と建築物環境計画書制度で高い評価を得た建
築物です。東京にはもちろん、これ以外にも多くの優れたグリーンビルディング
があります。低炭素都市への転換は、世界の都市に共通の課題です。震災がもた
らした突然の電力危機をも乗り越えることのできた東京の低炭素建築物は、炭素
制約の強まりの中で、サステイナブルな都市の実現をめざす世界的な努力のモデ
ルになるものだと考えます。
低炭素都市をめざす世界各地の皆さんには、ぜひ、東京を訪れ、これらのグ
リーンビルディングを直接、ご覧いただきたいと思いますが、まずは、この冊子
に目を通し東京の建築部門が達成した素晴らしい成果の一端をご覧いただけれ
ば幸いです。
なお、この冊子の編集にあたり、TOP30 ビルの皆様には原稿の作成をはじめ
大変お世話になりました。ここにあらためて感謝いたします。

2011 年 9 月
東京都環境局長

大野 輝之

低炭素都市・建築にむけた
東京都の施策
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東京の気候変動対策

2006 年 12 月、東京都は、2020 年までに温室効果ガスを 2000 年比で 25％削減
するという目標を発表し、翌年には気候変動対策方針を策定、環境基本計画を
改定して対策の具体的な方針を定め、その実現にむけて着実な歩みを進めてき
ました。現在まで、大規模排出事業者に対する排出総量削減義務と排出量取引
制度をはじめ、将来にわたって大きな削減の見込める制度、システムづくりに
注力するとともに、全ての分野にわたる政策を展開しています。
東京は、エネルギーの大消費地であり、温室効果ガスの排出量はノルウェー
やデンマークなどの国々にも匹敵します。なかでも建築物からの排出量は全体
の排出量の大半を占め、東京都が重点的に施策展開してきた分野です。建築分
野の対策は、東京における温室効果ガスの排出削減というだけでなく、世界中
で大きく進展している都市のエネルギー需要に対応する施策として、世界に貢
献しています。ここでは東京都の施策のうち、建築分野で重要な 2 制度をご紹介
します。
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総量削減義務と排出量取引制度

（東京キャップ＆トレード）

世界初の都市型キャップ & トレード制度

2010 年 4 月に施行された温室効果ガス排出総量削減義務と排出量取引制度は、日
本で初めて導入されたキャップ＆トレード制度です。また、世界的にみても、先
行している EU の排出量取引制度（EU-ETS）等のエネルギー供給事業者を対象と
した制度とは異なり、オフィスビルや商業ビル等、都市の建築物・施設を対象に
しているという点で、世界初の「都市型」のキャップ＆トレード制度といえます。
東京キャップ＆トレードの導入は、総量削減義務により、CO2 排出の全体量
を着実に削減できること、また、排出量取引という市場メカニズムを活用するこ
とで、費用対効果の高い対策が進むこと、そして、今後世界中で大きく伸びる都
市の業務部門、建築部門からの排出削減策のモデルとなる等、気候変動対策にむ
けた世界の政府、地方政府の取組を先導する意義があります。
制度の概要
東京のキャップ＆トレード制度は、CO2 を多量に排出するオフィスビルや工場
など約 1,300 事業所を対象としており、東京都の産業 ･ 業務部門の排出量の約 4
割をカバーしています。東京都全体の 2020 年までの削減目標を勘案して、対象
となる部門全体が達成すべき削減目標をキャップ（排出量の上限）として設定
し、それに基づき各事業所の削減義務率が定められました。
各事業所は、2010 年から 2014 年（第一計画期間）の 5 年間の総排出量を基準
排出量 5 年分の総排出量比で 8%（業務ビル等）または 6%（工場等）以上削減す
ることが義務付けられています。各事業所は、自らの建物等で省エネ対策や再
生可能エネルギー導入などに取り組み CO2 排出を削減するほか、他の事業所の
超過削減量や再生可能エネルギークレジットなどのクレジットを購入して義務
を履行することができます。

削減義務の内容
排出可能上限量

＝

基準排出量

‒

削減義務量（基準排出量 削減義務率）

削減計画期間（5 年間）の排出量を排出可能上限量以下にすること

▶第 1 計画期間の削減義務率
：▲ 8% の場合

削減義務履行

▶
「基準排出量」：10,000t

5 年間で排出可能な
CO2 排出量の限度 =46,000t
（9,200t（10,000t ▲ 8%） 5 年間）
ʻ10

ʻ11

ʻ12

（削減計画期間：5 年間）

ʻ13

ʻ14 （年度）

5 年間の排出量の合計
手法 1：自らで削減
手法 2：排出量取引
ʻ10

ʻ11

ʻ12

ʻ13

ʻ14 （年度）

制度概要
項

目

内

容

対 象

対 象 施 設：温室効果ガスの大規模排出事業所（オフィスビルや工場等の大規模事業所で、前年度の燃料、熱、電
気の使用量が、原油換算で 1500kl 以上）
削減義務者：対象となる事業所の所有者（一定規模以上のテナント事業者も可能）

対象ガス

燃料、熱、電気の使用に伴い排出される CO2

削減計画期間

5 年間

第一計画期間
第二計画期間

2010 年度〜 2014 年度
2015 年度〜 2019 年度

基準排出量

過去 3 か年の平均排出量に基づき算定（原則 2002 〜 2007 年度の間の連続 3 か年度の平均）

削減義務率

オフィスビル等 8%、工場等 6%

排出可能上限量

排出可能量：基準排出量 （1- 削減義務率） 5 年間

排出量取引①
超過削減量

2 年度目から）削減実績の売却が可能

削減義務量を、削減計画期間の各年度に按分し、その超過量については、削減計画期間の終了前でも（計画期間

排出量取引②
オフセットクレジット

1. 都内中小クレジット：都内中小事業所の削減量を建物単位等で算定、クレジット認定
2. 再エネクレジット ：太陽光・風力等
3. 都外クレジット
：都外の大規模事業所による削減のクレジット認定（充当に限度有）

テナントの義務

建物所有者を義務対象の基本としつつ、その上で、
・全てのテナント事業者に、オーナーの削減対策に協力する義務
・大規模なテナント事業者に、対策計画書を作成・提出し、対策を推進する義務

算定・報告・検証
の仕組み

・対象事業所は、ガイドラインに基づき、前年度の温室効果ガス排出量、削減義務の履行状況等を毎年、都に対し報告
・排出量の算定・報告には、知事が認めた検証機関の検証が必要
・検証機関は、計量法に基づく検定済メーターによる使用量等を記載した使用量証明書、請求書、領収証などにより、
エネルギー使用量を算定・検証

バンキング等

第二計画期間へのバンキングは可能、ボローイングは不可

義務不履行時の
罰則等

削減義務未達成の場合、義務不足量の 1.3 倍の削減を求める ( 措置命令）
命令違反の場合、罰金上限 50 万円、違反事実の公表、知事が命令不足量を調達しその費用を請求
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東京都建築物環境計画書制度

新築建築物の環境性能の評価・公表制度
東京都内で新築される大規模建築物（延床面積 5,000㎡超）については、建築物
の省エネルギー対策等環境性能の評価を行い、その結果を記載した「建築物環
境計画書」を東京都のホームページなどで公表することが義務付けられていま
す。対象となる建築物の建築主に対して、都が定める指針に基づき環境配慮設
計を行うことを求めており、環境性能の公表を通して、より環境に配慮した建
築物が評価される市場の形成を目指しています。この制度は、2002 年から始ま
り、これまでに 1500 件以上の建物で計画書が作成され、公表されています。

2010 年には、気候変動対策に焦点をあて制度を強化し、制度対象の拡大や、
国の省エネ法の基準より高い水準の最低基準を導入するとともに、省エネル
ギー性能評価書の導入、再生可能エネルギーの導入検討義務等が新たに制度化
されました。
制度概要
項
対

目

象

内

容

対象建築物：東京都内で新たに建築される延床面積 5000㎡を超える建築物
義 務 対 象：建築主

義務内容

環境に配慮した建築物を建築する義務
・建築主は、都が定める指針に基づき、建築物の環境設計の内容とその程度を評価する「建築物環境計画書」を作成
・建築確認の申請を行う 30 日前までに提出
・工事完了後 15 日以内に「工事完了届出書」を提出

環境計画書の内容

・項目ごとの環境配慮の取組内容の記載
・取組の程度を、数値や評価段階を用いて表示
分

評価項目

野

項

目

エネルギーの使用の合理化

建築物の熱負荷の低減（断熱）
、再生可能エネルギー利用、省エネルギーシステム、
効率的な運用の仕組み

資源の適正利用

エコマテリアル、オゾン層保護･温暖化抑制、長寿命化

自然環境の保全

水循環、緑化

ヒートアイランド現象の緩和

建築設備からの人工排熱対策、敷地と建築物の被覆対策、風環境への配慮

評

価

項目ごとに 3 段階評価（段階 1 〜 3）、評価結果は、チャートでも表示

公

表

東京都のホームページで環境計画書を公表

建築物環境計画書制度を活用した気候変動対策の発展
建築物環境計画書制度自体の強化はもちろん、制度の「評価・情報公開」の内容
を生かして、次のような気候変動対策が進められています。
マンション環境性能表示（2005 年〜）
建築物環境計画書制度の対象となった建築物のなかでは、マンションが大きな
比重を占めます。一方、環境計画書の記載内容は、一般の消費者が十分に活用す
るには、難しいところがあります。そこで、建築物環境計画書制度の評価項目の
うち、5 項目について、星印★で評価したラベルで、マンションの環境性能を表
し、販売広告への表示を義務付けています。2010 年には、賃貸マンションも対
象とする改定がされました。
省エネルギー性能評価書の導入（2010 年〜）
マンションだけでなく、住宅用途以外の建築物でも、環境性能の情報を伝える
べく、性能評価書制度を開始しました。建築物の売買、賃貸借、信託受益権の譲
渡等の際に、相手方に対し、建築物の省エネ性能を記載した省エネルギー性能
評価書の提示が義務付けられます。
建築物の熱負荷の低減
AAA
▲22%

AA
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over 40%
PAL 低減率

都市開発諸制度※におけるより高い省エネ基準の導入（2009 年〜）
東京では、大規模な建築物の建設には、容積率の緩和等を伴う「都市開発諸制
度」が活用されるケースが多く、制度の適用にあたっては、建築物の省エネ性能
が一定水準以上であることを条件とするなど、より高い環境性能が求められる
ことになりました。例えば、建築物環境計画書制度の「建築物の熱負荷の低減」
（ERR）の項目について、評価が段階 2 以上で
（PAL）や「省エネルギーシステム」
あることが義務付けられ、その効果が着実に現れています。
※

都市開発諸制度

1. 再開発等促進区を定める地区計画 2. 特定街区 3. 高度利用地区 4. 総合設計の 4 制度をいう。

東京の低炭素ビル
TOP30 の選定について

この冊子に掲載しているビルは、東京都の低炭素都市にむけた政策のうち、既存ビルを対象とする「温室効果ガス排出総量
削減義務と排出量取引制度（キャップ＆トレード制度）
」と、新築ビルを対象とする「東京都建築物環境計画書制度」の基準
により選定しています。既存ビル（運用中のビル）から、運用状況も含めて選定したものが 15 件、新築ビルから建築設計性
能により選んだ 15 件となっています。

既存建築の部

東京都のキャップ＆トレード制度では、エネルギーを大量に消費するビルは、2010 年からの 5 か年間でビル全体からの

CO2 排出量を 8％削減する義務があり、その後の 5 か年でも引き続き大幅な削減が必要となります。しかし、建物の性能や
設備の効率化、運用上の努力により、すでに大きく省エネを達成しているトップレベルの事業所は、これ以上の削減には
困難が伴います。そこで東京都は、トップレベル事業所の認定制度を導入しました。トップレベル事業所に認定されれば、
排出削減義務率が 1/2 に緩和されるという仕組みです。この認定のためには、設備や建物の性能、運用、管理など 200 以上
の項目のチェックを受け、100 点満点で、80 点以上の得点をする必要があります。
トップレベル事業所の評価項目（業務系ビル対象）
項

