
夜間電力を氷として蓄熱し、昼間の空調エネルギーに利用する

ことで、電力のピークカットを助けます。また、熱源機の定格

運転により、効率が向上し、機器の耐久性も向上します。

氷蓄熱ユニット

屋根形状に合わせて、変換効率の高い単結晶シリコン太陽

発電モジュール(50ｋW)を設置しています。発電パネルの

裏側には換気のための空気層を設け、常に高い発電効率を

維持させます。

屋上の目隠しルーバーの形状に合わせて、太陽熱集熱装置を

設置しています。太陽光によって温めた温水をソーラー蓄熱

槽に貯留して、冷暖房や厨房、宿泊室への給湯に利用します。

１年を通して風の強い地域特性を活かすため回転の静かな垂

直軸回転翼型（1.5ｋW×１基）とよりコンパクトなプロペ

ラ型（0.4ｋW×３基）の２種類の風車を設置しています。

 

アトリウムトップライトの遮光ルーバーには、軽量型の単結晶

シリコン太陽発電モジュール（5ｋW）を貼付け、遮光と発電

を兼ねて用います。日射状態や季節により最適な角度に設定

することができます。

ソーラールーバー

ソーラーコレクタ

太陽光発電設備

風力発電設備

敷地に降った雨水は、トイレの洗浄水や屋上緑化の散水などに

使用して水資源の活用を図っています。また、アプロ－チに沿

ったせせらぎに雨水を集めて循環利用しながら、多様な生き物

が生息できる水辺（ビオトープ）を形成しています。

アトリウムの天井には、トップライト（天窓）を設け、積極

的に自然光を利用しています。夜間は円盤型の反射板からの

間接光を必要な場所に当てることで、照明器具を減らし効率

の良い光環境を作ります。

雨水利用・ビオトープ

アトリウムの光環境

IESS（インテリジェント･エナジー･サプライ･システム）

エネルギーを有効に利用するために、最新の環境配慮の技術をその都度簡単に

導入できるスケルトンを構築し、各種要素技術を統合的に制御するシステムを

採用しています。施設のエネルギー消費と供給の実態を把握しながら、最適な

運用を図ります。

夜間は氷蓄熱システムによってエネルギーを蓄え、昼間は夜間に蓄えたエネル

ギー・太陽光発電をはじめとする自然エネルギー・コージェネレーションなど様

々なエネルギー源を最も効率よく運転できる組み合わせで利用することにより

購入電力を半減させています。特に13時～16時の需要電力の大きな時間帯で

は60％以上カットしています。※

日射遮蔽や断熱、自然エネルギーの活用、ＩＥＳＳによって、運用による建物の

一次エネルギー消費量、及びＣＯ2排出量を約半分に削減することが可能です。

また、省エネルギー対策や高炉セメントなどリサイクル資材の活用、ロングラ

イフへの配慮によって、建物のライフサイクルでのＣＯ2発生量は約４０％の

削減を見込んでいます。※

環境負荷の削減

運用エネルギー消費量

基準モデル

断熱・日射
対策モデル

自然ｴﾈﾙｷ゙ｰ
利用モデル

ＩＧＥＳ

空調用ガス

給湯用ガス

昼間電気

夜間電気

基準モデル

ＩＧＥＳ

ライフサイクルCO2排出量

設計監理
新築工事
建替工事
修繕
改修工事
維持管理
エネルギー
廃棄処分

約50％削減

約40％減

照明コンセント
パッケージ空調機 

空調機

給湯

購入電力

都市ガス

蓄熱槽
（氷）

空冷
チラー

風力発電太陽光発電 ソーラーコレクタ

ボイラー 

排熱投入型
冷温水発生機

昼間：自然エネルギーと貯蔵エネルギーを活用する

※建設当初（NAS電池及びマイクロガスタービン使用時）の試算による
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概要

主要用途 研究施設（事務所）
設計・監理 株式会社　日建設計
施工 鹿島・三井・紅梅建設共同企業体
工事期間 2001年4月 ～　2002年4月

建築概要
地域地区 市街化調整区域、風致地区、湘南国際村地区計画
敷地面積 20,974㎡
建築面積 4,404㎡
延床面積 7,408㎡
容積対象面積 6,991㎡
建蔽率 20.99％
容積率 33.33％
階数・構造 地下1階RC造　地上2階S造
高さ 14.9m
天井高さ 2.7～3.4m
駐車台数 54台
昇降機 乗用13人乗×2基

