
1. 沿　革
本会は、大正6年（1917年）7月に“煖房冷蔵協会”として設立されました。
その後、昭和2年（1927年）に“社団法人 衛生工業会”として法人化。さらに昭和37年（1962年）
５月に“社団法人 空気調和・衛生工学会”へ組織を改組して文部科学省（当時：文部省）認可の
学会として新たな歩みを開始、平成24年（2012年）に公益社団法人に移行し、平成29年（2017
年）に設立から100周年を迎えました。
また、設立時より“学理と工業は両輪である”との理念と“空気調和と衛生設備に関する専門学会”
との立場を持って運営されており、現在もこれを継承しています。

会員数は15,407名です。（平成29年3月末現在）
正会員 14,514名 名誉会員 28名 特別会員 32名
学生会員 354名 賛助会員(法人) 479社

調査研究の実施、研究会・学術研究シンポジウムの開催、学術論文集・機関誌の発行、海外学
術団体との交流などの活動のほか、技術基準の作成・普及、技術者教育にも力を入れています。

2. 会　員

3. 活　動

■ 企画・編集 ／ 奥宮 正哉、田辺 新一、平岡 雅哉、佐藤 正章、秋元 孝之、荒井 義人、大塚 雅之、
     桂木 宏昌、加藤 美好、柴田 克彦、中村 真、長谷川 巌、林 立也

■ イラスト ／ 佐藤 正章

■ 製　　作 ／ 株式会社Kプロビジョン

■ 印　　刷 ／ 公和印刷株式会社

■ 発　　行 ／ 公益社団法人空気調和・衛生工学会
  （SHASE: The Society of Heating, Air Conditioning and Sanitary Engineers of Japan）
  〒162-0825　東京都新宿区神楽坂4-8　神楽坂プラザビル4階
  TEL 03－5206－3600（代）,　FAX 03－5206－3603

■ お 願 い ／ このパンフレットの内容・図表の商用以外の利用は自由です。
     ただし、出版等に引用・再利用する場合には、学会事務局までご連絡ください。

■ このパンフレットは再生紙を使用しています。
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建築設備にかかわる人々建築設備は建物の血管や内臓のようなもの

※ インフラや重要設備などが停止しても全体としての機能を速やかに回復できるしなやかな強靭さ

　「建築設備」、この言葉はすこし耳慣れないかもしれませ
んが、快適で豊かな暮らしができる「すまい：住宅やホテル
など」や働き易い「ビル：事務所や病院、店舗など」にはなく
てはならないものです。
　より良い建物には、意匠・構造・設備の統合的なデザイン
が必要と言われています。建物を人に例える言い方がありま
すが、建築設備は心臓・肺・血管、胃や腸、神経などに相当し、
「建物の血管や内臓」として、建物の機能に貢献しています。

　建築設備の技術者は、建物がうまく機能するための様々な
要素の複雑な組み合わせ「建物の血管や内臓」をデザインし、
実際に創り上げ、動かしていくという役割を担っています。
　建物を造るときには大量の資源が消費され、使う時には
大量のエネルギーと水が消費され、寿命が尽きて壊すときに
は大量の廃棄物が発生します。地球環境問題への対応、サ
ステナブルな社会の構築に対して、建築の技術者の果たすべ
き役割は大きく、特に建築設備は、運用管理でのエネルギー
と水の消費に大きく係っていますので、できること、やらなけ
ればならないことを、深く考えていく必要があります。
　人の健康管理と同じように、建物が正しく機能し長生きす
るためには、日々のメンテナンスや定期的な性能チェックと
更新、リニューアルなどが必要となります。このような場面で
も、建築設備の技術者が活躍します。

　空気調和・衛生工学とは、暖房・冷房・換気、給水・排水、
衛生設備など私たちの生活と密着した設備やその仕組み・
原理などを扱う学問です。これらに関する取り組みを通じて
建物に住む人や使う人の安全・健康・快適に貢献しています。
また、近年、重要課題となっている省エネルギー、地球環境
問題、大災害に対する備えなどに対しても、真摯に取り組ん
でいます。
　空気調和・衛生工学会は、この分野の研究者とこれらの
設備の設計者や施工技術者、装置を作るエンジニアを会員
とする学術団体です。
　当会は、この分野の工学と技術の研究を連携・促進し、
学術と文化の発展に寄与していきます。

