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既存中規模事務所ビルの ZEB実現に向けた取組み
―エネルギー消費実態の把握と省エネ対策と

その効果試算について―
山口 仁士＊ 三好 達也＊ 富田 健司＊

要 約： 近年，政府より地球温暖化対策やエネルギー需給の改善に関する目標が掲げられ，建築物については省エネル
ギー化が求められている。一方，東急建設技術研究所は 1992 年に神奈川県相模原市に建設された研究施設であ
り，当該施設は竣工から 24 年が経過し，当該施設のエネルギー消費実態を調査すると，照明や空調の高効率化
改修により高い省エネ効果が期待されることがわかった。そこで，ZEB 実現を目標として，外壁の外断熱化，
窓の Low-E 複層化，照明器具の高効率化，空調熱源の高効率化等を検討し，各技術とトータルでの効果を試算
した。当該施設の試算結果はBEI=0.41 となり，ZEB Ready に相当する建物となった。
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1．はじめに
COP21 で採択されたパリ協定や「日本の約束草案」

（2015 年 7 月国連提出）を踏まえ，日本の地球温暖化対策
を総合的かつ計画的に推進するための計画である「地球温
暖化対策計画」（2016 年 5 月閣議決定）が定められ，政府
より温室効果ガスを 2030 年度において 2013 年度比で
26% 削減する中期目標と，2050 年度において 80% 削減を
目指す長期的目標が示された。特に業務・その他部門にお
いては 2030 年度までに約 40% の削減が必要となる。建築
物においても省エネルギー化が求められ，エネルギー基本
計画（2014 年 4 月閣議決定）では ZEB の実現・普及とい
う政府目標が示された。
このような社会的背景より，当社においても建築物の省

エネ対策の抜本強化と ZEB 実現に向けた早急な対応が必
要である。そこで築 24 年が経過した当社技術研究所の管
理・研究棟をモデルスタディとして，ストック社会を見据
え改修による ZEB 実現を目指し取組みを開始した。本報
では，改修計画の立案に向けて本建物の 1年間のエネルギ
ー消費実態の把握から導入に適した省エネ技術を検討した
ため，省エネ効果の試算結果と ZEB 実現可能性について
報告する。

2．対象建物の概要
対象建物は神奈川県相模原市にある 1992 年竣工の鉄筋

コンクリート造地下 1階地上 5階建て，延床面積 3,853 m2

の事務所用途と実験用途が併設した中規模事務所ビルであ
る。建物方位は北から東へ 45° 傾いており，形状は北東か

ら南西に長い長方形である。主な開口部は 1階のアトリウ
ムと 2階～5 階の北東面と南西面にあり，一重アルミサッ
シに 6 mm透明フロートガラスで構成されている。断熱は
外壁内側への発泡ウレタン 15 mm の吹付けである。図 1
に対象建物の外観を示す。

3．エネルギー消費実態
ZEB 実現に向けて効果的な省エネ対策を検討すること

を目的とし，対象建物のエネルギー消費実態を把握する。
本報では対象建物に導入されている BEMS で計測したデ
ータを利用し，2015 年 4 月～2016 年 3 月における 1 年間
の計測データを収集しエネルギー消費量を集計した。
3.1 エネルギー消費実態の把握
図 2 に 2015 年度の月積算の消費電力量を示す。なお，
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図 1 対象建物の外観（改修後のイメージ）
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照明消費電力量には照明の他にコンセント等の単相電源機
器の消費分も含み，その他消費電力量には，ペリメーター
ゾーン用のウォールスルーパッケージ空調機（以下，
PACという。）や昇降機，衛生ポンプ類の消費電力量も含
まれる。
空調熱源の消費電力量は，空調稼動の最盛期である夏

