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【省エネルギー】 ネットゼロ・エネルギービルディング  
 

米国最大のネットゼロ・エネルギービルディング 
 
 コロラド州ゴールデンにある米国エネルギー省（Department of Energy: DOE）国立再

生可能エネルギー研究所（National Renewable Energy Laboratory: NREL）のキャンパ

ス内にある同省研究支援施設（Research Support Facility: RSF）は、米国で最もエネル

ギー効率の高いオフィスビルの一つになる予定である。実のところ、同施設は、国内最大

のネットゼロ・エネルギービルディング注1になるのである。このプロジェクトを通じて

DOEは、大規模で持続可能な商業用ビルの設計を対象とした新たな基準を創設する意向で

ある。 
 
 研究支援施設は、敷地面積 22 万平方フィート[20,624m2]に 800 名強の職員を擁する規

模であるが、一年に使用するエネルギーと同量のエネルギーを生産する計画である。同施

設は、このネットゼロ・エネルギーを実現するために、多数の最先端の特性を備えている。 
・実際に開く先進的な窓 
・日光を十分に活用するための、幅の狭いウィングのある独特の「崩れた H」形 
・建物の暖房に役立つ、地下にある「熱の迷路」（洞窟を模している） 
・建物の屋根および駐車エリアに設置した太陽光パネル 
・適切な日よけ 
・職場の採光の 100％を日光で賄う先進

的な光反射装置 

ブリッジと中庭をはさむ、複数階の幅の狭いウ
ィングを二つ持つ「崩れた H」形の建物は、施
設の作業空間に日光を行き渡らせる。ウィング
の幅は 60 フィート未満で、この幅は一般的な
オフィスに比べて相当狭くなっている。 
写真：Courtesy of SincereDuncanStudios.com 

and Haselden Construction 

 
 これらのすべてが、建物のエネルギー

消費を極めて低く抑えるために重要であ

るが、研究支援施設がネットゼロ・エネ

ルギービルディングの実現に成功した重

要な要因は、徹底的な提案要求（request 
for proposals: RFP）に基づいて性能を

重視したことであった。最初の草案がで

きるはるか前に、RFPは、建物が達成す

べき一連の基準を設定していた。こうし

た基準の中には、年間 1 平方フィート当

たり 25,000Btu注2（25ｋBtu/ft2/年）と

                                                 
注1 http://www1.eere.energy.gov/buildings/commercial_initiative/zero_energy_projects.html 

（訳注）ネットゼロ・エネルギービルディングとは、年間を通じて、建物が消費するのと同量のエネルギ

ーを作り出す建物のことを指す。（参照：” Net-Zero Energy Building Definitions” 
（ http://www1.eere.energy.gov/buildings/commercial_initiative/zero_energy_definitions.html）） 

注2 Btu（British thermal unit）の略で、 1 ポンドの水を 1 華氏上げる熱量のこと。1Btu= 0.252 kcal = 1.055 

18



ＮＥＤＯ海外レポート  ＮＯ.1064,  2010.7.7 
 

いう初期段階のエネルギー使用目標があ

る。このエネルギー性能重視の姿勢が、

設計に関する議論や特性に関する決定の

すべてに貫かれている。 

カール・コックス研究支援施設建設担当マネー
ジャーが、同施設の基礎部分の主な特性を説明
している。自然の力を利用して建物を暖房する
ために、地下の空調ネットワークを役立てる計
画である。これは、もし他の特性と組み合わさ
れれば、この建物を世界で最もエネルギー効率
の高いオフィスビルの一つにする、数ある特性
の一つである。 
写真：Courtesy of Pat Corkery 

