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【省エネルギー特集】グリーン(環境対応)ビル   
 

建物の省エネと国立再生可能エネルギー研究所の貢献(米国) 
 
 あなたが買い物をする衣料品店、あなたが働くオフィス、あなたの車を点検する自動車

修理工場－こうした建物のすべては、エネルギー効率を改善しクリーンな再生可能エネル

ギーを使用することによって、省エネを進める余地が大いにある。 
 
 30年にわたる国立再生可能エネルギー研究所(NREL)での、建物が消費するエネルギー
に関する研究開発の結果として、私たちにはエネルギーを、そしてお金を節約する機会が

提供されることになった。今日、NRELの建築物・熱システムセンターのエンジニアおよ
び研究者たちは、商業ビル業界と先進技術に関する専門知識を共有し続けている。 
 
 「私たちは分析手法、モデルシミュレーションと最適化を開発し、現場での監視能力を

高めてきました。これにより、建築物における省エネを最も費用効果的に行うにはどうす

ればよいかという業界の質問に対する最良の答えを出すことができるようになったので

す。」と、Ronald Jadkoffセンター長は語っている。 
 
 商業ビルは米国で消費される全エネルギーの 17％を消費する。従って、エネルギーおよ
びコストを節約する余地が大きいのである。ますます多くの企業が、新築および既存の建

物に対してエネルギー効率の良い技術を取り入れれば、エネルギーとコストが節約できる

ことを認識し始めている。 
 
 近年、多くの団体が、先進的建築物技術を市場に導入するための支援を NREＬに求め
てきた。その結果、NREＬの技術専門家は、今ではいくつかのアメリカ最大の商業ビル団
体のエネルギー管理者、建設業者、マーケティングスタッフと連携している。 
 
 NREＬは現在、商業ビル産業を変革するという米国エネルギー省（DOE）の目標達成
の一助となる、いくつかの刺激的なプロジェクトのパートナーになっている。我々は、学

校、病院および小売店舗用ビルに対する先進的なエネルギー指針の開発を支援し、米陸軍

が軍の施設に省エネ技術を導入するのを助け、一部の国内最大手小売企業とともにエネル

ギー費用削減に取り組み、自然災害に見舞われた地域の再生に手を貸してきた。 
 
K-121学校に対するエネルギー効率ガイダンスの提供 
 
 エネルギー効率の向上により、公立学校以上に節約できる場所が他にあるだろうか？今

                                                 
1 K-12とは、幼稚園から高校卒業までの 13年間（無料）の教育期間の総称を指す。（Kは

kindergarden －幼稚園－の K） 
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日、学区運営に際して調整可能な支出のうち、優に 16％がエネルギー消費に向けられてい
る。エネルギー効率的な技術を導入し、建築慣行を変えることにより、エネルギー消費に

大量に投じていた資金をより有効に使うことができるようになるのである。 
 
 NREＬのエンジニア Paul Torcellini 氏は、公立学校のエネルギーコスト節約の可能性
を探る支援を行っている。彼は、特に幼稚園から 12 年生までの生徒を受け入れている学
校（K-12）向けに書きおろされた出版物を作成した委員会の会長を務めた。この指針は、
設計チームがエネルギー効率のよい学校を計画し建設する一助となる。使用するのは既成