期・冬期に多く，特に冬期は夏期の 2倍程度の消費電力量
となり，最大 14,360 kWh（2 月）となった。空調空気搬
送の消費電力量は，送風ファンがインバーター化（以下，
INV化という。）されていることに加え，空調機に CO2 制
御が導入されており，最大 2,689 kWh（2 月），年平均 1,554
kWh と対象建物全体の消費電力量に占める割合として比
較的少なかった。空調ポンプは年平均 1,199 kWh であっ
た。照明（コンセント含む）の消費電力量は年平均 10,123
kWh であり，年間を通して対象建物全体の消費電力量に
占める割合として比較的大きな消費電力量となっている。
その他の消費電力量は，PAC が含まれるため，夏期・冬
期に消費電力量が増えている。なお，昇降機や衛生用ポン
プ類は，年間を通して変動があまり無いことを考慮する
と，PACの消費電力量は 2,000 kWh 程度と想定される。
また，図 3に各階における空調処理負荷を示す。空調処

理負荷の割合から，1F に多くの空調エネルギーが必要で
あることがわかる。これは 1F に 2 層吹抜けのアトリウム
があり，アトリウムの外皮がガラスのカーテンウォールで
あり熱性能が低い環境であったためと考えられる。併せ
て，1F と 2F が空間的に繋がっており，2F の空調処理負
荷も 1F の空調機で処理していたためと考えられる。3F
と 4F は同じ平面の執務室であるため処理負荷も概ね同等
であった。一方，空調処理負荷と消費電力量の傾向は異な
り，冬期に比べ夏期の空調処理負荷が多い。これは，夏期
のほうが高効率で熱源が稼動していたと予想される。
3.2 同規模オフィスの基準一次エネルギー消費量
国立研究開発法人建築研究所にて公開をしている計算支

援プログラム1)（以下，web プログラムという。）を用い，
標準入力法・主要室入力法にて同規模オフィス（以下，基
準建物という。）の基準一次エネルギー消費量（以下，基
準値という。）を計算する。表 1に web プログラムを用い
て計算した結果と，BEMS により集計した一次エネルギ
ー消費量を示す。なお，web プログラムでは空調の内訳
（熱源，空気搬送，ポンプ）が算出されず空調としてまと
めて計算され，コンセント電力については BEMS とは異
なりその他として計算される。一方，BEMS では換気，
昇降機，給湯及び PAC 等を分けておらず同一の計測とし
て集計される。
運用実態と基準建物の基準値を比較すると，空調は

39.6%，照明（その他を加算）は 32.3% の一次エネルギー
消費量が削減されていることがわかった。ただし，対象建
物の 2F 及び 5F は実運用上ほぼ使用していないため，単
純に 3フロアとして基準値の合計を割り戻すと 2,704.8 GJ/
年となり BEMSデータと概ね一致した。

4．省エネルギー対策の抽出
2015 年度のエネルギー消費実態と基準一次エネルギー
消費量の計算結果より，効果的な省エネ技術を検討する。
空調に関して，空調に掛かる消費電力量のうち熱源に占

める割合が大きいことから熱源に対して対策を考えること
とした。熱源は既往の研究2)において課題を提示してお
り，竣工当初から建物の使われ方も変わり，2台ある熱源
を低負荷で 2台稼動することが多く，非常に効率の悪い運
転をしていたため，2015 年度から熱源の稼働台数を調整
し運用してきた。その結果，省エネ効果は確認されてお
り，負荷に応じてリニアに対応できる熱源設備に更新する
ことで更なる省エネ効果が期待できると想定し，本報では
モジュールチラーの導入を検討することとした。
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図 2 対象建物の月積算消費電力量

図 3 各階の月積算空調処理負荷

表 1 エネルギー消費実態及び基準一次エネルギー消費量
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照明に関しては，一部執務室では照明を Hf 蛍光灯から
LED照明に変更をしている3)が，照明は年間を通して利用
されることから，すべての機器を高効率な機器に変更する
ことで大きな省エネ効果が期待される。併せて初期照度補
正や LED 照明器具の明るさ制御などによる出力調節を考
慮することで更なる省エネ効果が期待できるため，すべて
の照明器具を LED照明器具へ変更することとした。
また，各階の空調処理負荷のエネルギー消費実態より，