　「建築設備」は、建物を利用したり、建物の中で生活する人々の
ために、安全・健康・快適な暮らしを守ることなどが重要な役割
です。一方、様々な環境問題に対してもサステナブルな（持続可能
な）社会の実現に貢献するために、地球温暖化防止や省資源など
にも積極的に取り組んでいく必要があります。建築設備の分野で
は、特に、省エネルギーや節水などへの取り組みが必須となって
います。

人と地球にやさしい環境をつくる 人と地球にやさしい「水」
一滴の水を届けるために……………………… 1

水となかよく暮らす …………………………… 2

人と地球にやさしい「空気・熱」
人と地球にやさしい工夫…………………………  3
快適でもエコをめざして…………………………  4

　室内の温度・湿度・空気質などの環境を整えることを「空気調和」
と呼んでいます。人の為の空調は当然ですが、生産施設の超クリー
ンな環境を作り出すことなど、様々な取り組みを行っています。
　建物で主に「水」を使って衛生的で快適に生活するための設備を
「給排水衛生設備」、または「衛生設備」と呼んでいます。ガスや消
火なども関連した設備です。

「空気調和」と「衛生」 すまいの「空気・水・熱」
すまいの「水・お湯」のしくみ …………………  5
すまいの「空気・熱」のしくみ …………………  6

ビルの「空気・水・熱」
ビルの「給排水・衛生」のしくみ ………………  7
ビルの「空調」のしくみ …………………………  8

　安全・健康・快適を省エネルギー・省資源で実現することが継
続的な課題です。これを実現するために、エコデザイン、エコワー
クスタイル、設備の高機能化・高効率化、自然エネルギーの活用
などに取り組んでいます。また、設備のもう一つの要素である「電
気設備」との統合的な取り組み、特に高度化する通信情報技術
や人工知能の活用も今後の重要課題です。　　　　　　　　　　　　　　　　
　そしてさらに広く、地域・街区における水の循環や熱の融通、
再生可能エネルギーの利用、普段の生活だけでなく万が一への
備え（大災害に対する強靭化、レジリエンス※）などの時代ととも
に変化する新たな課題に、当学会は関連する他の学協会とも連携
して柔軟に対応していきたいと考えています。

新たな課題に向けた取り組み エネルギーを大切に使う
エネルギーをかしこく使う………………………  9
建物全体でスマートに…………………………… 10

視野を広げる
水資源の活用とレジリエンス…………………… 11

再生可能エネルギーをスマートに……………… 12

建築設備の役割と新たな取組み建築設備の技術者の果たす役割空気調和・衛生工学会とは

建築設備とは
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無駄なお湯が出ない
シングルレバー水栓

節水型シャワー

誰でもトイレ

安心で快適な暮らしの為の隠れた工夫

人と地球にやさしい「水」

水となかよく暮らす
衛生設備は、安全・健康・快適な暮らしに、なくてはならないものです。
この時、すべての人にやさしく、安心して暮らせるような工夫が重要です。
さらに、環境問題に配慮して、地球にやさしい暮らしをもう一度考える必要があります。

節水とは
　人が飲めるきれいな水を造り、家庭に送り、排水を浄化し
て海に流すために大量のエネルギーが使われています。
　節水は水資源の保護と同時にこのエネルギーを削減する
ことができます。

すまいでは
　お湯の節約を行うことにより、水を加熱するためのエネル
ギーも削減できます。すまいのエネルギー消費の内、給湯で
約3割が消費されていると言われています。
　パリ協定の日本の目標達成には家庭で約39％のCO2排出
削減（2013年基準）が必要です。これは日本人一人あたりに
すると年間で約620kg-CO2 の削減になります。シャワーの利
用を1分間短くすると年間で約29kg-CO2 が削減可能※です。
このようなこまめな省エネを積み上げていくことが重要です。

※ 省エネルギーセンター、家庭の省エネ大事典

人にやさしく
　地球にやさしくすると同時に、老人・子供・身体障害者など、
みんなにやさしいまちづくりが進められています。また「すま
い」でも必要に応じて介護対応に配慮する必要があります。
　ユニバーサルデザインという考え方では、「単純、判り易い、
安全、誰でも」などがキーワードとなります。一例として、駅
や公共施設に設置されている「誰でもトイレ（多機能トイレ）」
がありますが、暮らしに関係が深い衛生設備の分野で、今
後、積極的に取り組んでいかなければならない課題です。