仕上　　　　　　　　　
屋根 アスファルト防水押えコンクリート　一部屋上緑化
アトリウム屋根 ステンレスカラー鋼板一部太陽光発電パネル、複層ガラストップライト（LOW-eガラス）
外壁 化粧打放コンクリート一部はつり仕上、アルミスパンドレル、ライトシェルフ、再生木材縦ルーバー　
建具 アルミサッシュ、シルバーアルマイト、複層ガラス、エアフローウィンドウ自然換気窓付
事務室・研究室 床/タイルカーペット（再生ナイロン、再生バッカ－）　ＯＡフロア（廃材利用）
 壁/石膏ボード塗装一部天然木貼
 天井/岩綿吸音板
アトリウム 床/ガラス再生タイル　壁/化粧打放コンクリートはつり仕上、石膏ボード塗装
 天井/岩綿吸音板
ロビー 床/フローリング（コルク下地）　ＯＡフロア（廃材利用）　壁/石膏ボード塗装　天井/岩綿吸音板　　　　　
宿泊室 床/コルクタイル　壁/こうぞ和紙、一部化粧打放コンクリート　天井/石膏ボード塗装　　　
便所ブース 再生木材（原料：大豆）　
窓台 ゴムの木集成材
外構床 床/廃材利用タイル
外構ベンチ 再生木材

設備概要　

電気設備
・6.6Kv受電、非常用ディーゼル発電機180kVA、
・太陽光発電設備50+5ｋW
・風力発電設備　垂直軸回転翼型1.5ｋW×1基、プロペラ型0.4ｋW×3基
・高効率Hf型照明器具（光センサ、人感センサによる自動制御）

空調設備　　　　　
・氷蓄熱式空気熱源ヒートポンプチラー264kW（日蓄熱量7,741MJ） 
・太陽熱・地中熱利用型外気処理調和機+個別分散型空調機及びファンコイルユニット
・床吹出空調方式（２階研究室）
・床冷暖房方式（アトリウム）
・中央監視・自動制御設備、ビルエネルギー管理設備

衛生設備　　　　
・木製受水槽11m 、飲用・雑用２系統の圧力給水方式、ステンレス製給水配管
・ステンレス製給湯配管、真空温水機116ｋW
・雨水利用・空調排水再利用設備（水洗トイレの洗浄水、屋上植栽散水に利用）
・汚水・雑排水合流，雨水分流式

防災設備　　　　　
・スプリンクラー（地下1階）、屋内消火栓、防火水槽
 
この施設は財団法人地球環境戦略研究機関（IGES）を誘致した神奈川県が、神奈川県住宅供給公社から
借り上げ、IGESに無償で提供しています。
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パンフレット監修　日建設計 財団法人地球環境戦略研究機関
Institute for Global Environmental Strategies
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「環境」を発想の原点とした建築

地球環境戦略研究機関研究施設の、大きく弧を描きながら西側に張り出した

形態は、緑と眺望に恵まれたこの地域の特性を生かしながら、自然の光や風

を上手に取り入れて、「環境」と共生することを発想の原点とした設計から

生まれてきたものです。

この研究施設では、本来、建築が伝統的に培ってきた「自然の恵み」を大切

にするという発想を受け継ぎながら、限られた人工エネルギーを出来るだけ

効果的に使うことによって、人々が集い、共に考えるための、便利で快適な

空間を創るための様々な試みを行っています。

例えば、日本の伝統的な建築に見られる様々な工夫を、今日私たちが手にす

ることが出来る、環境負荷の少ない素材や技術を駆使して導入しています。

また、必ずしも欲しいときに得られない自然の恵みを一旦貯蔵し、人工エネ

ルギーと一緒に必要に応じて取り出して、効果的に使うことが出来る仕組み

も取り入れています。

この建物には大きく湾曲しつつ上にいくほど張り出した西側と、二重ガラス

で覆われたシンプルな表情を持つ東側と、方位に応じて二つの異なる表情を

与えました。

眺望の良い西側に面する研究室は、大きな庇－ライトシェルフと縦ルーバー

－によって、不快な西日は遮りながら、快適な光だけが室内に取り込まれる

ようになっています。建物の東側には穏やかな天空光の入る三階分の吹き抜

けを作り、この施設に集う人々の出会いの場としていますが、空間の高さを

活用して煙突と同じ働きをする自然換気のための空間としても使っています。

施設の内外では、周囲の環境と使い方によって刻々と変化する建物の稼動状

態を、様々なセンサーや計測器によって、常にモニタリングしています。得

られた情報は分かりやすい指標に加工した後、イントラネットを通じて利用

者に提供し、「人」と「建築」と「環境」の関わりをリアルタイムで示し続

けるようになっています。

                                                                                                      　　　　　