目

1. 一般管理事項

省エネ推進体制の整備、エネルギー管理の状況等

2. 建物及び設備の性能に関する事項

空調、照明設備等の省エネ性能、機器効率等

3. 事業所及び設備の運用に関する事項

室内の温湿度の管理、設備等の保守管理等
項目数計

必須項目

一般項目

加点項目

23

4

1

26

39

45

25

56

9

228 項目

2011 年に初めての認定が行われ、業務系ビルでは 14 件が認定されました。既存建築ビルの部では、このトップレベル事
業所 14 件に加え、キャップ＆トレードの前制度である地球温暖化対策計画書制度（2004 年度から 2009 年度）の優秀表彰
ビルを 1 件選定し、掲載しています。

新築建築の部

新築建築の分野では、建築物の環境性能を評価する「東京都建築物環境計画書制度」の基準から、エネルギー分野を取り出
し、その 4 つの評価区分である、1. 熱負荷抑制、2. 省エネ対策、3. 効率的な運用のしくみ、4. 再生可能エネルギーの全項目
において、下記の水準を超えたものを選定しています。なお、当冊子には選定された 15 件のうち、辞退の 1 件を除く 14 件
を掲載しています。
建築物環境計画書制度におけるエネルギー分野の選定基準
評価区分

1. 熱負荷抑制

建築物の壁や窓等の断熱や日射遮蔽対策等

2. 省エネ対策

設備（空調・照明・換気・給湯・EV）における省エネルギー対策
の導入

3. 効率的な運用のしくみ

最適運用のための計量及びエネルギー管理システム

4. 再生可能エネルギー

太陽光発電や太陽熱利用等、再生可能エネルギー設備機器の
オンサイトでの設置・導入

★

PAL / Perimeter Annual Load

基準

PAL★（省エネ法で定める性能基準値）からの低減率が 20％以上

ERR★★（省エネ法で定める基準値からのエネルギー利用の低減率）
が 30％以上
評価レベル段階 2 以上
フロア・系統別のエネルギー消費計測が可能な BEMS★★★の導入
など

再生可能エネルギーの導入量
（太陽光発電の場合で定格 30kW 以上）

★★★

BEMS / Building and Energy Management System

ペリメーターゾーンの年間熱負荷係数のことで、建築物の外壁等外皮の

建築物のエネルギー設備などをコンピューターによって一元的に管理

のゾーン）の年間熱負荷を同ゾーンの面積合計で除した値（単位：MJ

ネ制御を自動化・一元化して、建物内のエネルギー使用状況や設備機器

る。用途ごとに異なり、事務所等では、300MJ ／年・㎡が基準値である。

となっている。

断熱性能を表す。建築物の屋内周囲空間（外壁等外皮の中心線から 5m

／年・㎡）
。省エネ法において、用途ごとに性能基準値が定められてい

PAL 削減率とは、上記性能基準値からの低減率であり、削減率が高い

ほど、断熱や日射遮蔽等の効果が高く、熱負荷が低くなっていることを
表す。
★★

ERR / Energy Reduction Ratio

設備システムによるエネルギー利用の低減率のことで、設備システム
の省エネ性を表す。各設備システム（空調・照明・換気・給湯・EV）にお

けるエネルギー消費係数 CEC（Coefficient of Energy Consumption）

をもとに建築物全体の設備効率を算出した係数。各設備システムにお

ける年間のエネルギー消費量において、省エネ法に基づく基準となる

エネルギー消費量からの低減率を算定する。省エネ技術等の導入によ

り、設備のエネルギー量が下がり、エネルギー効率が上がる。省エネ法
において設備ごとの CEC 基準が定められている。

するシステムのこと。ビル管理とともに、設備全体の省エネ監視・省エ

の運転状況を把握し、最適な運転管理を行うために欠かせないシステム
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大塚商会本社ビル

01

Otsuka Corporation Head Office Building

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区飯田橋二丁目
主用途 ––––––––––– 事務所
敷地面積 ––––––––– 3,226㎡
延床面積 ––––––––– 23,543㎡
階数 –––––––––––––– 地上 12 階 地下 2 階
竣工年月 ––––––––– 2003 年 1 月
事業者・所有者 –– 株式会社 大塚商会
設計・監理 ––––––– 株式会社 日建設計

一次エネルギー消費原単位：2,909MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：116.0kg/㎡・年
1. 一般管理事項
CO2 削減委員会の定期的開催により、CO2 排出状況の把握、削減計
画を策定
計画の実施、検証が速やかに行える体制を整えた
2. 建物・設備の性能に関する事項
蓄熱槽を採用して有効的な利用を図ると共に LED 照明の導入等、省
エネルギー機器採用を促進した
3. 事業所・設備の運用に関する事項
BEMS データの解析により自動制御任せとならない、より効率的で
きめの細かい運用を実施

URL –––––––––––––– http://www.otsuka-shokai.co.jp
既存
1
大塚商会本社ビル

大塚商会本社ビルは、下記の設計コンセプトのもとに新しい

IT ソリューションを創出するオフィスとして建設されました。
コンセプト１：高機能と安全性を確保したオフィス
コンセプト２：地球にやさしい建物つくり

コンセプト３：地域に開かれた豊かな「まち」を創り出す
コンセプト 2 に関連して以下のような環境配慮技術・施設をそ

なえています。

１．武蔵野の緑等を再現した屋上緑化

２．都市緑化（開発地域・既存周辺環境と一体となった緑化計
画）、歴史的背景を想起させる外構計画

３．エコマテリアル（廃ガラス、廃アルミニウムによる再生ア
ルミパネル等）の採用

４．発熱ガラス、エアフローウィンドウによる外気負荷の低減
５．自然通気口による中間期・非常時の空調使用の抑制

６．昼光センサー利用によるオフィス照明の制御、パブリック

部分の人感センサー、昼光センサー利用による不要時の消
灯、EV シャフトをガラス張りとすることで照明使用の抑制

７．衛生器具に節水型機器の採用
８．従業員食堂にオール電化厨房

９．雨水再利用水、厨房排水を中水処理設備によりトイレ洗浄
水に利用

10．ゴミの分別処理によるリサイクル、ゴミ減量の為の生ゴミ
分解処理設備の採用

11．設計段階・工事段階・維持管理段階で連携した CAD デー
タの合理的活用等、IT 技術を利用した工事管理
12．節電啓蒙のための電力見える化設備の導入

外構

ロビー

屋上庭園

エレベーターホール

銀座三井ビルディング（株式会社リコー本社ビル、三井ガーデンホテル銀座プレミア）
Ginza Mitsui Building

02

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 中央区銀座八丁目
主用途 ––––––––––– テナントビル（事務所・ホテル）
敷地面積 ––––––––– 4,081㎡
延床面積 ––––––––– 50,246㎡
階数 –––––––––––––– 地上 25 階 地下 2 階
竣工年月 ––––––––– 2005 年 9 月
環境性能評価 –––– CASBEE2004 認証 S 環境・エネルギー優良建築
事業者・所有者 –– 三井不動産株式会社
設計・運営者 ––––– 株式会社松田平田設計
三井不動産ビルマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：2,192MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：92kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナント、ホテル、ビル運営会社、技術管理者、関係協力会社が一体
となり省エネルギーに取り組むことで、新たな省エネルギーシステ
ムの構築を実現させ、更なる性能向上への発展を目指す
2. 建物・設備の性能に関する事項
高効率熱源、照明の昼光利用、空調機 CO2 制御、フリークーリング
等の導入
3. 事業所・設備の運用に関する事項
自動制御並びに保守運用を最大限に活用する事によるエネルギー管
理を実施

URL –––––––––––––– http://www.gardenhotels.co.jp/ginzapremier/

既存

建物諸元

2

テナントの取組み

省エネルギーへの取組み

・ クールビズ実施

ンホテル銀座プレミア、ビル運営会社、技術管理者が一体と

・ 専用室内照明において昼光利用による調光を実施

・ CO2 削減推進会議の開催（毎月）

り組み

省エネルギー運用管理にあたり、株式会社リコー、三井ガーデ
なって取り組みを行った。

株式会社リコー本社（オフィス部分）の環境への取り組み

・ コアタイム以外の熱源および空調停止を実現

三井ガーデンホテル銀座プレミア（ホテル部分）の環境への取

・ オフィスとホテルの互いの環境を考慮しながら、PDCAを重

・ 客室：照明器具の LED 化

省エネルギー目標

・ 熱源の高効率運用を実施

データ解析を基に取り組みを行った。

改善事例

・ 投資効果の大きい改修工事の検討および実施

台数制御を実質熱量による制御とするチューニングおよびソ

ね運用改善につなげた

省エネルギー実現を目指し、BEMSデータによるエネルギー
・ 各設備機器の高効率運用への取組み（熱源、空調機等）
（空調機：CO2 濃度による外気量制御の導入等）

・ 客室：パターン別自動温度設定機能を活用しサービス性能を
維持しながら省エネを実現

ホテル部分の熱源一次ポンプシステムにおいて、流量による
フトの構築を実施

・【効果】動力削減率：約 30％、ホテル単体での年間 CO2 排出
量の約 1％に相当する削減率を達成

外観写真

ライトダウンキャンペーン 2010 年６月 21 日

銀座三井ビルディング

銀座三井ビルディング 〜環境への取組み〜

サピアタワー

03
Sapia Tower

既存

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区丸の内 1-7-12
主用途 ––––––––––– オフィス、コンファレンス、ホテル
敷地面積 ––––––––– 5,404㎡
延床面積 ––––––––– 78,279㎡
階数 –––––––––––––– 地上 35 階 地下 4 階 塔屋 1 階
竣工年月 ––––––––– 2007 年 3 月
環境性能評価 –––– CASBEE2008 認証 S
事業者・所有者 –– 東日本旅客鉄道株式会社
設計・監修 ––––––– 東日本旅客鉄道株式会社東京工事事務所、株式会社
ジェイアール東日本建築設計事務所
運営者 ––––––––––– 株式会社ジェイアール東日本ビルディング、日本ホ
テル株式会社

一次エネルギー消費原単位： 2,321MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：96.3kg/㎡・年
1. 一般管理事項
CO2 削減推進のため、運営者・入居者との協力体制を強化
2. 建物・設備の性能に関する事項
CO2 濃度による外気量制御の導入、高効率照明器具の導入、高効率
熱源機器の導入
3. 事業所・設備の運用に関する事項
BEMS（エネルギー管理システム）を活用し、きめ細かなエネルギー
分析を実施し、効率的な設備の運用を実施

URL –––––––––––––– http://www.jebl.co.jp/outline/sapiatower/index.html
3
サピアタワー

サピアタワーは知性を表す「sapience（サピエンス）」がそ
の名の由来。JR 東京駅、東西線大手町駅に直結するアクセ

スのよさを活かし、人々が集い行き交う場所として、R&E

「Research（リサーチ）&Education（エデュケイション）」を
コンセプトに様々な情報を集約・発信しています。
開発時における環境面の取り組み

開発時より環境や省エネルギーを強く意識した建築計画で、

「CASBEE– 新築 2008 年版」において最高評価である「S ラン
ク」認証を取得し、下記の環境内容について評価されました。

・ 周辺環境への配慮：まちなみ・景観への配慮、広場と一体的

・ サスティナブル建築：将来の機器更新時のスペース確保等に
配慮した建築計画

開業以降における環境面の取り組み

開業後は更なる環境負荷低減のため、事業者・運営者・入居

者・設備管理会社が協働して、下記のようなハード面での設備
投資やソフト面での運用改善を実施することで、大幅に CO2

を削減しています。

・ 蒸気・温水管断熱強化（CO2 削減量：約 45t-CO2 / 年）

・ 外調機外気取入量 CO2 制御の導入（CO2 削減量：約 85t-CO2

/ 年）

な歩行者空間で地域アメニティ向上に寄与

・ 冷水・温水 2 次ポンプ推定末端差圧制御の導入（CO2 削減

節水器具の採用

・ 各所照明 LED 化（オフィス・コンファレンス通路、ホテルレ

の断熱（エアフローウィンドウ等）を採用

・ 受電用変圧器 1 台休止運用（CO2 削減量：約 35t-CO2 / 年）

・ 設備の省エネルギー化：高効率設備機器の採用・効率運転、
・ 建築の熱負荷低減：室内環境を最適に保つ温熱環境制御、窓
・ 自然エネルギーの再利用：雨水・雑排水（中水）の再利用、太
陽光集光装置