の技術であるが、最小限のエネルギー効率要件に合致する建築物が使用するエネルギー量

と比較して、30％以上のエネルギー消費の削減が可能である。 
  
 「国中の多くの学校が、エネルギー効率措置を導入することにより、エネルギー効率を

向上させ、費用を削減し、環境負荷を減らしました。しかし、まだ教育関連の支出以上に

エネルギー支出の大きな学校もあります。学校が、エネルギー削減によって浮いたお金を

使って毎年何ができるかちょっと考えれば、エネルギー節約を実行するはずです。もっと

多くの本やコンピュータを購入し、先生の月給を上げ、メデ

ィアセンターや体育館の質を向上させることができるのです。

ほかにもまだあるでしょう。」と Torcellini氏は言う。 
 
 K-12校舎のための先進的エネルギー設計指針は、米国暖房
冷凍空調技術者協会（ASHRAE）2によって発表された。こ

の指針は、アメリカ建築家協会、北米照明協会3、米国グリー

ン建物協議会4および DOE との共同作業によるものである。
この同じメンバーは、共同で先進設計指針の全シリーズを開

発中で、それには小規模小売店舗用ビルやオフィスビル向け

設計指針が含まれる。このシリーズは、今後倉庫のエネルギ

ー効率に取り組む指針を策定する予定である。 
 
 学校向け指針は、統合建築設計というコンセプトを開発、

推進している NREＬの広範な経験に基づいている。統合設
計は、建築物をシステムとして捉えて設計し、エネルギー効

率の良い再生可能エネルギー技術を全システムベースで使用

するというものである。 
 

                                                 
2 American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning Engineers 
3 Illuminating Engineering Society of North America ：IESNA 
4 U.S. Green Building Council：USGBC (http://www.usgbc.org/)。1993年に発足した、グリーン

(環境対応)ビル促進のための全国的な非営利組織。その中心的活動は、環境配慮基準(LEED)の開
発とその認証制度の運用にある(注 9参照)。 

 

NREL のエンジニアたち
は、設計チームがエネル

ギー効率のよい学校を設

計、建設するのに資する

新出版物の作成に貢献し

た。 
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 「エネルギー高効率ビルの建設のためには、ビル全体のシステムという観点から、初期

設計に注目しなければなりません。」NREＬのエンジニア Shanti Pless氏は、こう述べる。 
 
 学校建設指針は、様々な気候ゾーン用に簡単に取り入れられる提案や、実際の学校建設

プロジェクトを用いた一連のケーススタディを提供している。また、グリーンビル税額控

除5を獲得すること、さらに、現行の建築基準から 30％以上のエネルギー効率向上という
先進的な省エネを達成するための補足的戦略を描くこと提案している。 
 
 新 K-12設計指針の実施を学校に奨励するために、ASHRAEとそのパートナーは、米国
中にある 16,000 の教育委員会に無料のコピーを配布した。指針が示す提案に従えば、よ
りエネルギー効率的な校舎になり、学習効果を高める安全で快適な環境を創設する役に立

つのである。 
 
エネルギー効率を向上させるための陸軍との協力 
アメリカ陸軍工兵司令部（U.S. Army Corps of Engineers）は、エネルギー効率の良い
再生可能エネルギー技術を、世界中にある陸軍の施設に広めるための闘いに参加した。

2005年エネルギー政策法（Energy Policy Act：EPAct）6によれば、新築の連邦関連ビル

は、標準的な建築基準を満たした建物より 30％以上エネルギー効率が高くなければならな
い。この目標を達成するために、工兵司令部は NREＬのエンジニアやアナリストの支援
を受けている。NREＬのエンジニアMichael Deru氏は、陸軍が利用する 8つの異なるタ
イプの建物についてモデルを構築し、シミュレーションを行っている。その結果は、陸軍

が新たに建物を建設する際の一助となる。また、他の連邦組織のみならず産業界でも同タ

イプの建物に応用できるようになる。 
 

                                                 
5 グリーンビル税額控除法(Green building Tax Credit Act)では、建設地の保存、建物の設計、エ
ネルギー効率など一定の要件を満たした建物をグリーンビルと定義し、既存の建物をグリーンビ
ルに建て替える場合、あるいはグリーンビルを新築する場合、その建物を所有している（または
購入した）納税者は税の控除を申請することができる。（参照：グリーンビル税額控除法 Green 
building Tax Credit Act
（http://www.aia.org/static/state_local_resources/adv_sustainability/Tax%20incentives/Tax_
Credit_Act.pdf） 

6 2000年以降の原油価格上昇基調やカリフォルニア電力危機(2000年)を背景に、市場主導型エネル
ギー政策から脱却して、エネルギー安全保障重視型エネルギー政策を実現するための包括的なエ
ネルギー政策法。エネルギー政策法については、以下を参照されたい。 

「米国の包括エネルギー政策法」2005年 8月 8日 
（http://www.nedodcweb.org/report/2005-7-29.html）；および 
「新・エネルギー政策法での省エネ促進策（米国）」NEDO海外レポート 968号、2005年 11月
30日（http://www.nedo.go.jp/kankobutsu/report/968/968-02.pdf） 
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「こうした建物のプロトタイプの一部は、