 
性能重視戦略 

 DOEとNRELは、施設が確実にモデル

建物になるような一連の性能目標を共同

で設定した。RFPの第一の目標であるエ

ネルギー消費強度は、グリーン（環境配

慮型）ビルディングを目指したプロジェ

クトであっても、建築契約において数値

化されることがほとんどない。RFPの全

内容は、NRELのウェブサイト注3から閲

覧することができる。 
 
 「当初の RFP でエネルギー効率要件を設定するのは、極めて重要なことだった。プロ

ジェクトを実施する前に、建築家、エンジニア、請負業者の全員が目標に賛同することが

必要だったのだ」DOE ゴールデンフィールド管理事務所のジェフ・ベーカー研究所運営

担当部長は、このように述べた。 
 
 同氏は続けて語った。「この種の低エネルギー消費目標に向けた作業には、建物全体の統

合設計アプローチ注4が必須となる。その後、この目標を念頭に置いて設計に関するすべて

の決定が下される。これにより、チームは、建物のすべての構成要素やシステムがどのよ

うに連動するか、事前に積極的に考えるようになる」 
 
適切な目標の設定 

25ｋBtu/ft2/年というエネルギー使用目標は、非常に積極的なものである。これに比べ、

過去 30 年に建設されたオフィスビルは、通常、この研究支援施設の 3 倍多くのエネルギ

ーを消費する。新建築基準を適用したとしても、25ｋBtu/ft2/年というのは、米国暖房冷凍

空 調 学 会 （ American Society of Heating, Refrigerating and Air-Conditioning 
Engineers ：ASHRAE）が発表した商業用ビルエネルギーコード 90.1-2004 による数値よ

りも約 50％エネルギー効率が高いのである。 

                                                                                                                                                 
kJ 

注3 http://www.nrel.gov/sustainable_nrel/rsf.html 
注4 http://www1.eere.energy.gov/buildings/commercial_initiative/whole_building.html 

（編集部注）建物全体の商業設計は、初期段階ですべての要素やサブシステムを考慮して行われるもので

あり、ネットゼロ・エネルギービルディングを達成するのに最も重要なステップである。 
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 適切な目標を設定するために、NREL建物研究開発プログラムを推進する研究者たちは、

EnergyPlus注5のようなツールを用いてコンピューターでシミュレーションを行った。彼ら

はまた、国内中にある高性能ビルディング注6からデータを収集し、通常のプロジェクト予

算の範囲に収まりつつも米国にとって野心的かつ新たなエネルギー効率基準となるエネル

ギー仕様を創設した。 
 
 さらに、シミュレーションは、積極的なエネルギー目標を達成するのに必要な、主要戦

略への方向性を示した（たとえば、採光を増やし自然な換気を促す方角、ガラスをはめる

面積、幅 60 フィート[約 18.3m]のウィングなど）。デザイン・ビルド（設計・施工一貫方

式）チームはさらに、こうした戦略を展開し、自らのアイデアを数多く提示した。「ひとた

びエネルギー目標が設定された後は、目標値を基に次々と残りの設計が行われた」とロン・

ジュドコフ NREL 建物エネルギー研究担当第一プログラムマネージャーは言った。 
 
エネルギー効率への重要なステップ 

 建築家とエンジニアは、日光と自然な換気に焦点を当てることによって省エネにつなが

る多数の戦略や技術を取り込んだ。 
 
研究支援施設の方角や全体的な設計だけでなく、他の重要なエネルギー効率戦略も建物

の最大かつ最も広範囲なシステムに関わっている。 
① 屋内の熱吸収、ヒートロス、照り返しを抑えつつも光が差し込むように設計された、

外部に張り出した日よけの付いた 3 重窓と建物側面のウィング 
②オフィスの奥へ日光を行き渡らせる光反射装置 
③パッシブ気候制御（暖房用の太陽熱集熱器など）のための、断熱措置が施された成型

済みコンクリート壁注7 
④自動制御の窓、気化冷却、放射熱を利用した冷暖房、排気からのエネルギー回収、デ

ータセンターから排出される熱の回収などから構成される、気候制御のためのダイナ

ミックなネットワーク 
 
エネルギー目標への達成過程 

 RFP は、空間に対する人口密度基準（22 万平方フィートの建物なら 650 名）で 25ｋ
Btu/ft2/年というエネルギー使用強度を達成するよう求めていた。このエネルギー使用強度

の目標は、建物内のすべてのエネルギー使用（データセンター内職員の使用割合や全プラ

                                                 
注5 http://apps1.eere.energy.gov/buildings/energyplus/ 

（編集部注）EnergyPlus は、スタンドアロンのシミュレーションプログラムである。（画像インターフェ

ースなし。） 
注6 http://eere.buildinggreen.com/ 
注7 http://www.nrel.gov/features/20091030_rsf.html 
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グの負荷）を計上したものである。RFP は、もし当該空間がより効率的に使われ得る場合