・ 廃棄物の低減：ゴミの分別収集・減量化を考慮した設計（リ
サイクルセンターの計画・設置）

量：約 46t-CO2 / 年）

ストラン・客室等）
（CO2 削減量：約 85t-CO2 / 年）

・ CO2 削減推進の方針策定・情報共有の場として、各会議体
（事業者・運営者部会、入居者部会）を組織

新大手町ビル
Shin-Otemachi Building

04

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区大手町 2-2-1
主用途 ––––––––––– 事務所テナントビル
敷地面積 ––––––––– 8,530㎡
延床面積 ––––––––– 87,988㎡（地域冷暖房施設床面積除く）
階数 –––––––––––––– 地上 10 階 地下 3 階
竣工年月 ––––––––– 1958 年 12 月
事業者・所有者 –– 三菱地所株式会社
運営者 ––––––––––– 三菱地所ビルマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：1,633MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：63.8kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナント様への温暖化対策協議会開催による省エネ協力依頼・啓発
活動、環境・エネルギー情報提供システムの導入等
2. 建物・設備の性能に関する事項
高効率照明器具、昼光利用による照明制御、空調ゾーンの細分化、
CO2 濃度による外気量制御の導入等
3. 事業所・設備の運用に関する事項
計器類の定期的な保守整備、各種省エネ啓発活動の実施等

URL –––––––––––––– http://office.mec.co.jp/lineup/bldg_detail?bd=544

既存
4

ての事務所テナントビルです。建物の熱エネルギーについて

一方、建物運転管理についても、本建物を所有する三菱地所

のビル事業では ISO14001 の外部認証を取得しており、これ

は地域冷暖房施設より供給を受けています。

に基づき毎年 CO2 排出量削減目標を設定、毎日のエネルギー

が、これに合わせて、省エネ性にも配慮した設備改修を実施し

ます。

老朽化に伴い築 40 年前後に建物の大規模改修を行いました

ました。電気設備では高効率照明器具への更新、照度センサー

使用状況を確認しつつ、より効率的な設備運転を推進してい
また本建物を利用されている方々に向けての活動として、

の新設等、空調設備では空調ゾーンの細分化、変流量制御の導

ビルを利用される一般の方々に対してはポスター等の掲示に

改修後も、取り入れが可能な省エネ技術については順次検討、

年 2 回、地球温暖化対策協議会を開催し、クールビズ等の各種

入等、衛生設備では節水便器の採用等が行われました。大規模
改修を継続しています。

よる省エネ啓発活動を行っているほか、入居テナント様には

省エネ活動、廃棄物リサイクル活動へのご協力の依頼、啓発活
動を行っています。

新大手町ビル

本建物は 1958 年に竣工、今年で築 53 年を迎える地上 10 階建

ソニーシティ

05
Sony City

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 港区港南一丁目
主用途 ––––––––––– 事務所･ 会議場 ･店舗等
敷地面積 ––––––––– 18,165㎡
延床面積 ––––––––– 162,888㎡
階数 –––––––––––––– 地上 20 階 地下 2 階
竣工年月 ––––––––– 2006 年 10 月
事業者・所有者 –– ソニー株式会社、ソニー生命保険株式会社

一次エネルギー消費原単位：1,772MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：70.9kg/㎡・年
1. 一般管理事項
オーナー・テナント間での意見交換を細かく行い、実態に即したビ
ル運営管理を実施
2. 建物・設備の性能に関する事項
ダブルスキン構造（外壁）の導入、高効率統合熱源システムを導入、
未利用エネルギーの活用（下水処理水を冷却水として使用）
3. 事業所・設備の運用に関する事項
設計時の計画通り高効率運用ができているか、検証・改善しながら
の運用を実施

既存

建物諸元

5
ソニーシティ

ソニーシティ（ソニー本社ビル）は、ソニーグループの本社機

能を集約した建物である。本建物の建設にあたっては、以下の

施策を中心に建設時から運用まで最大限の環境配慮を行って
いる。

主な CO2 排出削減施策

1. ダブルスキンの採用（外壁）

ダブルスキン内部にブラインドを配置すると共に、内部を
自然換気することにより、外気負荷の影響を受けにくい構

造としている。（図 1）
2. 高効率統合熱源システムの導入
熱源設備については、INV ターボ冷凍機と定速ターボ冷凍機

建物外観

を採用すると共に、大規模水蓄熱槽を設置している。これら
機器の運転に関しては、自社の半導体工場等で構築した高

効率統合熱源システムを導入し、システム全体で各機器を

最も効率よく運転出来る様、全体最適制御を行っている。

3. 未利用エネルギーの活用

隣接する東京都下水道局芝浦水再生センターの下水処理水
の未利用エネルギーを、熱源機器用冷却水として活用して

いる。（図 2）

4. リアルタイム監視によるエネルギー管理
Web を利用した管理・監視システムを用いて、実績データ
の検証・運用改善を継続的に行っている。

図 2 熱源システム構成

図 1 ダブルスキンイメージ

電通汐留本社ビル
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Dentsu Shiodome Head Office Building

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 港区東新橋一丁目
主用途 ––––––––––– 事務所
敷地面積 ––––––––– 17,244㎡
延床面積 ––––––––– 231,701㎡
階数 –––––––––––––– 地上 48 階 地下 5 階
竣工年月 ––––––––– 2002 年 11 月
環境性能評価 –––– CASBEE2004 自己評価 S
事業者・所有者 –– 株式会社 電通
代表設計者 –––––– 株式会社 大林組
デザインパートナー ––– アトリエ・ジャン・ヌーベル、ジャーディ・パート
ナーシップ

一次エネルギー消費原単位：2,129MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：83.8kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナントと一体となって、様々な問題点を共有し、共に解決を図った
2. 建物・設備の性能に関する事項
事務室エリアの LED 照明導入など、竣工以降も CO2 削減対策を積極
的に採用した
3. 事業所・設備の運用に関する事項
より効率的な運転になるよう検証し、季節・時間別にきめ細かい運
用を実施した

既存

建物諸元

URL –––––––––––––– http://www.dentsu.co.jp/
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電通汐留本社ビル

電通本社ビルは 2002 年に竣工し、地球

環境との共生をコンセプトに誕生しま

した。当然ながら省エネルギーや省資源

の実現を最重要課題として設計されて
います。特に「冷暖房の負荷の抑制」
「自

然エネルギーの利用」
「資源・エネルギー

効率の向上」という 3 つの視点から、さ

まざまな検討が行われ、細心の技術やノ

ウハウが惜しみなく注ぎ込まれていま

す。建築・設備の両面にわたるそれらの

セラミックプリントガラス

取り組みは主なものだけで 35 項目に及

び、省エネ効果・CO2 削減効果はともに

竣工時の同規模の従来型建築物に比べ、

およそ 30% の向上を実現しています。

竣工後も温暖化対策に積極的に取り

組み「省エネ設備の導入、運用による省

エネ施策」を行いました。主な取組み

として空調制御に不感帯の導入、混合

ロス削減のために可変風量方式（VAV）

エアーフローウインドウ

のプログラム改良、熱源設備において

は冷水熱交換機に保温ジャケットを装
着することによる放熱ロスの削減、ま

た、水資源の有効活用として厨房排水
を再利用する中水造水設備の導入な

ど、約 40 項目に渡る対策に取組みまし

冷水熱交換機保温ジャケット装着

中水造水設備

事務室内照明 LED 化

た。更に、先進的取組みとして 2010 年
1 月に事務室内の照明の LED 化を実施。

蛍光管およびダウンライトあわせて約

20,000 個の LED を採用しています。

今後も社は、気候変動に関連した重

要会議として位置づけをしている「環

境戦略会議」において中長期計画を策

定し、温暖化対策への取組みを留める

ことなく推進し、実現します。

フロア図 ※塗りつぶし部を LED 化

東京ミッドタウン

07
Tokyo Midtown

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 港区赤坂九丁目
主用途 ––––––––––– テナントビル
敷地面積 ––––––––– 63,531㎡
延床面積 ––––––––– 456,340㎡（住宅除く）
階数 –––––––––––––– 地上 54 階 地下 5 階 ※タワー棟
竣工年月 ––––––––– 2007 年 1 月
事業者・所有者 –– 三井不動産株式会社他 9 社
設計・運営者 ––––– 株式会社日建設計
東京ミッドタウンマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：2,755MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：114.7kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナントとの協力体制及び情報共有の強化、性能検証によるエネル
ギー分析・診断を竣工後毎年実施
2. 建物・設備の性能に関する事項
高効率熱源機器等を導入、省エネルギー性能や環境に配慮した建物
外皮の導入
3. 事業所・設備の運用に関する事項
各機器の効率分析を行い最適運転を行うため、きめ細かい運用を実
施、運転実績データーを基に分析し、常に運用改善の実施

URL –––––––––––––– http://www.tokyo-midtown.com
既存
7
東京ミッドタウン

東京ミッドタウン開発コンセプト

地区計画面積約 10ha の大規模都市再生事業において、「On
「Diversity」
「ホスピタリティー」をコンセプトに、
the Green」

「都市再生」
「サステナブル、省エネルギー、省資源」
「環境共生」
に配慮した“街”づくりを行った。

・都市再生

働く、住まう、遊ぶ、憩う、そのすべてが一体となった複合

都市を目指し、高い機能性を備えたオフィス、住宅、ホテル、
商業施設、公園、美術館といった施設を設置し、多様な機能

（Diversity）を持つ街づくりを行った。

・環境共生

区立檜町公園と合わせた約 4ha の緑あふれるオープンス
ペースに加え、街のいたるところに「緑」を配し、ヒートア

イランド現象の緩和対策を施した。

CO2 削減への取組み

ビル所有者・運営会社、テナント等の関係者が一体となり、積

極的に運用改善に取り組んでいる。各設備機器の運転分析を
基に、最も効率的な運転を行い、CO2 削減を行なっている。

・サステナブル、省エネルギー、省資源

持続可能な「サステナブル建築」を目指し、高い機能性に加

え、長寿命化対策、低炭素街づくりをめざした省エネ・省資
源型基幹設備システムを構築した。

外観写真

約 4 ヘクタールの緑地

上空からの熱画像：昼間 3℃、夜間 1℃周辺より温度が低い

日除けルーバー

自然採光を利用した地下空間

コージェネレーションシステム

虎ノ門タワーズ オフィス
Toranomon Towers Office
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トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 港区虎ノ門 4-1-28
主用途 ––––––––––– テナントビル
敷地面積 ––––––––– 6,733㎡
延床面積 ––––––––– 59,705㎡
階数 –––––––––––––– 地上 23 階 地下 3 階
竣工年月 ––––––––– 2006 年 8 月
環境性能評価 –––– CASBEE2006 自己評価 S
事業者・所有者 –– ケーティービル有限会社
設計・運営者 ––––– 鹿島建設株式会社

一次エネルギー消費原単位：1,712MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：69.8kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナントをメンバーとした省エネ推進委員会を組織し、テナントと
ビル側が一体となり温室効果ガス排出量の削減を図っている
2. 建物・設備の性能に関する事項
ダブルスキン・カーテンウォールや高効率熱源システムなど省エネ
ルギー建築・設備システムを導入している
3. 事業所・設備の運用に関する事項
BEMS データに基づき、設計意図を理解した上で省エネルギー設備
システムを合理的に運転するよう継続的に性能検証や運用改善を
行っている