安心できる環境をまもる
　安心して水を飲めることは、最も重要な要件の一つです。
水道水をそのまま飲める国は世界でも僅かしかありません。
それを可能にしているのが国で定める厳しい水質基準ととも
にそれを実現している水道事業者の高度な技術です。
　衛生設備の正しい設計・施工も重要です。右図はその一例
ですが、適切な吐水口空間の確保によりクロスコネクション
（汚れた水の逆流）を防いだり、トラップにより適切な封水深
さを設け、下水からの臭気の漏れや虫の侵入などを防ぐこと
ができます。
　建物運用管理においても、貯水槽の定期的な清掃や水質
検査、浄化槽の管理、プールなどの水質管理、給湯設備・
冷却塔でのレジオネラ属菌の繁殖防止、配管やタンクなどの
防食対策など様々な配慮を行っています。

人と地球にやさしい「水」

水は貴重な自然の恵み

一滴の水を届けるために
昔は、水道水ではなく井戸水を使い、「やかん」や鍋で沸かしたお湯を使い、
トイレはくみ取り式でした。今では、蛇口をひねれば水やお湯がいつでも出て、
トイレやそのほかの排水は下水道などに流れていきます。それが当たり前だと思っていますが･･･。
日本の多くの地域は水資源が豊富ですが、世界的に見れば水は大変貴重な資源です※。
最近では日本でも、異常気象による水不足、
山林の乱伐による保水力の低下などの問題が生じています。
また、排水中のリンやチッ素などにより、湖や海の水が富栄養化し、
藻類が異常発生するなどの問題も起こっています。
手を洗った水を打ち水に使ったり、台所でお米を研いだ水を庭木に与えるといった、
水を大切にする昔からの暮らしの知恵を思いだしましょう。

※地球上に存在する水の量はおよそ14億km3、そのうち人間が利用しやすい地下水や河川・湖沼などとして存在する淡水の量は約0.8％しかありません。
　世界の多くの国は、深刻な水不足の問題を抱えています。　出典：国土交通省「平成25年版日本の水資源について」、2013.08
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究極の省エネ…正味のエネルギー消費ゼロを目指して

建築物衛生法による室内環境基準

建物内の空気と温湿度の環境を整えることを、空調（空気調和）と呼んでいます。空調の要素としては、温度、湿度、
気流（空気の流れ）、清浄度（ほこり･一酸化炭素･二酸化炭素･VOC※）などがあり、ビルではこれを適正に制御する
装置が設置されています。これらの建築設備の工夫で、働きやすさと省エネルギーの両立を図っていくことが重要です。
また、究極の省エネであるZEB※、ZEH※の実現をめざす必要があります。

省エネと安全・健康・快適が両立する建物

省エネ・CO2削減は重要な社会の課題です。一方で、建物を使う人にとっては、安全・健康・快適に活動できること（ウェ
ルネス※）や機能的で知的生産性が高いこと（スマート）は、建物の重要な性能として認識され始めています。
※ ウェルネス：心身ともに健康であるとともに、それを積極的に維持・発展させるために、空気や水・光の質だけでなく、食生活の改善や適度な運動などにも配慮すること

※ VOC：Voltaic Organic Compounds（揮発性有機化合物）　※ ZEB：Zero Energy Building　※ ZEH：Zero Energy House

温熱感に関わる６要素と
それによる温冷感の予測 ・ 不満足者率の推定

人と地球にやさしい「空気・熱」

快適でもエコをめざして

省エネでも安全・健康・快適に
　「省エネでも安全・健康・快適」を実現させるためには、
高性能な省エネルギーシステムだけでなく、自然の恵みを活
用することや働き方の工夫（エコワークスタイル）が重要とな
ります。
　生産施設では、年間一定の温度・湿度・空気清浄度を維
持することが重要となる場合があります。しかし、人の暮
らす場所や働く場所では、年間 365日×24時間、どんな

「暑い」と「寒い」
　空調の快適性は温度・湿度・気流のほかに、放射温度（周
りの壁やガラスの温度）や着衣量（何を着ているか）、活動量
（じっとしているか動いているか）などの相互作用によって変
化します。これらの６要素から、平均的な人が感じる暑さや
寒さの度合いを予測し、その状態を不満足と感じる人の割合
を推定することが可能です。
　夏に室内を28℃とするクールビズ、冬に20℃とするウォー
ムビズの考え方も推進されています。冬は着衣の調整や建
物の断熱、夏は風や冷放射の利用などの工夫で快適性を損
なわずにこれを実現することができます。