NREＬの最適化メソッドを使用しているとい
うことに興奮しています。このメソッドは、数

千ものバリエーションがある建物を、最良のエ

ネルギーソリューションを求めて分析したもの

です。」と Deru氏は語る。 
 
 工兵司令部は NREＬに、2タイプの兵舎、食
事施設、車両補修用ビル、大隊用司令部ビルお

よび企業職員用ビル、子供発達センター、およ

び陸軍予備軍センターの仕様書を送った。NRE
Ｌが開発したソフトウェアに基づき、Deru 氏
および他の NREＬのエンジニアたちは仕様書
を使ってモデルを構築し、15の気候サブゾーンを対象に、数千の最適化シミュレーション
を行っている。このシミュレーションにより、EPAct要件を満たす一連の技術を、広範な
規模で革新的に応用できるかが分かるようになる。 
 
 米国の商業ビル業界の大方がそうであるように、陸軍も NREＬの分析能力やシミュレ
ーション能力を評価している。これには、その一部を NREＬが開発した公的に入手可能
な EnergyPlus ソフトウェアプログラムと、NREL の内部ソフトウェアツールである
Opti-E-Plusが含まれる。EnergyPlusソフトウェアプログラムは、広範なパラメーターを
モデル化することができ、包括的な分析結果を提供することができる。一方、Opti-E-Plus
は、最適な省エネをもたらす製品と技術の組み合わせを探すために、数万のシミュレーシ

ョンを行う複雑な最適化プログラムである。NREＬはさらに、これらのモデルを創りシミ
ュレーションを行うための込み入った計算を、効果的に管理、実施する強力な分散型計算

環境を構築した。 
 
エネルギー効率の良い技術の価値を小売業へ提示 
 米国の小売店舗用ビルは、商業分野のエネルギー消費の約 20%を占めている。小売 
店舗用ビルといっても、街角の小さな店から 20 万平方フィート以上の巨大な小売店舗ま
で、様々ある。規模の大小に拘わらず、小売業界は一般的に、薄利、厳しく管理された原

価、および賢明なマーケティングの面で高度に競争的である。 
 

 

NREN のエンジニア Michael Deru
氏は、陸軍が利用する異なるタイプの

建物についてモデルを構築しシミュ

レーションを行っている。その結果

は、陸軍が世界中にエネルギー効率な

建物を建設する一助となる。 
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 成功している小売店

舗は、消費者の需要を

把握し、満たしている。

それがどのような需要

であろうと、小売業者

は現在、エネルギーを

上手に管理することは、

費用効果的かつ消費者

目線の商品とサービス

を提供するうえで決定

的に重要であると考え

ている。多くの小売業者が、さらにエネルギー効率の良い再生可能エネルギー技術に注目

しており、NRELにその利用方法を尋ねに来ている。 
 
 たとえば、NRELは 2年以上、大規模小売アウトレットの建設および運営の大手である
Wal-Mart と協力している。エンジニアたちは、この巨大小売業者がエネルギーコストを
削減するのに最も効果的な技術を見つける支援をしている。彼らは、Wal-Mart がコロラ
ド州オーロラの実験的店舗「スーパーセンター」に導入した、50以上の異なる技術を監視、
評価している。NRELの分析により、どの技術が最も効果的か、また現在建設中あるいは
改装中の店舗にどの技術がすぐに適用できるかが決定される。 
 
 モニタリングの結果の 1つとして、Wal-Martは、LED（発光ダイオード）照明を冷蔵・
冷凍食品用ケースに使用することで、蛍光灯と比べて 70％以上省エネを達成できることを
認識した。LED照明の導入によって必要な設置ワット数を削減でき、省エネを達成できる
のである。 
 
 その後、Wal-Martのスタッフは、LEDに運動
センサーを追加することで、冷蔵ケースの前に顧

客が立ったときだけ照明が光るようプログラムで

きることがわかった。その他の時間に照明を切っ

ておけば、大幅に省エネできるのである。NREL
のこの技術が非常に効果的なので、Wal-Mart は
アメリカ国内に展開する 1,000 店舗にケース用
LED照明を導入し始めている。 
 

NRELのWal-Martおよび他の小売店舗との協
力事業がもとで、別の画期的なプロジェクトであ

る小売業エネルギー同盟が結成された。エネルギ

 