URL –––––––––––––– http://www.toranomontowers-office.jp/

既存

建物諸元
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2006 年に竣工した。

建築・設備面では、ダブルスキン・カーテンウォール、高効

率熱源・空調システム、Web を通じテナントが入居エリアの

組みとして、ビル側で複数の省エネ対策メニューを用意し、テ

ナントからの申請に基づきビル側で設定変更を行うなど、き
め細やかな対応を心掛けている。

また、継続的にエネルギー消費状況をまとめたレポート作

温室効果ガス排出量や省エネ実施状況を確認できるシステム

成を行うことで運用改善の効果を確認すると共に、新たな省

省エネ設備の効率的運転、テナントをメンバーとした省エネ

している。

などを導入、また管理・運用面では BEMS データ分析に基づく

推進委員会の開催などを実行している。

ビル全体としての省エネルギー達成にはテナントの協力が

不可欠である。テナントによって省エネルギーに対する考え

方が異なることから、自発的かつ積極的な取り組みを促す仕

エネ対策立案など、省エネに関する PDCA 管理サイクルを回

今後もテナントオリエンテッドをテーマに、テナントに選ば

れるビルであり続けることができるよう、鹿島及び鹿島グルー
プの総力を挙げて省エネルギー活動を積極的に進めていく。

ダブルスキン・カーテンウォール


⋭䉣䊈ኻ╷䊜䊆䊠䊷䈱⺑
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虎ノ門タワーズ オフィス（右側の建物。左側はレジデンス棟）

テナントと一体となった省エネ活動

䈋䉎ൻ䉲䉴䊁䊛



虎ノ門タワーズ オフィス

当ビルは時代を先取りした環境配慮技術を積極的に導入し

日本橋三井タワー
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Nihonbashi Mitsui Tower

既存

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 中央区日本橋室町 2-1-1
主用途 ––––––––––– テナントビル ( 事務所・ホテル・店舗）
敷地面積 ––––––––– 14,375㎡
延床面積 ––––––––– 133,727㎡
階数 –––––––––––––– 地上 39 階 地下 4 階
竣工年月 ––––––––– 2005 年 7 月
環境性能評価 –––– CASBEE2004 認証Ｓ
事業者・所有者 –– 三井不動産株式会社、株式会社千疋屋総本店
設計 –––––––––––––– 株式会社日本設計
運営者 ––––––––––– 三井不動産ビルマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：2,732MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：111.5kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナント、所有者、技術監理者の三位一体の CO2 削減推進体制を構
築し、各種計測・計量データを最大限活用しながら CO2 削減に取り
組み、効果検証を実施
2. 建物・設備の性能に関する事項
熱源ポンプのインバータ化、専用部照明の昼光利用、タスクアンビ
エント導入、専用部照明のタイムスケジュール制御、空調機 CO2 制
御導入
3. 事業所・設備の運用に関する事項
エネルギーデータ分析および保守・運用管理の徹底により CO2 削減
を効果的に実施

URL –––––––––––––– http://www.mitsuitower.jp/
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日本橋三井タワー

日本橋三井タワーにおける CO2 削減への取組み

実施。ビル所有者およびオフィステナントの双方の投資によ

〜テナントリレーション強化〜

り、タスクアンビエントや人感センサーによる在室検知制御、

ホテルの取り組み

きな取り組みが CO2 削減に寄与しています。

照明のタイムスケジュールの導入を推進。テナント様の前向

複数エネルギー管理者として「マンダリン オリエンタル 東

京」様と共同で優良事業所の申請を実施。業態がラグジュア

削減効果の評価

ら CO2 削減を進める必要があります。そのため、設備性能向

縮など運用改善についてもテナント様に積極的に取り組んで

リーホテルということもあり、サービスの品質を維持しなが

上のための熱源ポンプインバータ化や運用改善を目的とした
極め細やかな運転・保守管理を実践し、ビル所有者と一体と

なって、積極的に CO2 削減の取り組みを実施していただいて
います。

クールビズ（27 ℃以上）や室使用終了時の空調運転時間の短

いただいています。また、エネルギーデータ計測が可能な約

860 個の計量メータにより、より実効性の高い CO2 削減対策

と評価を実施しています。このような各種取り組みにより基
準年度に対し 2010 年度はテナント使用分のみで 22 ％の CO2

削減が達成できています。

オフィステナントの取り組み

各テナント様とは毎月定例会により、CO2 削減の情報交換を

今後も引き続きテナント様と協働で CO2 削減を推進して参

ります。

ホテルのエネルギーデータ解析

㩷㩷㩷

照明のタイムスケジュール制御導入

外観写真

日比谷国際ビル
Hibiya International Building
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建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区内幸町 2-2-3
主用途 ––––––––––– 事務所テナントビル
敷地面積 ––––––––– 10,396㎡
延床面積 ––––––––– 123,228㎡（地域冷暖房施設床面積除く）
階数 –––––––––––––– 地上 31 階 地下 5 階
竣工年月 ––––––––– 1981 年 10 月
事業者・所有者 –– 三菱地所株式会社
運営者 ––––––––––– 三菱地所ビルマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：1,927MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：76.8kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナント様への温暖化対策協議会開催による省エネ協力依頼・啓発
活動、環境・エネルギー情報提供システムの導入等
2. 建物・設備の性能に関する事項
高効率照明器具、高効率変圧器、空調機変風量システム、全熱交換器
システム、CO2 濃度による外気量制御の導入等
3. 事業所・設備の運用に関する事項
計器類の定期的な保守整備、各種省エネ啓発活動の実施等

URL –––––––––––––– http://office.mec.co.jp/lineup/bldg_detail?bd=532

既存
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ての事務所テナントビルです。建物の熱エネルギー・中水につ

一方、建物運転管理についても、本建物を所有する三菱地所

のビル事業では ISO14001 の外部認証を取得しており、これ

いては、地域冷暖房施設より供給を受けています。

に基づき毎年 CO2 排出量削減目標を設定、毎日のエネルギー

行っていますが、更新にあたり事前に各設備の運用状況を分

ます。

老朽化を見据え、築 20 年頃から計画的に建物の設備更新を

析し、変化に応じた見直しを図ると共に、採用可能な省エネ

使用状況を確認しつつ、より効率的な設備運転を推進してい
また本建物を利用されている方々に向けての活動として、

技術については積極的に取入れを図りました。電気設備では

ビルを利用される一般の方々に対してはポスター等の掲示に

調ゾーンの細分化、室内 CO2 濃度による外気量制御の導入等、

年 2 回、地球温暖化対策協議会を開催し、クールビズ等の各種

高効率照明器具、高効率変圧器への更新等、空調設備では空

衛生設備では節水便器の採用等を実施しました。

よる省エネ啓発活動を行っているほか、入居テナント様には

省エネ活動、廃棄物リサイクル活動へのご協力の依頼、啓発活
動を行っています。

日比谷国際ビル

本建物は 1981 年に竣工、今年で築 30 年を迎える地上 31 階建

丸の内ビルディング
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Marunouchi Building

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区丸の内 2-4-1
主用途 ––––––––––– 複合用途テナントビル
敷地面積 ––––––––– 10,029㎡
延床面積 ––––––––– 159,084㎡（地域冷暖房施設床面積除く）
階数 –––––––––––––– 地上 37 階 地下 4 階
竣工年月 ––––––––– 2002 年 8 月
事業者・所有者 –– 三菱地所株式会社
運営者 ––––––––––– 三菱地所ビルマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：3,411MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：135.1kg/㎡・年
1. 一般管理事項
テナント様への温暖化対策協議会開催による省エネ協力依頼・啓発
活動、環境・エネルギー情報提供システムの導入等
2. 建物・設備の性能に関する事項
高効率照明器具、昼光利用による照明制御、空調機変風量システム、
潜熱蓄熱システム、外気冷房、CO2 濃度による外気量制御の導入等
3. 事業所・設備の運用に関する事項
計器類の定期的な保守整備、各種省エネ啓発活動の実施等

URL –––––––––––––– http://office.mec.co.jp/lineup/bldg_detail?bd=916
既存
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丸の内ビルディング

本建物は 2002 年に竣工、今年で築９年を迎える地上 37 階建

ての複合用途テナントビルです。建物の熱エネルギーについ

一方、建物運転管理についても、本建物を所有する三菱地所

のビル事業では ISO14001 の外部認証を取得しており、これ

ては地域冷暖房施設より供給を受けています。

に基づき毎年 CO2 排出量削減目標を設定、毎日のエネルギー

なっています。建築的には外壁のルーバーによる日射遮蔽等、

ます。

本建物は採用可能な省エネ技術を積極的に取入れる設計と

電気設備では高効率照明器具、昼光利用による照明制御の採

使用状況を確認しつつ、より効率的な設備運転を推進してい
また本建物を利用されている方々に向けての活動として、

用等、空調設備では高効率熱源機器、潜熱蓄熱システム、空調

ビルを利用される一般の方々に対してはポスター等の掲示に

用等、衛生設備では節水便器の採用等が図られています。

年２回、地球温暖化対策協議会を開催し、クールビズ等の各種

機変風量システム、外気冷房、CO2 濃度による外気量制御の採

よる省エネ啓発活動を行っているほか、入居テナント様には

省エネ活動、廃棄物リサイクル活動へのご協力の依頼、啓発活
動を行っています。

三菱商事ビルディング
Mitsubishi Shoji Building

12

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区丸の内二丁目
主用途 ––––––––––– 本社ビル
敷地面積 ––––––––– 5,308㎡
延床面積 ––––––––– 59,661㎡
階数 –––––––––––––– 地上 21 階 地下 3 階
竣工年月 ––––––––– 2006 年 3 月 31 日
環境性能評価 –––– CASBEE2006 自己評価 S
事業者・所有者 –– 三菱商事株式会社
設計者 ––––––––––– 株式会社三菱地所設計

一次エネルギー消費原単位：1,874MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：73.7kg/㎡・年
1. 一般管理事項
環境マネジメントシステムとも密に連携した CO2 削減推進体制を敷
き、削減推進に積極的に取り組んだ
2. 建物・設備の性能に関する事項
環境負荷に配慮した高性能な照明・空調設備等を導入している
3. 事業所・設備の運用に関する事項
きめ細やかな設備運用に加え、社員一丸となった省エネ活動を実施
している

既存
12

調和し、環境との共生に配慮した総合商社が入居するオフィ
スビルとして 2006 年 3 月に完成しました。

当ビルでは、基準階（執務室フロア）においては、直射日光

テム（ゾーン毎ミキシング VAV 方式）や各種省エネ型設備機

器を積極的に採用しております。併せて、資源の循環利用のた

めの中水道設備を設け、雨水利用も行なうとともに、運用面で
も廃棄物の 100% 循環利用を目指しております。また、2011

を遮るファサード、エアーフローウインドウ（二重窓）、太陽

年度よりタスクアンドアンビエント照明（天井照明の照度を

との断熱性を高め、天井照明の自動調光制御、自然換気システ

用部の一部 LED 化を進める等、今後の排出量削減に向けた削

位置追尾型の自動制御ブラインドシステムの採用により外部

ムや氷蓄熱システムなどの省エネシステムを備えています。
そのほか、空調の部分負荷にきめ細かく対応できる空調シス

三菱商事ビルディング 外観写真

下げ LED タスクライトで机上面照度を補う）の本格導入、共

減施策を進めると共に、環境マネジメントシステム活動によ
り全社員で更なる省エネ（節電）に努めております。

三菱商事ビルディング

三菱商事ビルディングは、皇居に面する丸の内地域の特性に

明治安田生命ビル・明治生命館

13

Meiji Yasuda Seimei Building and Meiji Seimei Kan Building

既存

建物諸元

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区丸の内 2-1-1
主用途 ––––––––––– テナントビル
敷地面積 ––––––––– 11,347㎡
延床面積 ––––––––– 178,954㎡
階数 –––––––––––––– 地上 30 階 地下 4 階
竣工年月 ––––––––– 2004 年 8 月
環境性能評価 –––– CASBEE2006 自己評価Ｓ
事業者・所有者 –– 明治安田生命保険相互会社
設計 –––––––––––––– 株式会社三菱地所設計
運営者 ––––––––––– 明治安田ビルマネジメント株式会社