※ COP21：気候変動枠組み条約第21 回締約国会議　　　
※ 消費エネルギーより創エネが多いビルはPEB（Positive Energy Building) と呼ぶこともあります。
※ ZEH の分野でも、外皮性能の強化＋省エネ20％以上＋創エネで一次エネルギーを75％以上削減した場合は、Nearly ZEH と呼ぶことができます。
　 （参考）空気調和・衛生工学会「ZEBの定義と評価方法に関するガイドライン」、経産省「ZEBロードマップ検討委員会とりまとめ」など

究極の省エネをめざして
　2015年に開催されたCOP21※では、発展途上国を含む
すべての国のCO2削減目標の作成と実施状況の報告を義務
付けるパリ協定を採択し、日本も2030年度に 2013年度比
で約26％のCO2削減を約束しています。この数値の達成の
ためには、事務所やホテル、店舗など（業務その他部門）か
らのCO2排出量の約40％削減が必要になります。これに対
して、建築物の省エネ基準への適合義務化がはじまりました
が、今後、更に強化されると思われます。
　ZEBは究極の省エネルギービルです。省エネと創エネで
正味のエネルギー消費ゼロを目指すトップランナーとしての
「net ZEB（ちゃんとZEB）」をめざすとともに、当面は、大
きな経済負担がかからない範囲で、「ZEB Ready（もうすぐ
ZEB）」を普及することが重要と考えています。

※「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」

ビルの環境
　ある規模以上のオフィス・ホテル・店舗などでは、建築物衛
生法※により、右図のような７つの項目について、守らなければ
ならない環境基準が決められています。但し、この値をクリア
しさえすれば快適であるかといえば、そうではありません。
一般的には、冷房は室温26℃・湿度50％、暖房は室温
22℃・湿度40％程度で運用されていますが、年間24℃に
冷暖房しているビルもあり、省エネルギーと快適のバランス
に配慮した運用が今後一層必要になります。

場所でも一定の環境を保つことは必ずしも正しい答えで
はありません。
　人にやさしい建物では、季節の変化や一日の変化を感じ
させることも重要です。個人の好みや働き方に応じた環
境を選択できることも一つの方法です。また、最近では、
万が一の際の安全・安心（レジリエンス）への対応も重要
な課題となってきています。

人と地球にやさしい「空気・熱」

人と地球にやさしい工夫
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非常時の水の確保

すまいの「水・お湯」のしくみ

太陽熱利用の給湯システム すまいの「空気・熱」のしくみ

ヒートショックを防止する

換気

ヒートショックを防止する

冷房
ZEH

暖房
　台所の換気はレンジなどからの排気ガスを室外に出すこと
で、室内の空気をきれいに保ちます。トイレの排気も臭気を
消すために重要です。また、浴室の換気は、湿気を排出し、
タイルなどにカビが繁殖することを防ぎます。屋根裏の換気
をすることにより、余分な熱や湿気を排出し、室内の環境を
良くすることもできます。このように換気は、家を長持ちさせ、
安全で健康に暮らすために、無くてはならないものです。

　冬に寒いトイレや浴室を経験した人は多いと思います。省
ネルギーのためにこれを我慢することは健康のためには、決
して良いことではありません。高血圧の方や高齢者にとって、
温度の急激な変化（ヒートショック）は、非常に危険であるこ
とが知られてきています。
　最近では、高断熱・高気密住宅の取り組みが進み、この
ような問題を解決しています。古い住宅で、ヒートショック
対策がまだ充分でないトイレや浴室の脱衣スペースの温度
を冬期に例えば 15℃以上に保つことができない場合は、暖
房器具の設置などの工夫をお勧めします。但し、火災防止に
も十分配慮ください。

　すまいでもエアコンは当たり前になっていますが、このエア
コンは、圧縮された液体が急に膨張して気化する際に冷える
という原理を用いています。でも、庭に打ち水をして、ちょっ
と窓を開けて自然の風を楽しむ生活の余裕も大切です。