1F は空間的に大きいことに加えガラスカーテンウォール
があるため，他のフロアに比べて熱性能が非常に低い。そ
こで，夏期・冬期の日射特性も考慮し，断熱対策としてエ
アフローの機能を有するダブルスキン化を検討する。その
他，建築外皮は竣工当初の仕様では断熱性能が低いことが
わかっているため，外皮の断熱強化と，窓面の Low-E 複
層化も合わせて導入を検討する。
以上の対策を本報における省エネ対策として表 2にまと

めた。

5．シミュレーションによる効果試算
省エネ効果のシミュレーションは web プログラムに比

べて計算条件を細かく設定できる理由から，BEST pro-
gram（平成 25 年省エネ基準対応ツール）を用い検討し
た。なお，本建物は事務所用途と実験用途が併設した施設
であるが，効果試算においては事務所用途のみを計算モデ
ル化し検討を行った。
5.1 省エネ対策毎のエネルギー削減量
省エネルギー対策技術として挙げた項目について，個別

にシミュレーションを行った結果を表 3に示す。
5.1.1 外皮の断熱強化
①外壁の外断熱化
外壁の断熱工法は，執務者が執務をしながらの工事を想

定し外断熱工法を選択した。外断熱工法の断熱材厚さは表
4 に示す 3 ケース（断熱材厚さ：35 mm，50m，70 mm）
の検討を行ったが，単位面積当たりの設計一次エネルギー
消費量（以下，設計値という。）は断熱材厚さを変えても
あまり差はなく 870 MJ/m2 年程度となった。断熱材厚さ
70 mmのエネルギー削減率は基準値に対して 40.3%，既存
に対して 0.9% と試算された。
②窓面の Low-E 複層ガラス化
窓面は室内側から既存窓の内側に Low-E ガラスを取付

け，Low-E 複層ガラス化する工法を選択した。熱貫流率
は既存窓 4.13 W/m2K に対して Low-E 複層化すると 1.6
W/m2K となった。エネルギー削減率は基準値に対して
40.5%，既存に対して 1.0% と試算された。
③アトリウムのダブルスキン化
北面であることや冬期の空調処理負荷低減のため，ダブ

ルスキン化による断熱効果を期待したが，ダブルスキン内
の空間の広さや通風による影響から，計算上は熱貫流率が
小さくならず，大きなエネルギー削減効果は得られなかっ
た。なお，熱貫流率はダブルスキン内の換気ありの場合で
3.14 W/m2K，換気なしの場合で 2.76 W/m2K である。エ

ネルギー削減率は基準値に対して 40.0%，既存に対して
0.2% と試算された。
5.1.2 空調（熱源）の高効率化
対象建物の使用状況や負荷特性を考慮し，空調能力を小

さくし，低負荷時においても高効率で稼動することが可能
なモジュールチラーに更新する計画とした。エネルギー削
減率は基準値に対して 49.4%，既存に対して 15.9% と試算
された。
5.1.3 照明の高効率化
照明の高効率化によるエネルギー削減率は，基準値に対

して 43.0%，既存に対して 5.1% と試算された。さらに明
るさ制御や初期照度補正を導入することで，基準値に対し
て 46.5%，既存に対して 11.0% と試算された。
5.2 外皮性能（PAL＊）
外皮性能を計算すると，基準 PAL＊ は 432.5 MJ/m2 年，

5.1.1 外皮の断熱強化による設計 PAL＊ は 376.1 MJ/m2 年，
既存の PAL＊ は 399.8 MJ/m2 年となった。BPI（基準
PAL＊ に対する PAL＊ の低減率）は，既存が 0.92 であっ
たのに対し，設計が 0.87 と外皮性能の向上が図られた。
5.3 設計一次エネルギー消費量
外皮，空調，照明に対する省エネ効果をすべて導入した