一次エネルギー消費原単位：1,835MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：72.3kg/㎡・年
1. 一般管理事項
竣工後の継続的なコミッショニング（性能検証）データに基づく
CO2 削減対策を立案、実施し、CO2 削減を図った
2. 建物・設備の性能に関する事項
氷蓄熱を中心とする高効率熱源システムの構築、高性能窓システム、
外気保証型空調機の採用により、建物全体の環境負荷低減が可能と
なった
3. 事業所・設備の運用に関する事項
BEMS データの解析結果を基に、さらなる高効率化にむけた熱源の
運用方法を見直し、実施した

URL –––––––––––––– http://www.meijiyasuda.co.jp/
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明治安田生命ビル・明治生命館

本建築物は、重要文化財に指定された “ 明治生命館 " の保存再

生と “ 明治安田生命ビル " の新築を行い、最新技術を備えた

“超高層建築物 " と“ 歴史的建造物 " の共存を目指し 2005 年に
竣工した。

建物エネルギー消費の大半を占める空調・照明設備におい

ては、高効率熱源機を基幹に据えた大規模氷蓄熱システムの

導入をはじめ、外気保証型変風量空調システム、大温度差変流

量システム、高効率照明器具並びに調光システムを導入した。
重要文化財再生にあたっては氷蓄熱による低温熱源を利用し

た冷媒自然循環方式を採用し搬送動力の大幅な削減を図って
いる。

西側に皇居を望む立地を生かし、明治安田生命ビルにおい

ては、自動制御ブラインド組込型のエアフローウインドウ( 一

部ダブルスキン）を採用した。自然光と眺望を確保しながら適

切な日射遮蔽制御を行い、光の導入と日射の遮蔽という相反

する要素の両立を図り、照明用消費電力と空調負荷の削減を
同時に実現している。

明治生命館（手前）と明治安田生命ビル

導入されたさまざまな省エネルギーシステムは、施主・管理

者・設計者並びに施工者と協同で、調整などの手順を経て運用

面でさまざまな改良を加え、さらなる良好な運転状態を追求、
実現し、大幅なエネルギー消費並びに CO2 削減を図っている。

新旧建物を結ぶアトリウム

基準階

エアーフローウィンドウ

䉣䉝䊐䊨䊷䉡䉞䊮䊄䉡

䉣䉝䊐䊨䊷䉡䉞䊮䊄䉡

䉻䊑䊦䉴䉨䊮

基準階・エアーフローウィンドウ・ダブルスキン平面図

六本木ヒルズ（六本木ヒルズ森タワー、けやき坂コンプレックス、グランドハイアット東京）
Roppongi Hills

14

トップレベル事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 東京都港区六本木六丁目
主用途 ––––––––––– 事務所・商業・ホテル
敷地面積 ––––––––– 39,288㎡
延床面積 ––––––––– 461,151㎡
階数 –––––––––––––– 地上 54 階 地下 6 階
竣工年月 ––––––––– 2003 年 4 月
事業者・所有者 –– 森ビル株式会社 他
設計・運営者 ––––– 森ビル株式会社 他

一次エネルギー消費原単位：3,304MJ/㎡・年
CO2 排出原単位：129.3kg/㎡・年
1. 一般管理事項
CO2 削減推進体制を強化、テナント協議会により問題意識を共有化
した
BEMS の活用による効率運用を徹底化、無駄の排除を徹底
2. 建物・設備の性能に関する事項
大規模ガスコージェネによる高効率 DHC より熱供給を受け、二次側
システムも変流量、変風量システムを採用
外気冷房、CO2 制御などの各種省エネシステムも導入
3. 事業所・設備の運用に関する事項
日々の運用管理をきめ細かく実施、BEMS も活用し適切な運用の見
直しを繰り返し行った

URL –––––––––––––– http://www.roppongihills.com/

既存

建物諸元

14
六本木ヒルズ

六本木ヒルズはオフィス、住宅、商業、文化施設、ホテル、シ

ネマコンンプレックスなど多様な機能を複合した民間として
は国内最大規模の再開発事業です。旧毛利邸跡の池・緑地保

全をはじめ、公園・広場などを整備し、計画敷地の過半をオー

プンスペースとし、緑豊かで潤いのある都市空間を創出して

います。また、地球温暖化への影響や開発地周辺の既存インフ

ラ施設に対する影響を、高品質なサービス提供を維持しつつ

最小限に抑えるため、地域全体での環境性の向上や、省エネル
ギーシステムの導入にも積極的に取り組んでいます。

エネルギー供給システムとして大規模なガスタービンによ

る発電とその排熱を利用した地域冷暖房プラントを設置、省

エネ性と環境性に優れた高効率システムを構築しました。電
気と熱の需要変動に応じて最適な発電が可能となり、従来シ

ステム比約 20% のエネルギー削減が可能となり、CO2 や NOx

の排出量も大幅に削減しています。

さらに、資源循環の観点より、水資源の有効利用設備として

中水処理施設および雨水処理施設を設置。中水処理施設の中
水製造能力は、約 1,000m3/ 日におよび、トイレ洗浄水として

使用しています。上水供給の節水効果は約 30% になります。

雨水についても、地区全体で雨水貯留槽を 13 カ所設置し、濾

過処理後空調用水として有効利用を図っています。

森タワーなど各施設単位でも各種高効率機器の導入に加え、

BEMS によるコミッショニング（性能検証）の実施、入居者の

みならず来街者も含む利用者への環境エネルギー情報提供シ
ステムの導入等様々な環境配慮システムを導入しています。

六本木ヒルズ森タワー

けやき坂コンプレックス

グランドハイアット東京

黒龍芝公園ビル

15

Kokuryu Shiba Koen Building

建物諸元

知事表彰事業所に関わる評価

所在 –––––––––––––– 港区芝公園二丁目
主用途 ––––––––––– テナントビル
敷地面積 ––––––––– 1,457 ㎡
延床面積 ––––––––– 西館 2,853㎡
東館 6,646㎡
階数 –––––––––––––– 西館 地上 6 階 地下 1 階
東館 地上 9 階 地下 1 階
竣工年月 ––––––––– 1970 年竣工 /1978 年増築 /2006 年リニューアル
事業者・所有者 –– 株式会社黒龍堂
技術的助言者 –––– 矢花𠮷治（アドバイザー）、清水建設株式会社

CO2 排出原単位：57.9kg/㎡・年（2009 年度）
1. 総量削減率：20.4％
2. 実施した目標対策※の削減率：18.3％
3. 主な取組：
① VAV の導入による空調区画の管理

② 照明設備をインバータ器具へ更新
③ 全テナント参加の推進委員会を設置し、情報の共有化を図るとと
もに、対策によって得られた経済的成果をテナント、ビル管理会
社双方へ還元

既存

目標対策：投資回収４年以上の設備導入対策

URL –––––––––––––– http://www.kokuryudo.co.jp/

※

黒龍芝公園ビルは、1907 年創業の化粧品メーカー、㈱黒龍堂

ナントが “ 自主的に ” 省エネに取り組めるよう、省エネによっ

ントの満足度をより高め、ビルの付加価値を上げることを目

「インセンティブ」の仕組みを取り入れました。同時に、設備

15
黒龍芝公園ビル

が所有・運営するテナントビルの一つです。当ビルでは、テナ

的とした「資産価値向上計画」の一環として、低炭素化に取り
組んでいます。

当ビルのエネルギー消費は 8 割がテナントの利用によるも

て削減できたエネルギーコストの一部をテナントに還元する

運転を担うビルの管理会社にも消費エネルギーの削減量に応
じた還元をしました。

私たちの取り組みとその成果は、テナントビルにおける低

のでしたが、テナントビルである以上、これをビルが強制的

炭素化が、テナントに我慢をお願いするだけのものではなく、

を参考に、テナントに当ビルが目指すエネルギー使用の方向

例です。今後、さらに「意識と情報の共有」の密度を高め、ビ

に抑制しづらいという事情がありました。私たちは都の指針

性を示し、「意識と情報の共有」を図りました。さらに、各テ

緑豊かな芝公園に立地する黒龍芝公園ビル（画面右側の 2 棟。左側が西館、右側が東館）

また、単にビル設備の新旧だけの問題でもないことを示す一
ルの快適性と低炭素化の両立を目指したいと考えています。

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 7 号館

16

Kasumigaseki Common Gate–Central Goverment Building No.7

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区霞が関 3-2-1,2,3
主用途 ––––––––––– 事務所・店舗・駐車場
敷地面積 ––––––––– 24,232㎡
延床面積 ––––––––– 253,493㎡
階数 –––––––––––––– 地上 38 階 地下 3 階
竣工年月 ––––––––– 2008 年 9 月 30 日
環境性能評価 –––– CASBEE2006 自己評価 S
建築主 ––––––––––– 国土交通省、文部科学省、会計検査院、金融庁、独立
行政法人 都市再生機構、霞が関 7 号館ＰＦＩ株式会社
設計 –––––––––––––– 久米設計・大成建設・新日鉄エンジニアリング設計共同企業体
施工 –––––––––––––– 大成建設・新日鉄エンジニアリング・日本電設・三菱
重工パーキング建設共同企業体

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：29%）
Low-e ガラス（U=2.6W/㎡・K）の導入、水平ルーバー
窓横に柱型の出張り、屋上緑化など

2. 省エネ対策（ERR：43% 事務所）

ガスコジェネレーションシステム（CGS）、燃料電池、大温度差送水
変流量方式、温度成層型蓄熱槽、外気冷房、CO2 制御
簡易エアフローウインドウ、変風量方式、中水利用など
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS によるエリア・用途別の電力量・熱量・給水量計量
4. 再生可能エネルギー（導入量：77kW（発電分））
太陽光発電、風力発電、自然換気（ナイトパージ）
昼光利用照明制御、アースチューブ（地熱利用）、雨水利用など

URL –––––––––––––– http://www.kasumigaseki-commongate.com/

新築

建物諸元
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る、省エネルギーで環境にも配慮した先進的な超高層ビルです。

自然エネルギーの直接利用
・ 昼光利用照明制御

屋上の太陽光発電パネル

事務室内に設置したセンサーで昼光を検知し、照明器具の
照度補正を行って消費電力を削減しています。

・ ナイトパージ

吹抜の煙突効果を利用した夜間の自然通風により、躯体を
冷却して昼間の冷房負荷を低減しています。

7
建物外観

低層の屋上緑化

昼光利用照明制御シミュレーション

事務室の照明点灯状況

自然エネルギーの間接利用
・ 太陽光発電・風力発電

高層棟の屋上に多結晶シリコン型太陽光発電パネルと風力
発電装置を設置しています。

様々な省エネルギー・省環境負荷対策

・ コージェネレーションシステム（CGS）の採用

ガスエンジン発電機や燃料電池で発電を行い、その排熱を空
調や給湯に利用してエネルギー効率の向上を図っています。

・ 高効率な冷水蓄熱システム

夜間に熱源機器を高効率運転して冷水を蓄熱槽に蓄え昼間
の空調に利用しています。蓄熱槽は高効率な温度成層型と

し電力需要平準化にも寄与しています。

・ 簡易型エアフローウインドウ

事務室の窓際は、夏は天井付近の熱気を排出，冬は窓下から
冷気を排出して空調負荷を低減しています。

・ 中水・雨水利用

雑排水・厨房排水などの中水と雨水をトイレ洗浄水や植栽
散水に利用して水の省資源化を図っています。

・ 屋上緑化

低層（保存棟）部分の屋上を緑化して空調負荷を低減してい
ます。

霞が関コモンゲート・中央合同庁舎第 号館

PFI 手法を適用した大規模官民協働プロジェクトである本事業
は、
〈都市再生〉
〈環境共生〉
〈歴史再生〉を 3 つのコンセプトとす

ナイトパージ概念図，通風路写真 ( ①〜③ )