　断熱・気密への配慮、日差しと風通しの制御、高効率な
住宅機器、太陽光による発電など、更にHEMS※を活用した
統合的な最適化で、ZEH※が可能になります。

　近年、家の気密性が高くなってきており、昔のような直火
が見える開放型のストーブの利用には十分注意が必要です。
最近では、強制給排気式のストーブやヒートポンプエアコン、
床暖房などが多くなっています。省エネルギー性や快適性、
安全性に配慮して、すまい方にあった暖房を考えましょう。

給水
　給水本管から敷地内に引き込まれた
水は、台所や洗面所などに送られます。
これにより蛇口をひねるといつでもきれ
いな水が使えます。

給湯
　ボイラ・給湯器などを使って沸かした
お湯は、お風呂や台所に配られます。

排水
　すまいで使われて汚れた水やお湯は、
排水管を通って建物外へ、そして、下水
道本管などに排出されます。
　排水管の途中に水をため、悪臭や衛
生害虫が配管を通じて室内に侵入する
のを防ぐ「トラップ」を設けています。

ガス
　ガス本管から敷地内に引き込まれた
ガスは、台所などに送られ、コンロやレ
ンジ、給湯器などで使われます。これら
がうまく機能することにより、衛生的で
快適な暮らしが可能になります。

高効率な給湯システム
　すまいでは、約３割のエネルギーが給
湯に使われています。この部分の省エネ
対策として、高効率なヒートポンプ給湯
器や潜熱回収型給湯器、家庭用燃料電
池などの活用が一般的になってきました。
　更に、「枯渇しないエネルギー」の代
表である太陽熱利用の給湯システムの
採用も有効です。

※ 東京都防災ホームページなど

万が一への備え
　地震による停電・断水などを想定した備
えとして、３日分の飲料水と食糧、その他
必要物資の備蓄が推奨されています。※

　ペットボトル飲料水の備蓄のほか、貯
湯式温水器やバスタブなどの水を利用す
る方法もあります。雨水利用は非常時の
雑用水の確保にも役立ちます。また、地
域の応急給水施設の確保として、防災井
戸や上水道に直結した耐震性貯水槽の
整備などの取り組みも始まっています。

すまいの ｢空気 ･ 水 ･ 熱｣

すまいの「空気・熱」のしくみ

※ HEMS：Home Energy Management System　
※ ZEH：Zero Energy House

すまいの ｢空気 ･ 水 ･ 熱｣

すまいの ｢水 ･ お湯｣ のしくみ 
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ビルの ｢給排水 ･ 衛生｣ のしくみ

ビルの空調のしくみ

非常時の備えを考える

※空調していない時間帯に壁や床に
　蓄積された熱が、空調時間帯に
　負荷になります。

給排水衛生システムは、人間の身体にたとえると血管や内臓のようにふだん目に触れないところでその役割を果たしてい
ます。これらが全体として機能するとき、衛生的で快適な環境が生まれるのです。

ビルの ｢空調｣のしくみは、原理的には、家庭での冷暖房のしくみと変わりません。
ただし、ビルの場合には法で定めた環境衛生基準を守るために、みなさんには見えない場所に少し複雑なしくみが隠
されています。室の窓を開けなくても新鮮な外気を取り入れ、室内を冷房・暖房し、加湿・除湿し、空気中のちりなど
を取り除きます。この働きをするのが空調機です。また、室の汚れた空気を捨て、外気を取り入れ、捨てる空気の熱を
回収する装置（全熱交換器）などを設けて省エネルギーを図っています。

ビルの「空気・水・熱」 ビルの「空気・水・熱」

ビルの ｢給排水 ･ 衛生｣ のしくみ ビルの ｢空調｣ のしくみ

衛生器具

ビルでは冷房が大量に必要です

中小規模のビルでは

　トイレの便器や洗面所の洗面器は、衛生器具
と呼ばれています。ここで水が使われて、汚れ
た水は排水されます。最近では節水に配慮した
器具が増えてきています。 　冷房が必要となる原因のうち、　

①外部との温度差により窓や外壁などから侵入する熱
②太陽の光とともに窓から入ってくる熱
③照明やコンピュータなどから生じる熱
④人体から生じる熱　
　などは居室まわりで生じる直接的な負荷となります。　　　　　　　　
　また、外部から取り入れる新鮮外気の温湿度調整などの

　中小規模のビルでは、ビル用マルチパッケー
ジ空調機と呼ばれるシステムが採用されること
が多くなっています。
　このシステムは、すまいで用いられるエアコン
と基本原理は同じですが、一台の屋外機に複
数の屋内機をつなぐことができます。また、同じ
ビルの中で、窓際は暖房、コンピュータの近くで
は冷房というような複雑な要求に対応できるシス
テムもあります。