や、より多くの人員を収容できる場合には、この目標値を若干修正することを認めている。 
 
設計段階では、チームは 824 名を建物に収容できると計算した。人員が増えればより多

くのエネルギーを必要とする。そのため、エネルギー使用目標は、RFP の空間密度見直し

手続きに従い 31.8kBtu/ft2/年に上方修正された。 
 
 さらに、データセンターは、研究支援施設だけでなくキャンパス全体のデータ使用に耐

える規模であることから、プロジェクトに対する例外として追加的なエネルギー使用枠が

与えられた。こうした修正に基づいて現在計画されている研究支援施設のエネルギー使用

目標は（NREL の全データセンターを含む）、35.1kBtu/ft2/年である。このような修正が

あったものの、同施設は今日のエネルギー効率の良いほとんどの建物より優れており、エ

ネルギー使用量は、建築基準に基づいて建設された同程度の予算の建物の半分以下である。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

④よりエネルギー効率の高い（たとえばエネルギーの回収・再利用を行う）エレベ

ータを設置する 
⑤採光を高めるために、強く反射する屋内用ペンキを使用する 
⑥夜間は消灯する 
⑦光が入り、自然な空気の流れが起こるよう、壁を低くしたワークステーションを

設計する 
⑧別々に設置していたファクシミリ、スキャナー、プリンターを廃止し、エネルギ

ー効率の高い複合機器を使用する 

②標準モデルの電話ではなく、インターネットに接続した電話を使用する 
③なるべく PC ワークステーションより、ラップトップコンピュータを使用する 

低エネルギー消費を達成するためには、オフィスに共通する特性を別の角度から見る

必要がある。 
①簡易台所の数を、現行の「職員 15 人に 1 ヵ所」から「職員 20 人に 1 ヵ所」へ削

減する 

 
デザイン・ビルドが競争力のあるコストで建設するのに役立つ 

 エネルギー効率的な特性を備えているものの、研究支援施設のコストは同様の規模の他

の建物と同程度である。進歩的かつ性能重視のデザイン・ビルド戦略を利用すれば、大半

のコストが管理できるのである。これらの原則に基づいて、NREL は Haselden 
Construction 有限責任会社が集めたチームと契約し、建築サービスだけでなく、建築上・

工学上の設計サービスを提供した。同社のほかに、チームには設計およびエネルギーモデ

リング担当の RNL Design 社および Stantec Consulting 社が参加していた。 
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デザイン・ビルドアプローチでは、チームは研究支援施設が直面する性能上の課題に対

して創造的な解決法を見つけだし、建物の実際の性能に対して責任を負わなければならな

かった。また、厳密な固定価格での契約という性質上、チームはプロジェクトの全体的な

コストに対して一層大きな責任を負うことを求められた。デザイン・ビルドは効率的な方

法であるため、この高性能ビルディングの建設費用は、1 平方フィート当たり約 259 ドル
注8という競争力のある価格になるとみられる。 
 

建物のエネルギー使用強度の比較 
 kBtu/ft2/年 
米国のオフィスビルの平均的な使用強度 90
新たな商業用空間を対象とした ASHRAE 2004 コード 55
チェサピーク・ベイ・ファウンデーション a（メリーランド州） 40
ビッグホーン住宅改良センターｂ（コロラド州） 40
研究支援施設（NRELのキャンパス全体向けのデータセンターを含む） 35.1

a：環境保護、原状回復および教育を行う機関 
（http://eere.buildinggreen.com/overview.cfm?projectid=69） 

b： http://eere.buildinggreen.com/overview.cfm?projectid=54 
 
評判を広める 

 DOE は、研究支援施設のような商業用の建物が数多く建設されることを期待している。

これを達成するために、DOE は、プロジェクトのユニークなデザイン・ビルド戦略およ

び主要文書に関する情報（研究支援施設に関するものも含む）を産業界と共有する意向で

ある。また、DOE は、同施設の革新的な特性の詳細についても公表する計画である。 
 
 建物エネルギーデータブック注9によれば、一次エネルギー消費に占める商業用ビルの割

合は、2006 年に 18％であった。「DOEは、商業用建物の設計法、建設法を変えることに

よって、米国のエネルギー消費を削減したいと思っており、そのために研究支援施設プロ

ジェクトを役立てることを望んでいる」とベーカー氏は語った。研究支援施設プロジェク

トの遂行時に学んだ教訓は、この極めて重要な方向へ米国を導く一助となろう。 
 
 

翻訳： NEDO（担当 総務企画部  吉野 晴美） 
 
出典：A New Benchmark in Commercial Building Energy Performance 
(http://apps1.eere.energy.gov/buildings/building_e2_news/detail.cfm/articleId=2) 

                                                 
注8 9.29m2当たり 23,310 円（1 ドル＝90 円で計算） 
注9 http://buildingsdatabook.eren.doe.gov/Default.aspx 
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