 

Wal-Martは、LED（発光ダイオード）
照明を冷蔵・冷凍食品用ケースに使用

することで、標準的な蛍光灯と比べて

70％以上省エネを達成できることを

認識した。 

NRELは、Wal-Martがコロラド州オーロラの実験的店舗「スーパ
ーセンター」で導入した、採光も含め 50以上の異なる技術を監視、
評価している。 
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ー管理が持つ価値についての認識が小売業界でこれまでになく高まってきた結果として、

NRELと DOEはこの同盟を立ち上げるお膳立てをし、この業界が、エネルギー効率が高
い再生可能エネルギーを利用した戦略や技術を採用する支援を行う。この同盟に参加した

小売業者は、自分だけでは商業ビルの建設、運営に劇的な変化をもたらすのに十分ではな

いことを認識している。しかし、彼らが集まれば、建設業界だけでなく、建設に使われる

材料の供給網にも影響を与えることができるのである。 
 
 特筆すべきことは、同盟を立ち上げた 12社は 12億 5,000万平方フィートの小売店舗ス
ペースを運営しており、Wal-Mart、Target、Food Lion、Whole Foods、Home Depot、
Lowe's、Best Buy といった国内最大級の小売業者が加入していることである。大規模な
小売業者は、同じデザインで複数の店舗を建てる傾向にある。企業間で店舗の設計や運営

が似ているため、小売業エネルギー同盟は迅速かつ広範に有望な技術を実施する可能性が

高いのである。 
 
打撃を受けたコミュニティの再建と再生を支援 

 「再生可能」という単語の「再生」は、災害からの復興努力に使われるとき異なった意

味合いを持つ。ルイジアナ州ニューオーリン

ズやカンザス州グリーンズバーグのような都

市にとっては、エネルギー効率の良い再生可

能エネルギーを念頭に置いたやり直しと再建

の決意を意味する。この両方の街で、NREL
は DOE や他の連邦、州および地域の機関と
連携して市民の回復・再建努力を進めてきた。 
 
 カテゴリー3 のハリケーン・カトリーナと
その後遺症により、2005年 8月 29日にニュ
ーオーリンズの 80％が打撃を受けたが、現在
も再建努力が続けられている。グリーンズバ

ーグにとっての運命の日は 2007年 5月 4日
であった。その夜、アメリカ気象局の分類シ

ステムで最高レベルに分類されている EF57

レベルの竜巻に襲われた結果、街の 95％が破
壊され、住民 1,500名の生活が永久に変わっ 

                                                 
7 改良藤田スケール（Enhanced Fujita scale）。2007年 2月 1日からアメリカで導入された、旧
藤田スケールに代わる竜巻の分類で、EF0からEF5(最強)までの 6段階ある。EF5は、時速 322km
以上で、信じがたいほどの被害をもたらすレベルの竜巻のこと。 

 

カンザス州グリーンズバーグは、2007
年 5月 4日に EF5の竜巻に襲われた。
街の 95％が破壊され、住民 1,500名の
生活が永久に変わってしまった。 
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てしまった。 
 NREL のスタッフは両件の被害から目を
そらすことはなかった。NRELは、技術マネ
ージャーのMary Colvin氏が DOE職員によ
る現地視察団に加わり、州や地域の職員と会

合を持ち始めた 2007 年の秋以降、ニューオ
ーリンズに復興支援を行っている。NRELは、
エネルギー効率の良い再生可能エネルギー技

術および専門家による湾岸復興向けの DOE
の資金のうち、100 万ドルを管理している。
復興支援の一環として、NRELの 2人の職員
Joe Ryan 氏および Phil Voss氏をニューオ
ーリンズに派遣し、コミュニティに対する直

接支援を行っている。 
 
 グリーンズバーグでは、NREL は地域および州の職員、FEMA8、その他の連邦機関と

共にエネルギー効率的な再建および再生可能エネルギーのより多くの使用のための資源を

提供している。グリーンズバーグ市長、市議会、カンザス州知事は皆グリーンズバーグを

グリーン(環境対応の)シティとして再建することを誓約した。しかし、ただエネルギー効
率の良い建物を持つだけのコミュニティの再建を望んでいるわけではない。彼らは、再生