（仮称）京橋 3–1 プロジェクト
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（tentative name）Kyobashi 3–1 Project

新築

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 中央区京橋三丁目
主用途 ––––––––––– 事務所・物販店・飲食店・集会所
敷地面積 ––––––––– 8,131㎡
延床面積 ––––––––– 約 117,000㎡
階数 –––––––––––––– 地上 24 階 地下 4 階
竣工年月 ––––––––– 2013 年 3 月（予定）
環境性能評価 –––– CASBEE2008 自己評価 S
建築主 ––––––––––– 京橋開発特定目的会社 ほか
設計 –––––––––––––– 日建設計・日本設計共同企業体、清水・大成（仮称）
京橋 3–1 プロジェクト設計監理共同企業体
施工 –––––––––––––– 清水・大成（仮称）京橋 3–1 プロジェクト新築工事
共同企業体

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：43.93% 事務所）
高層階：大庇・Low-e 複層ガラスを採用
低層階：庇に加え大規模な屋上緑化を実施

2. 省エネ対策（ERR：39.78%）

空調：外気冷房（事務所階）、インバータ制御
照明：センサーによる事務室自動調光、共用部 LED 照明
衛生：雨水・中水利用
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS の活用によるエネルギー管理の実施
4. 再生可能エネルギー（導入量：180kW）
太陽光発電 50kW を設置
地中熱利用ヒートポンプチラー熱源容量 130kW を設置
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︵仮称︶京橋3 1 プロジェクト

–

本プロジェクトの省 CO2 技術とその効果
ハイブリッド外装

本計画建物では、建物全周に大庇を設けることで日射を遮蔽

し、大開口とすることで眺望を確保しつつ自然光を取り込む

ことも実現している。大庇は外壁のメンテナンス歩廊を兼ね

ており、メンテナンスしやすくすることで建物の長寿命化に

も寄与している。また徹底した熱負荷低減のために、窓面では

Low-e 複層ガラスを採用し、太陽光追尾電動ブラインドも設

置する。さらにエコボイドを活用した外壁面での自然換気の

導入、人感センサー・明るさセンサーによる照明負荷低減等、

複数の省 CO2 技術を複合させた省 CO2 ハイブリッド外装を構
成する。

省 CO2 型熱源・設備システム

外装の高遮熱高断熱化とあわせて、蓄熱槽や外気量制御、照明
の LED 化などによってピーク負荷を削減し、熱源機器をコン

パクト化するとともに、年間を通じてフラットな熱負荷とす
ることで高効率運転を実現する。
再生可能エネルギー活用システム

都市の未利用エネルギーとして、地下躰体において地中熱を
汲み上げ､ ビルの冷暖房に利用する｡ 屋上スペースには、設置

可能な最大限の太陽光発電を設置する。

省 CO2 取組みイメージ

㩷

清水建設新本社プロジェクト

Shimizu Corporation New Headquarters Construction Project

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 中央区京橋 2-16-1
主用途 ––––––––––– 事務所
敷地面積 ––––––––– 約 3,000㎡
延床面積 ––––––––– 約 51,800㎡
階数 –––––––––––––– 地上 22 階 地下 3 階
竣工年月 ––––––––– 2012 年春（予定）
環境性能評価 –––– CASBEE2010 自己評価 S
建築主 ––––––––––– 清水建設株式会社
設計・施工 ––––––– 清水建設株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：25%）

ハイブリッド外装システムの導入

2. 省エネ対策（ERR：42.4%）
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タスク＆アンビエント輻射空調システムの導入
エネルギーオフセット照明システムの導入
3. 効率的な運用のしくみ
シミズマイクログリッドの導入
4. 再生可能エネルギー（導入量：137kW）
太陽光パネル（年間発電量 84,000kWh/ 年）を外窓に設置

新築
18
清水建設新本社プロジェクト

カーボンハーフを目指して

有限の地球、環境の時代といわれて久しいが、京都議定書の削

減プログラムに反し、温暖化ガス排出量は増え続けている。持
続可能な社会構造への転換には技術・制度・精神、三つの変革

が不可欠である。そんな中、洞爺湖サミットにおいて 2050 年

までに温暖化ガスを 50% 削減するという、世界共通の環境目
標が宣言された。

新本社プロジェクトのテーマは「超環境オフィスの創造」で

ある。最先端の建築・環境技術を結集し CO2 削減 50%（東京

都平均値比）をめざし、2050 年を待たず世に送り出そうとい

うものだ。しかし 50% というとんでもない数字を実現するの

は並大抵のことではない。たくさんの新しい環境技術を開発、
融合し、集合体として建築デザインへ昇華させなくてはなら

ない。ここでは開発技術である、外部負荷を削減し発電機能を

兼ね備えたハイブリッド外装システム、日本の気候風土に適
したタスク & アンビエント輻射空調システム、太陽光を最大

限に活用したエネルギーオフセット照明システム、シミズ・マ
イクログリッドシステムについて紹介する。

タスク＆アンビエント輻射空調システム

ハイブリッド外装システム

エネルギーオフセット照明システム

JPタワー（仮称）
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JP Tower（tentative name）

新築

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区丸の内 2-7-2
主用途 ––––––––––– 事務所・店舗・駐車場 等
敷地面積 ––––––––– 約 11,600㎡
延床面積 ––––––––– 約 212,000㎡
階数 –––––––––––––– 地上 38 階 地下 4 階
竣工年月 ––––––––– 2012 年春（予定）
環境性能評価 –––– CASBEE2006 自己評価 S
建築主 ––––––––––– 郵便局株式会社、東日本旅客鉄道株式会社、三菱地
所株式会社
設計監理 ––––––––– 株式会社三菱地所設計
施工 –––––––––––––– 大成建設株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：34%）
高性能 Low-e ガラスによるエアフローウィンドウの採用
日射遮蔽ルーバーの採用

2. 省エネ対策（ERR：35% 以上 事務所）

アトリウムの自然換気システム
外気冷房、VAV 制御、VWV 制御、高効率トランスの採用
事務所フロアにおける LED 照明の採用
3. 効率的な運用のしくみ
高機能なエネルギー管理システム（BEMS）の導入
系統毎のエネルギー（電力・水・熱）計量による使用量の把握
4. 再生可能エネルギー（導入量：60kW）
太陽光発電パネル 60kW の採用
地中熱を利用した床輻射冷暖房システムの採用
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JP タワー︵仮称︶

JP タワーにおける環境負荷低減への取り組み
事務所フロアにおける快適性と徹底した省エネルギーの両立

高層事務所は、日射遮蔽ルーバーと高性能遮熱断熱ガラス

（Low-e ガラス）によるエアフローウィンドウを組み合わせる

ことにより、眺望の確保と外皮負荷削減の両立を図る。また、

LED 照明器具の採用、昼光利用、外気冷房などの省エネルギー
システムを採用する。

事務所フロアにおける徹底した省エネルギーで、年間約

4,700 トンの CO2 削減を目指し、事務所部分における CO2 排

出量原単位については東京都省エネカルテ事務所基準より約

36％の削減を目指す。

自然エネルギーを最大限利用したアトリウム環境の実現

光、風、水などの自然エネルギーを最大限活用し、アトリウム

空間における大幅な省エネルギーを目指す。

・光の活用： トップライトにシースルー型太陽光発電パネルを
設置する。

・風の活用： アトリウムのトップライト窓を開閉することで自
然換気を行う。

・水の活用： 地中の熱エネルギーを利用した冷暖房を導入し、
未利用エネルギー利用とヒートアイランド現象

の緩和に努める。

自然エネルギーの活用で年間約 110 トンの CO2 削減を目指す。
地域冷暖房施設の連携利用による CO2 削減

㩷
高層事務所断面図

本計画にて受け入れる冷熱源となる DHC 冷熱源プラントは、

隣接ビル DHC プラントとの連携運転を行うことで、年間約

850 トンの CO2 削減を目指す。

㩷
アトリウム断面図

精神医療センター（仮称）東京都立松沢病院
Tokyo Metropolitan Matsuzawa Hospital

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 世田谷区上北沢 2-1-1
主用途 ––––––––––– 病院
敷地面積 ––––––––– 183,512㎡
延床面積 ––––––––– 55,314㎡
階数 –––––––––––––– 地上 7 階
竣工年月 ––––––––– 2014 年 1 月末（予定）
建築主 ––––––––––– 株式会社メディカルマネジメント松沢
設計 –––––––––––––– 株式会社昭和設計
施工 –––––––––––––– 日揮株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：25.00%）

URL –––––––––––––– http://www.byouin.metro.tokyo.jp/matsuzawa/
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新築

庇やバルコニーの設置による日射抑制の削減
屋根・外壁の高断熱化による空調負荷の削減
2. 省エネ対策（ERR：37.36%）
光庭・トップライト等の設置による照明消費電力の削減
クールトレンチ・ヒートトレンチの採用による空調負荷の削減
熱源機器の大温度差システムによる電力の削減
熱源搬送機器の変流量、変風量制御による電力の削減
3. 効率的な運用のしくみ
エネルギー管理のため BEMS 対応の中央監視制御装置を設置
4. 再生可能エネルギー（導入量：30kW）
太陽光発電 30kW の採用による消費電力の削減
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精神医療センター︵仮称︶東京都立松沢病院

精神医療センター（仮称）は、「都立病院改革マスタープラン」
及び「都立病院改革実行プログラム」に基づき東京都立松沢病

院を再編整備するものである。再編整備により機能性の向上

と集約立体化による利便性の向上などを図り、東京都におけ

る精神科医療の拠点としての役割を果たすことを目的として
いる。

病院が位置する「松沢の森」は大正中頃からの歴史を持ち、

豊かな自然環境が形成されている。この豊かな自然環境を保

全し、さらに地球環境を守る視点から省エネ、低炭素排出を図
るべく以下の取り組みを行っている。
自然環境の保全

・建物の平面形を出来る限りコンパクトに計画
・立体的な緑の連続を確保する屋上庭園の配置

・土地利用区分を明確にし、計画地の持つ緑のポテンシャル
を顕在化させる外構計画

省エネ、低炭素排出への取り組み

（「建築物環境計画書に関わる評価」記載以外の項目）
・全熱交換機、外気冷房等による空調負荷の低減

・局所換気、温度センサー換気量制御による電力の削減
・高効率機器、照明器具の採用による電力の削減
・人感センサー、調光システムによる電力の削減

・中央照明制御盤タイムスケジュールによる電力の削減

・ヒートポンプ給湯機による高効率なエネルギー利用
・雨水、厨房排水利用による中水設備の採用

トップライトや開口部から自然光を導き入れると共に、敷地の緑を取り込んだ
エントランスホール

ソニー株式会社 ソニーシティ大崎
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Sony Corporation Sony City Osaki

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 品川区大崎 2-10- １
主用途 ––––––––––– 事務所
敷地面積 ––––––––– 16,559㎡
延床面積 ––––––––– 124,041㎡
階数 –––––––––––––– 地上 25 階 地下 2 階 塔屋 2 階
竣工年月 ––––––––– 2011 年 3 月 18 日
建築主 ––––––––––– ソニー株式会社
設計 –––––––––––––– 株式会社日建設計
施工 –––––––––––––– 建築：鹿島建設株式会社 電気：株式会社関電工
空衛：東洋熱工業株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：31.7%）
Low-e ガラス（U=1.8W/㎡ ･K）、バルコニー庇、太陽電池庇