※ このほか増圧直結方式・ポンプ直送方式など様々な給水方式 
 　があります。

給水
　ビルでは、一般的には、半日分程度の水を受
水槽に貯めておきます。また、高い建物では屋
上の高置水槽に揚水し、そこから重力による安
定した給水を行います※。

排水
　地上階で使われた汚れた水はそのまま排出
しますが、地下階の排水はいったん排水槽にた
め、排水ポンプを使って建物の外へ排出します。
また、排水管内の空気を逃がしたり、空気を供
給したりして、圧力を調整してトラップの封水を
守るために、通気管というものを使います。

※ 国土交通省「雨水の利用の推進に関する法律」
※ この他ガス設備や消火設備も重要な設備です。排水を処理して再　　　 
　 利用する中水利用設備を設けることもあります。

雨水
　屋上などに降った雨は、一旦貯めてろ過し、
雑用水として利用できます。雨水利用は、水資
源保護とともに、豪雨の一時貯留、震災時の非
常用雑用水の確保などの観点から積極的な推
進※が求められています。

非常時の備え
　震災時・震災後にも業務継続が求められるよ
うな高機能の建物では、上水・雑用水・燃料の
備蓄、自家発電装置の設置などの対策が綿密
に計画されることが当たり前になってきました。
　しかし、一般の建物でも震災による上下水道
などのインフラの破損が発生した場合の対応を
検討しておく必要があります。
　非常用飲料水の備蓄は当然ですが、トイレ機
能の確保や電源や通信手段の確保など、最低
限の備えを事前に考えておくことが重要です。

間接的な負荷（⑤～⑧）もあります。空調の省エネルギーの
ために、まず、この冷房の原因を少なくすることから考えてい
く必要があります。
　一方、最新のビルでは高効率のLED照明やノートＰＣの採
用などで発熱が減少してきています。これに合わせて空調設
備の必要容量を絞り込むことができれば、無駄に大きな設備
機器は不要になり、省エネルギーにもつながります。

ビル用マルチパッケージ空調機
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オフィスビルにおけるエネルギー消費量
※ 省エネルギーセンターパンフレット「オフィスビルの省エネルギー」、
　 2009年テナントビル・熱源有・レンタブル比60％以上、
　 平均延床面積約24,000㎡のデータを再整理

熱をつくり運ぶしくみ（冷房の場合） IT 技術を活用した統合制御

ビルの電気設備

ビルが稼動するためには、照明がつく、コンピュータが動く、蛇口から水がでる、お湯が沸く、室内を快適に空調するな
どが必要です。このために、大量のエネルギーが消費されます。このエネルギー消費は、化石燃料の枯渇だけでなく、地
球温暖化の原因となると共に、ビルの中で発生した熱が外に放出され、都市のヒートアイランドの原因にもなっています。

エネルギーを大切に使う エネルギーを大切に使う

エネルギーをかしこく使う 建物全体でスマートに

ビルのエネルギー消費量
　例えばオフィスでは、照明やコンピュータ、給湯などで約
半分（右図左側）のエネルギーが直接消費されています。こ
れによる発熱と外からの熱を処理するために、残り半分（右
図右側）のエネルギーが使われています。
　この右半分のエネルギー消費を少なくするためには、設備
エンジニアや機器メーカーの工夫が重要となります。ビルで
働く人やビルを管理する人の知恵で、少しでも無駄を無くし
て左半分を減らすと、右半分もそれに応じて減らすことが可
能です。

※ BEMS：Building Energy Management System、
　 ビルエネルギーマネジメントシステム

電気設備の様々な役割も考える

　電気設備は、電力網からの受電（電気エネ
ルギーの受け取り）、自家発電、建物内の動
力や照明・コンセントへの配電、電話・監視・
放送・ネットワークなどの通信・情報、火災
報知や避雷などの安全対策、エレベータによ
る搬送など様々な役割を担っています。
　特に、IT・センシング技術の発達により、あ
らゆる環境情報が容易に把握できるようにな
り、BEMS※によるデータ蓄積と制御の高度化
が進められてきています。
　更に、膨大なデータの蓄積と人工知能によ
る分析・活用により、人と建物の関わり方が
大きく変化する可能性もあります。