可能エネルギーによる発電施設を新設し、再生可能燃料および車両の利用を進め、分散型

ソーラーおよび風力の利用を奨励し、グリーン産業を立ち上げて地域に投資を呼び込むと

ともに雇用を生み出すことを計画している。 
 
 実際、NRELは市が条例を策定するのを手助けした。この条例は、4,000平方フィート
を超える全ての建物が LEED プラチナ認証9基準を満たすように建設することを求めるも

のである。LEEDは米国グリーン建物協議会の環境配慮基準で、プラチナは最高ランクの
認証である。現在では多くのプロジェクトが、LEEDレベルに達しつつある。 

                                                 
8 連邦緊急事態管理庁（Federal Emergency Management Agency）。アメリカ国土安全保障省に
属し、天災(洪水、ハリケーン、地震など)や人災(原子力発電所の事故など)による大災害が発生し
た際、連邦機関、州政府、地元機関の業務を調整し、復旧のための資金支援を行う。 

9 米国グリーン建物協議会が開発した環境配慮基準(Leadership in Energy and Environmental 
Design Green Building Rating System™：LEED)に基づく認証制度。LEEDは、建物の省エネ、
環境性能の程度を測る評価方法(69点満点)で、米国の公共機関や一定規模以上の建物を建築する
際に LEEDの認定を求められるなど、事実上、環境対応基準になりつつある。各評価項目は数値
化され、得点に応じて 4段階の認証が与えられる。26~32点：認証、33~38点：シルバー、39~51
点：ゴールド、52~69点：プラチナ。 
(参照：浦島茂「米国の環境対応評価システム LEEDの科学」 
（http://www.websanko.com/marketinfo/officemarket/pdf/0809/science.pdf）；および 
古屋奈保子「グリーンビルディング」 
（http://chikyukankyo.com/column/detail.php?column_id=60）) 

 

BNIM Architects がグリーンズバーグ
に新しい学校を設計したとき、NREL
は、太陽電気システムの利用、採光、お

よび他のエネルギー効率や再生可能エ

ネルギーの特性に関する技術的なアド

バイスを与えた。 
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 「低所得高齢者用の 32 ユニットから成る公営住宅プロジェクトは、LEED のゴールド
認証を獲得する予定で、とても費用効果的です。NRELが行う全ては、費用効果に基づい
ています。私たちは、彼ら（地域住民、および地域や州の職員）が、省エネルギーと再生

可能エネルギーの導入に向けた実在の堅実なビジネスモデルを理解する手助けをしていま

す。」NRELのプロジェクトリーダーLynn Billman氏は、こう述べる。 
 
グリーンズバーグへの支援はまた、①エネルギー効率的な商業ビル、学校、病院、およ

び住宅のための戦略設計、②再生可能エネルギーを利用した発電および燃料という選択肢

の評価、および③持続可能なコミュニティ戦略の策定を含んでいる。 
 

NREL職員と契約業者によるチームは、広範な活動を通じて専門知識を提供した。こう
した活動は、効率的で再生可能なエネルギーを利用することで得られる機会についての大

きな俯瞰図を示すことから、日常の地道な再建努力を促し、住民、商業ビルの所有者およ

び建設業者に対してエネルギー効率を向上させる方法をトレーニングすることまで様々で

ある。 
 
 NREL とそのパートナーたちはアメリカの建築環境と建物のあり方を同時に変えてい
るといえる。しかし NRELは、新設計指針に関する業績や、軍の機関、小売業者同盟、お
よび都市全体との共同作業を通して、できるだけ多くの建物でこうした変化を確実に起こ

す効果的な方法を探しているのである。 
 

翻訳：吉野 晴美 
 
出典：Building New Markets for Energy Efficiency 
（http://www.nrel.gov/research_review/2007/deployment_markets.html） 
 
 

技術革新    技術開発     製品開発     商業的実証   大規模展開 

この技術は研究開発プロセス中の大規模展開段階のものである。 
詳細については、NEDO 海外レポート 1031 号特集記事「国立再生可能エネルギー研究所
(NREL)の役割（米国）」中の、研究上の発見を商業化する 5つのステップの項を参照のこと。

研究開発プロセス 