新築

URL –––––––––––––– http://www.sony.co.jp

バイオスキン（保水性ルーバー気化熱冷却）

2. 省エネ対策（ERR：54.5%）

高効率トランス、人感センサー照明制御、高効率冷凍機（COP6.0）
変流量制御、変風量制御、CO2 外気制限、CO 換気制限
CO2 冷媒給湯器（エコキュート）、エレベータ VVVF 制御
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS による用途別、階別、エリア別電力計量・熱計量
BEMS の見える化画面による全体省エネ度自動演算表示
4. 再生可能エネルギー（導入量：130kW）
太陽光発電 30kW、太陽熱給湯補助 100kW

21
ソニー株式会社 ソニーシティ大崎

建物の顔となる北東面ファサードには、“ バイオスキン ” が装

周囲で敷地と同じ 2 万㎡規模の緑地と同じ涼房効果が試算さ

空で、内部通水分が表面に染み出して気化し、表面や周囲空気

して上水の消費を抑えている。

備されている。ルーバー状のバイオスキンのフィンは楕円中

の温度を低下させる。その結果、建物の窓廻りの冷房負荷を

削減する。冷却効果のあるルーバー部は 3 〜 24 階までのバル

れている。蒸発のために循環供給する水は、屋上雨水を再利用
太陽電池パネルは、建物南側のバルコニー先端に突き出し

たかたちで 3 階おきに 6 箇所設けられ、庇の効果があわせて得

コニー欄干すべてで、フィンは全部で約 14,300m の長さがあ

られる配置としている。

バイオスキンがあれば 26 ℃で空調してもそれと同じ冷房負

予熱器として使用される。断熱有無による 2 種類の集熱パネル

る。クールビズでは 28℃くらいの高めの室温で冷房を行うが、

太陽熱集熱パネルは屋上に設置し、社内食堂の厨房給湯の

荷削減効果があると同時に、入居者の業務効率を確保したオ

を並べて設置し、その性能差をロードテストすることができ

公共デッキへ流下して、街を冷やすことも期待している。建物

の将来展開に向けてデータ蓄積を計るものとしている。

フィス温度環境が得られる。また、冷やされた空気が建物下の

バイオスキン

太陽光発電

るようになっていて、ソニーの全国にある工場などの施設へ

太陽熱パネル

㩷
バイオスキン効果シミュレーション

バイオスキン給水

㩷

竹中工務店 東京本店社屋
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Takenaka Corporation Tokyo Main Office

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 江東区新砂１- １- １
主用途 ––––––––––– 事務所
敷地面積 ––––––––– 23,383㎡
延床面積 ––––––––– 29,748㎡
階数 –––––––––––––– 地上 7 階
竣工年月 ––––––––– 2004 年 9 月 29 日
環境性能評価 –––– CASBEE2004 認証 S（BEE=4.9）
建築主 ––––––––––– 株式会社竹中工務店
設計・施工 ––––––– 株式会社竹中工務店

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：25%）

URL –––––––––––––– http://www.takenaka.co.jp/news/pr1003/m1003_01.html

新築

窓面積の抑制（ポツ窓デザイン）と Low-e 複層ガラスの採用
大庇の設置、外壁の断熱
2. 省エネ対策（ERR：42.43%）
自然エネルギーを主体としたエネルギー利用制御、光と風の導入
（呼吸する外皮と３つの光庭）、ハイブリッド空調、太陽熱集熱ダク
ト、昼光利用照明、人感センサー照明、雨水利用、高効率熱源の導入
（COP5.0）、オフィス LED 照明（2011 年 8 月改修）
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS によるエリア別・用途別の電力・熱量計量と分析
電力デマンド制御、エネルギー削減推進組織の継続的活動
4. 再生可能エネルギー（導入量：290kW）
太陽熱集熱ダクト140kW、太陽光発電パネル 150kW（2011年 8 月設置）
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竹中工務店 東京本店社屋

この建物は 2004 年に完成した本社移転プロジェクトである。
プロダクティビティの高い高品位なオフィス空間を提供す

ると同時に、都市型サステナブルビルの実践を目指してライ

フサイクルを通じた環境に配慮し、建築と設備が一体化した
様々な技術を導入している。

敷地の南端は東京湾に通じる運河に接し、その上を自然の

風と光が遮られることなく運ばれてくる。環境計画はこの「光
と風の導入」をコンセプトとし、これを呼吸する外皮と建物中

央に複数配置された大きな光庭と吹抜けによって具現化する

ことで、内外で接する自然エネルギーを主体とした建物の運
用形態を可能としている。

「光と風の導入」は建物だけではなく、地域に対しても低く

竹中工務店

東京本店社屋

外観

南北に細長い外形によって、自然の風と光を遮らない配慮が

なされ、運河沿いのエリアは公開公園として憩いの場を提供
している。

自然風利用ハイブリッド空調は、①空調停止し、外皮から光

庭へと自然の風を流す「自然通風」、②自然通風と補完的な低

温送風を同時に行う「ハイブリッド」、③外気をダクトで均一
に分配する「外気冷房」、④ 11 ℃の「低温送風」の４モードを

Light Well

Solar Heat-Collection Duct

室内外の環境条件によって自動的に選択し、四季を通じて外

㪮㫀㫅㪻

気のエネルギーを最大限に利用している。

OA
Grill
Exterior
Wall

శ
㪣㫀㪾㪿㫋

照明の制御は内外両面からの自然採光を補完するように働

き、太陽の熱は集熱ダクトにより暖房と換気に利用、トイレ洗

浄には雨水を利用している。さらに、竣工後の建物運用の継続
的改善によって、年間の 1 次エネルギー消費量は年々減り続

け、旧社屋から半減する実績が得られている。
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Chiyoda Ward Koujimachi Junior High School

新築

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区平河町 2-5-1
主用途 ––––––––––– 中学校
敷地面積 ––––––––– 8,794㎡
延床面積 ––––––––– 12,222㎡
階数 –––––––––––––– 地上 6 階 地下 1 階
竣工年月 ––––––––– 2012 年 9 月 28 日（予定）
環境性能評価 –––– CASBEE2008 簡易版 自己評価 S
建築主 ––––––––––– 千代田区
設計 –––––––––––––– 株式会社日本設計
施工 –––––––––––––– フジタ・梅林・常盤 JV、東光・岩崎 JV、ダイダン・
斎久 JV、日管・佐藤 JV、三菱電機株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：47.41%）
Low-e ペアガラス（U=2.40W/㎡・K）、庇・屋上緑化の導入
2. 省エネ対策（ERR：41.76%）
マイクロコージェネレ−ションシステム、水蓄熱の導入（COP3.26）
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS によるエリア別の電力・熱量計量
4. 再生可能エネルギー（導入量：60kW）
クールヒートトレンチによる地熱利用、太陽光発電 60kW を設置

23
千代田区立麹町中学校

環境配慮型モデル校として CO2 排出削減

本建物は先進的なエコスクールとして、環境教育の実践的な
教材になることを目指しました。

・太陽光発電、地熱利用、自然換気システムなどの自然エネ
ルギーの活用を最大限に行い、都心部の環境負荷の低減。

・生徒にとって「水・光・空気（熱）・土・水」等の自然環境を
身近に体験できるエコロジーな教材となる ｢体験できる学

び舎｣ とする。

・LED 照明、調湿外気処理機、水蓄熱システム床放射冷暖房な
どの高効率機器・システムの採用。

・停電時も発電が可能なマイクロコージェネを用いた熱電併
給。

豊洲キュービックガーデン
Toyosu Cubic Garden

建築物環境計画書に関わる評価

建物諸元
所在 –––––––––
主用途 –––––––
敷地面積 ––––––
延床面積 ––––––
階数 –––––––––
竣工年月 ––––––
環境性能評価 ––
建築主 –––––––
設計 –––––––––
施工 –––––––––

江東区豊洲 3-2-3
貸事務所
16,243㎡
98,806㎡
地上 14 階 地下 1 階 塔屋 1 階
2011 年 1 月 31 日
CASBEE2008 認証 S
第一生命保険株式会社
清水建設株式会社 + 梅垣春記
清水・前田・日本建設共同企業体

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：22.93%）
ダブルスキン（U=0.58W/㎡ ･K）
2. 省エネ対策（ERR：35.98%）

24
新築

照度・人感センサーによる照明制御
高効率変圧器、高効率熱源の導入、大温度差送水、変流量方式
大温度差送風、変風量方式、CO2 センサーによる換気量制御
ナイトパージ、外気冷房
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS によるエネルギー管理
4. 再生可能エネルギー（導入量：30kW）
太陽光発電システム 30kW（年間発電量 28,348kWh/ 年）

24

スキン工法を採用し、太陽高度に合わせ角度調整を行うブライ

開口や中央部に貫入する吹抜けにより、オフィス内部まで自然

エネルギー消費量を 35%（ERR）
、CO2 排出量を 30% 削減し、

1500 坪の広大なオフィス空間である。外周部のフルハイトの
光を導いている。自然光により明るく開放的な外周部にはトイ

ンドを内蔵し、オフィスの快適性を保ちながら省エネを図り、

CASBEE S ランクを取得。外構、屋上、プライベートラウンジ

レ・リフレッシュコーナー・喫煙室等のアメニティスペースを

に配した緑は、敷地全体の 40% に及び、オフィスユーザーの

吹抜けは、下部免震層から外気をオフィスに取り込み、外気冷

ている。緑豊かなガーデンが各所に配されたオフィス…豊洲

配置し、自然エネルギーを最大限に活用。オフィスに貫入する

房やナイトパージを行う機能を併せ持つ。外装は全層型ダブル

憩いの場となり、また、周辺住民の方への景観上の配慮となっ

キュービックガーデンの名の由縁である。

テラスラウンジ

ラウンジ

センター
ボイド
オフィス

ラウンジ

オフィス外観

吹抜テラスラウンジ

ブラインドを内蔵したダブルスキン

オフィスに貫入する吹抜

オフィスに自然を取り込む断面計画

2F 屋上庭園

豊洲キュービックガーデン

豊洲キュービックガーデンの特徴は、自然を取り込むフロア

富士見みらい館

25
Fujimi Mirai Kan

新築

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区富士見 1-10-3
主用途 ––––––––––– 小学校・こども園・児童館
敷地面積 ––––––––– 3,776㎡
延床面積 ––––––––– 13,533㎡
階数 –––––––––––––– 地上 6 階
竣工年月 ––––––––– 2010 年 1 月
環境性能評価 –––– CASBEE2008 自己評価 A
建築主 ––––––––––– アンファン富士見株式会社（千代田区 PFI）
設計 –––––––––––––– 株式会社日総建
施工 –––––––––––––– 共立・植木建設 JV、東京エネシス・FS テクノサービ
ス JV、三菱電機ビルテクノサービス・金座商事 JV

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：22.22%）

壁面緑化、緑化フェンス、屋上緑化、バルコニー

2. 省エネ対策（ERR：45.63%）

ヒートポンプ給湯、氷蓄熱ヒートポンプ、夜間蓄熱式蒸気発生器
高効率照明器具、昼光連動制御システム、適正照度調整システム
3. 効率的な運用のしくみ
個別空調システム、エネルギー使用量計測システム
4. 再生可能エネルギー（導入量：65kW）
太陽光発電 35kW、風力発電 1kW、太陽熱集熱外壁パネル 29kW
地中熱利用換気システム、雨水再利用システム

25
富士見みらい館

小学校、幼保一元のこども園、児童健全育成機能、地域交流室

からなる 0 歳から 18 歳までの児童を対象とした総合こども施
設であり、PFI 事業により整備された。

通りの緑と連続する壁面緑化によって街並みとの調和を

図り、天然芝グラウンドの整備と教室前の児童が育てる緑化

フェンスや屋上菜園など、都心の限られた敷地の中で緑に親
しめる施設とした。また太陽光発電、風力発電、太陽熱集熱外

壁パネル、地中熱利用換気システム等の自然エネルギーを有
効活用し、CO2 排出削減やヒートアイランドの抑制に努める

とともに、なるべく目に見える環境施策とすることによって、
児童の環境学習教材に利用することで都心部においても様々
な自然環境と触れ合える都心型エコスクールを実現した。