場合の設計値を表 5に示す。
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表 2 対策概要

表 3 個別要素技術の設計一次エネルギー消費量

表 4 断熱材厚さによる違い
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空調の一次エネルギー消費量は，外皮の断熱強化と空調
熱源の更新により，基準値に対して 72.2% と非常に大きな
削減効果が得られた。また，照明器具の高効率化による内
部発熱の減少が空調負荷削減に寄与したことも想定され，
個々の省エネ対策だけでは得られない複合的な効果が得ら
れたと予想する。
照明の一次エネルギー消費量は，照明器具の高効率化と

制御の導入により，基準値に対して 19.1% の削減効果が得
られた。
合計の一次エネルギー消費量は，基準値 1457.8 MJ/m2

年に対し設計値が 669.7 MJ/m2 年となり，コンセントと
高効率化設備を除いた BEI は 0.41 となった。ZEB ロード
マップ4)において，ZEB は『ZEB』，Nearly ZEB，ZEB
Ready の 3 段階に分類され，本建物は「再生可能エネル
ギーを除き，基準一次エネルギー消費量から 50% 以上の
一次エネルギー消費量削減される建物」と定義される
ZEB Ready と判断できる。（なお，高効率化設備は本建物
の東外壁面の一部 200 m2 に太陽光発電設備を導入する試
算としている。）

6．ZEB実現に向けた課題
各要素技術は基準建物に対して効果的であることがわか

った。特に空調，照明において高い効果が得られる。一方
で外断熱等の建築的な取組みにおいては，対象建物のよう
な断熱性能が低い建物であっても，ある程度の断熱が施さ
れていれば，断熱を強化しても 1%程度の省エネ性能の向
上であり，大きな効果は得られないことがわかった。
今後の ZEB 実現に向けた課題として，『ZEB』（エネル

ギー収支“ゼロ”）を目指すためには，小さな効果の積上
げも重要であるが，導入コストを抑え，費用対効果に見合
う工法を検討する必要がある。また，室内の熱負荷特性を
考慮した潜・顕熱分離空調や地中熱等の自然エネルギー利
用の導入検討，空調負荷特性に応じた平面計画等，多様な
省エネ対策の検討が必要と考える。

7．まとめ
本報では，既存中規模事務所ビルの ZEB 実現に向けモ

デルスタディを行い，対象建物のエネルギー消費実態の調
査や基準建物の一次エネルギー消費量との比較から，適当
な省エネ対策を抽出しその効果を試算した。モデルスタデ
ィにおいて空調熱源や照明器具の高効率化による効果が大
きく，ZEB Ready の実現可能性を確認した。今後は更な
るエネルギー削減を目指し，潜・顕熱分離空調や自然エネ
ルギーの利用を考慮した検討を進めていく予定である。
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表 5 エネルギー消費実態及び基準一次エネルギー消費量
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STUDY ON THE ZEB REALIZATION OF AN EXISTING MIDDLE-SCALE OFFICE BUILDING
EVALUATION OF THE ENERGY CONSUMPTION AND SIMULATION OF THE EFFECT OF

ENERGY CONSERVATION MEASURES

H. Yamaguchi, T. Miyoshi, K. Tomita

In recent years, building energy conservation have been demanded. Office building in Institute of Technology of Tokyu
Construction was built in Sagamihara City, Kanagawa Prefecture in 1992. It has been 24 years since the construction. In this
paper we investigated the energy consumption on actual condition of the building and examined the energy conservation
measures and the effect of the measures on the energy savings. It was clarified that energy savings can be expected by the
renewal of the heat source system and luminaire. As the energy-saving measures to the building, we decided to introduce
exterior thermal insulation of the outer wall, Low-E multi-layer glasses in the window, high-efficiency luminaire, high-
efficiency heat source systems and others. From simulation the building was evaluated as the ZEB Ready, because BEI
value is 0.41.