日建設計/富樫 亮

斜め天井
研究室は、廊下側からの自然光も利用
する両面採光とし、天井を傾斜させる
ことで室の奥まで自然光を導入する

ライトシェルフと縦ルーバー
直射光を効果的に遮り室内
に光を取り込む形状

エアフローウィンドウ
西面の日射負荷を遮断する

ソーラーコレクタ
太陽熱から得た温水を
給湯や空調に利用

アトリウムを利用した自然換気

太陽光発電パネル
屋根傾斜に合わせた形状、メンテナンスに
配慮し取りかえ可能な構造

大容量トレンチ
設備の配管や配線のトレンチには将来の
設備更新に十分対応できるスペースを確保

アトリウムは床からの輻射冷暖房
により居住域の快適さを保つ

トップライト
複層ガラスを使用して熱を
遮断し光だけを取り込む

ソーラールーバー
太陽電池を貼り付けた
可変式遮光ルーバー

1、2F　鉄骨造

温度

大地の熱を活用する
クールヒートトレンチ

メカニカルウォール
設備機器を収納しメンテナンスを
容易にする。上部はライトシェルフ
を兼用する

鉄筋に対するコンクリートのかぶり厚さ
を大きくして耐久性を高める

鉄骨に木で仕上げを施し
たアトリウムの梁・柱

フレキシブルに利用できる
ロングスパンの研究室

BF　鉄筋コンクリート造

遮光ルーバー
アトリウムへの直射光
を遮る効果的な形状

屋根面熱回収
冬は下階に導いて暖房
に利用する

アトリウム内外の気流と温度分布シミュレーション
敷地西側からの卓越風が建物断面形状によって発生する吸引効果を活用
して、アトリウムを介した施設全体の自然換気を行っています。シミュレー
ション面のくさび形の矢印は気流の方向と大きさを、色は空気の温度分
布を示しています。アトリウムには、熱気のたまる空間を十分に確保して
日射によるアトリウム内部の温度上昇域を居住域まで降下させないよう
にしています

12.8ｍ

研究室

フレキシブルに利用できるロングスパンの研究室

斜め天井　
室の奥まで自然光を導く

床吹空調　
居住域を効果的に空調でき、使い方
に対応した運転制御が可能

両面採光　
アトリウムを介して
トップライトからの
自然光も導入する

メカニカルウォール　
設備機器を収納しメンテ
ナンスを容易にする
上部はライトシェルフを
兼ねている

張弦梁により天井の形態
に合わせた構造体

明るさセンサーによる
調光システム

床輻射暖房 各階空調機へ

ソーラールーバー

卓越風

アトリウムを利用した自然換気

床輻射冷房

春・秋：積極的に外気を導入し、卓越風の吸
 引効果を用いた風力換気と室内外温
 度差による重力換気を併用します

夏　　：日中は屋根裏面の熱気を自然換気によ　 
 り屋外に逃がし、夜間はナイトパージ
 （外気による建物の冷却）を行います
冬　　：屋根裏面の熱気を下階に導き各階の
 暖房に利用します

熱だまり

外気

外気

各階空調機へ

 地中熱

 地中熱

クールヒートトレンチ
空調用の取り入れ外気を建物側面から導入して地下トレンチに通し、地中熱

により夏は予冷・冬は予熱してから使います。

屋上緑化
陸屋根の大部分を緑化し、断熱効果と夏期の蒸散作用によって建物を冷却しま

す。屋上緑化には５種類の種子を播き周辺の環境条件に最も適した植物が自然

に繁茂しています。

エコマテリアル
建物各所の仕上には、コルクやゴムの木、木粉を主原料に耐久性を高めたリ

サイクルウッドなど、従来は廃棄されていた原材料を加工した木質系の材料

が用いられています。機械室に設置されている木製受水槽は、持続可能な資

源管理を行っている森林から生産された米ヒバ（カナダ産）の板を用いてお

り、メンテナンスやリサイクルに配慮されています。

その他、空調機にはオゾン層破壊係数が0の冷媒（HFC134a）を採用し、内

装材にはホルムアルデヒドやVOCs（揮発性有機化合物）などの有害化学物

質による室内空気汚染の発生の少ないものを使用しています。工事期間中に

は、廃棄物の分別やリサイクルを徹底し、混合廃棄物を約30％削減しました。

ゴム集成材（窓台） 再生木（縦ルーバー）

ガラス再生タイル（アトリウム床材） 木製受水槽*2

*3
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