メインアプローチと壁面緑化
㩷㩷

環境施策と一体となった施設構成

㩷
㩷

㩷㩷

丸の内パークビルディング
Marunouchi Park Building

26

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 ––––––––– 千代田区丸の内 2-6-1,2
主用途 ––––––––––– 事務所・店舗・美術館・駐車場・地域冷暖房施設
敷地面積 ––––––––– 11,932㎡
延床面積 ––––––––– 約 204,700㎡
階数 –––––––––––––– 地上 34 階 地下 4 階 塔屋 3 階
竣工年月 ––––––––– 2009 年 4 月
建築主 ––––––––––– 三菱地所株式会社
設計 –––––––––––––– 株式会社三菱地所設計
施工 –––––––––––––– 株式会社竹中工務店、株式会社きんでん、東光電気
工事株式会社、株式会社弘電社、高砂熱学工業株式
会社、斎久工業株式会社、株式会社西原衛生工業所、
三菱電機株式会社、株式会社日立製作所、株式会社
東芝、小岩井農牧株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：36%）
Low-e ガラスによるエアフローウィンドウの採用
日射遮蔽縦横庇の採用

2. 省エネ対策（ERR：31.97% 事務所）

新築

事務所フロアにおける超高効率照明器具および調光制御の採用
高効率 DHC の導入
外気冷房、CO2 制御、VAV 制御、VWV 制御の採用
3. 効率的な運用のしくみ
系統毎の電力・熱量・水計量による使用量の把握
BEMS によるエネルギー管理
コミッショニングの実施
4. 再生可能エネルギー（導入量：60kW）
太陽光発電 60kW を設置

26
丸の内パークビルディング

運用時の高効率化

環境共生への取り組み

・ 入居者毎の熱量計、電力計設置対応により細かな省エネ運

外装の熱負荷削減

転管理が可能

・ エアーフローウィンドウシステム及び Low-e 複層ガラス

・ コミッショニングの実施
自然エネルギーの導入

冷暖房負荷を低減するとともに、エアフローの吸込口を幅木

・ 太陽光発電

吸込として冬期のコールドドラフトを解消するシステムを

屋上に設置した太陽光パネルにより 60kW 発電出力確保

採用

ヒートアイランド対策

・ 外壁窓廻りに設置した水平庇・垂直ルーバー

・ 緑化（屋上・地上・壁面）や保水性舗装、水景施設、

直射日光による執務空間への熱の侵入を抑えた彫りの深い

ドライミストの採用によりヒートアイランド対策への貢献

外観を形成

地域冷暖房施設の再構築（設備更新）

・ 太陽追尾型自動角度調整ブラインド

・ 隣接ビルから地域冷暖房施設の移転を受け入れ、設備更新

角度自動調整による確実な日射遮蔽と眺望・採光の確保

・ 昼光利用による省エネルギー

（システムの高効率化）することで、地区全域への蒸気供給

㩷

に伴う省エネルギー、CO2 排出量削減、NOX 排出量削減に

眺望とともに自然採光を確保し、照明エネルギーを低減

・ クールルーフ

より、環境負荷低減に貢献

屋上部に遮熱塗料を塗布、日射による室内温度上昇低減

高効率設備の採用

・ 超高効率照明の採用

反射板形状、塗装色、塗装方法を見直した高効率照明を採用

し消費電力を低減

・ 超高効率変圧器の採用

変圧器のトップランナー基準値を更に上回る高効率な変圧

㩷

器を採用することで、変圧器の損失電力量を低減し、更なる

CO2 削減に貢献

・ 高効率モーターの空調機・ポンプへの採用

㩷

給水型保水性舗装範囲
雨水型保水性舗装範囲

エアフローウィンドウシステム

ヒートアイランド対策

ソーラーパネル

屋上太陽光発電

㩷

㩷

（仮称）丸の内 1– 4 計画新築工事

27

（tentative name）Marunouchi 1-4 Project New Building

新築

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 千代田区丸の内 1-2-1,2,3,4,5
主用途 ––––––––––– 事務所・金融店舗・店舗・駐車場・保育所
敷地面積 ––––––––– 8,034㎡
延床面積 ––––––––– 約 139,000㎡
階数 –––––––––––––– 地上 27 階 地下 4 階 塔屋 3 階
竣工年月 ––––––––– 2012 年１月（予定）
建築主 ––––––––––– 三菱地所株式会社、住友信託銀行株式会社、株式会
社三菱東京 UFJ 銀行
設計 –––––––––––––– 株式会社三菱地所設計
施工 –––––––––––––– 清水建設株式会社、株式会社九電工、三菱電機株式
会社、新菱冷熱工業株式会社、株式会社日立製作所、
斎久工業株式会社、ドリコ株式会社

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：30% 事務所）
エアフローウィンドウ（外側 Low-e ペアガラス）の導入
2. 省エネ対策（ERR：35% 事務所）
基準階事務室への全熱交換器、IPM モーターの導入
全館への LED 照明の導入
3. 効率的な運用のしくみ

環境共生への取り組み

高効率設備の採用

基準階事務室空調機系統毎の電力・熱量計量

BEMS によるエネルギー管理
コミッショニングの実施

4. 再生可能エネルギー（導入量：100kW）
太陽光発電 100kW を設置
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︵仮称︶丸の内1 4 計画新築工事

–

・ 超高効率変圧器の採用

外装の熱負荷削減

変圧器のトップランナー基準値を更に上回る高効率な変圧

・ エアーフローウィンドウシステム及び Low-e 複層ガラス

器を採用することで、変圧器の損失電力量を低減し、更なる

冷暖房負荷を低減するとともに、エアフローの吸込口を幅木
吸込として冬期のコールドドラフトを解消するシステムを

採用

CO2 削減に貢献

・ 事務室空調への全熱交換器採用

・ IPM モーターの空調機・ポンプへの採用

・ 方位により最適化された水平垂直ルーバー

各方位に対する太陽位置を考慮し、直射日光遮蔽に最適な彫
りの深いフィンを設置

・ 厨房への DRV( 高補集効率フード ) 採用による換気量低減
運用時の高効率化

・ 空調機毎の熱量計、電力計設置対応

・ 太陽追尾型自動角度調整ブラインド

7 台の空調機全てに熱量計測することで、より細かな省エネ

角度自動調整による確実な日射遮蔽と眺望・採光の確保

・ 昼光利用による省エネルギー

大開口で眺望の確保、また自然採光により照明エネルギーの

運転管理が可能

・ コミッショニングの実施
自然エネルギー利用

低減

・ 太陽光発電

屋上部に遮熱塗料を塗布、日射による室内温度上昇低減

・ 自然換気（6、8 〜 10 階）

・ クールルーフ

エリア最大の約 100kW 発電出力

・ コア内のボイド設置（外気取入）

ペアガラス）

エアフローウィンドウシステム

基準階事務室計量単位

屋上太陽光発電

ソーラーパネル

武蔵小金井駅南口第 1 地区（再）
1–Ⅰ街区 大規模店舗棟計画
Shopping Center at 1-Ι block in the first south area of Musashi-Koganei Station

建物諸元
所在 ––––––––––
主用途 ––––––––
敷地面積 ––––––
延床面積 ––––––
階数 ––––––––––
竣工年月 ––––––
建築主 ––––––––
設計 ––––––––––
施工 ––––––––––

建築物環境計画書に関わる評価
小金井市本町 6-1900
店舗
10,290㎡
54,971㎡
地上 7 階 地下 1 階
2009 年 2 月 27 日
共同特建者代表 星野芳枝
成年後見人 弁護士 満園武尚
株式会社東急設計コンサルタント
株式会社大林組 東京本店

28

外壁の断熱性能向上
庇の設置
2. 省エネ対策（ERR：40.24%）
LED 照明の多用
高効率熱源の導入（ターボ冷凍機）
氷蓄熱空調システム
3. 効率的な運用のしくみ
最適運用のための計量及びエネルギー管理システム（集中検針・デー
タ出力機能・タイムプログラム制御・イベントプログラム制御等）
4. 再生可能エネルギー（導入量：35.6kW）
太陽光発電 35.6kW を設置

新築

URL –––––––––– http://www.tokyusekkei.co.jp/works/business/
itomusashi.html

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：33.39%）

28

中央線沿線の都市近郊（山の手）のライフスタイルに対応し、

LED 照明の多用
店舗の照明は LED 器具を多用することで、ランニングコスト

地域の賑わいの中心として、上質で洗練されたショッピング

を抑え、長期的な費用対策に寄与しています。

としました。

店舗の空調は、冬の一時期以外は「冷房」としていることか

センターづくりの中で、「環境と人にやさしい」施設をテーマ
地域の方々に永く愛される施設環境、ピュアで洗練された

イメージを前面に出したハイセンスな空間、そして省エネや

バリアフリーに十分配慮した、「これからのショッピングセン
ター」としての計画を行いました。
太陽光発電利用

NEDO（技術開発機構）から外壁との建材一体型としての設

高効率の空調システム

ら、氷蓄熱槽を装備した空調システムを採用し、大幅な CO2
削減効果に寄与しています。
緑化計画

歩道状空地の街路樹及び屋上緑化を行い、熱負荷を
軽減すると共に、建物全体に潤いを与えています。

置方法が評価され、補助金を取得しています。

35.6kW の発電量は、店舗の照明電気の補助として活用されて

います。

外観

売場内の LED 照明

ソーラーパネルと庇

ソーラーパネルの設置

屋上のクーリングタワー

屋上緑化

こどもトイレ（バリアフリー配慮）

地下駐輪場の LED 照明

街路樹

客用階段（バリアフリー配慮）

–

武蔵小金井駅南口第1 地区︵再︶1 Ⅰ街区 大規模店舗棟計画

環境と人にやさしいショッピングセンターをめざして

大林組技術研究所本館（テクノステーション）
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Obayashi Corporation Technical Research Institute Main Building（Tecno-Station）

建物諸元

建築物環境計画書に関わる評価

所在 –––––––––––––– 清瀬市下清戸 4-640
主用途 ––––––––––– 事務所
敷地面積 ––––––––– 69,401㎡
延床面積 ––––––––– 5,535㎡
階数 –––––––––––––– 地上 3 階
竣工年月 ––––––––– 2010 年 9 月
環境性能評価 –––– CASBEE2008 認証 S（BEE=7.6）
建築主 ––––––––––– 株式会社大林組
設計・施工 ––––––– 株式会社大林組

1. 熱負荷抑制（PAL 削減率：35.9%）

新築

URL –––––––––––––– http://www.obayashi.co.jp/tri/
国土交通省：省 CO2 モデル事業

ペリバッファシステム（大庇・外部縦型ガラスフィン・自動制御ブラ
インド・エアバリア）、Low-e ガラス
2. 省エネ対策（ERR：42%）
潜熱顕熱分離空調、パーソナル空調（O-TASC）
中温冷水潜熱蓄熱システム、外気冷房
IC タグによる照明・空調制御システム、昼光利用
置換型自然換気、自然水利用、アダプティブ空調・クールスポット
3. 効率的な運用のしくみ
BEMS によるエリア別の電力・熱量計量、コミッショニング
見える化
4. 再生可能エネルギー（導入量：152kW）
太陽光発電 150kW、風力発電 2kW
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外観写真

内観写真

CO2 削減効果

大庇・外部縦型ガラスフィン・自動制御ブラインドによる
日射制御。太陽光によるソーラー発電。

視認性が高く一体感のあるワンボックスのワークプレイ
スで、自然光の利用・自然換気等による知的生産性と省エ
ネを両立。

省エネと創エネにより、CO2 排出量を 55% 削減し、45%
に相当するカーボンクレジットの購入でカーボンニュー
トラル達成。
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自然光取入・自然換気

エコロジカルルーフシステムは、自然光取入れや自然換気による省エネ。ペリバッファシ
ステムは、大庇・自動制御ブラインド等を利用して光・熱の制御による空調負荷の低減。
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掲載を辞退されたビルが一件あります。
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