※ IoT：Internet of Things、物のインターネット

IoT ※により何が変わるか？
　あらゆるものがインターネットでつながる時代がもうすぐ
やってきます。それと同時に、温度や湿度だけでなく放射温
度や温冷感も、また照度だけでなく明るさ感なども検知する
高度な多機能センサや、人感センサを更に発展させた個体
認識システムなどが開発されています。
　得意先から戻ってきた暑がりの社員を一生懸命冷やし、
寒がりの女性社員には風を当てない工夫、エネルギーの利用
情報を示して省エネ行動を誘発するなどが可能になってきま
した。

エネルギーをかしこく使う
　冷暖房・給湯の熱を作り出すための高効率の機器やシス
テムが次 と々開発されてきています。建物の規模や用途、熱
需要の特性などに合わせた適切な選択と使い方を考えるこ
とが大切です。
　設備投資や運用コストだけでなく、安全性、安定供給性、
CO2排出による地球温暖化、NOx・SOx排出による大気汚
染、フロン漏出によるオゾン層破壊など、様々な観点から総
合的に判断して、エネルギーを賢く使っていく必要がありま
す。

冷熱と温熱をつくる
　大規模なビルでは、一般的には、空調に必要な冷熱（冷水）
や温熱（温水・蒸気）を作る装置（熱源）が設置されています。
冷房を例に取ると、室で発生した熱を熱源まで運び、冷凍機
という装置で処理してその熱を取り出し、冷却塔という装置
から捨てることにより、再び冷たい水を送り出します。
　このために電気やガスなどの大量のエネルギーが必要にな
りますが、効率の良い機器を設置して、効率の良い運転を行
うことにより、省エネルギーが可能になります。

冷熱と温熱を運ぶ
　例えば冷房では、冷凍機で作った冷熱（冷水）をビルの各
階に設置された空調機などにポンプで圧送します。空調機
は室の空気を循環していますが、この空気を冷水で冷やして
室に冷熱（冷風）を供給します。このような冷熱と温熱を運
ぶ際に、大量のエネルギーが使われます。この際、必要に応
じて冷温水や空気の量を調整することにより、エネルギー消
費を削減することができます。

空気調和設備と衛生設備は安全・健康・快適な暮らしを守る重要な役割を果たしてきました。今後、さらなる省エネルギー
や最適環境制御、業務効率化のためには建築設備のもう一つの要素である「電気設備」との統合的な取り組み、特に高
度化する通信情報技術や人工知能の活用も重要課題となっています。

 c Masaaki Sato
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街区でのエネルギー融通と活用

※ マイクログリッド（小規模電力網）：太陽光発電等の自然エネルギーを含む複数の発電・蓄電設備をネットワーク化し、
　 電力需要にあわせて最適制御することで需給バランスを調整し、安定的に電力を供給するシステム
※ スマートグリッド（次世代送電網）：電力の流れを供給側・需要側の両方から制御し、最適化できる送電網

地域の再生可能エネルギー

※ CEMS：
　 Community
　 Energy
　 Management
　 System

視野を広げる 視野を広げる

水資源の活用とレジリエンス 再生可能エネルギーをスマートに
日本は比較的水資源が豊富だといわれていますが、地球規模で考えると水は最も重要な資源の一つです。特に人口が
集中する都市部では、健康で快適な暮らしを支えるために、節水、水の有効利用、水の循環利用、水が持つ熱の利用、
水を使った快適な環境の創造、都市洪水の防止、万が一の対応（レジリエンス）など、多面的な取り組みが重要になっ
ています。

地域に豊富に存在する再生可能エネルギーは、密度が低く利用が難しい点はありますが、枯渇することがない資源であり、
建物・地域・都市という単位での有効活用を考えていく必要があります。
マイクログリッド※、スマートグリッド※などが都市の重要なキーワードとなっていますが、日照により変化する太陽光発電
などの再生可能エネルギーの有効活用には不可欠な技術となっています。また、都市のエネルギー有効利用とレジリエン
スの観点からも再生可能エネルギー利用や建物間のエネルギー融通などがますます重要になってきています。

街区でのエネルギー融通と活用
　都市では様々な建物が近接して建てられています。このた
め、比較的汎用的な再生可能エネルギーである太陽光発電
の活用には限界があります。
　一方、エネルギープラントから都市を構成する曜日や時間
帯により電力や熱の需要が異なる複数用途の建物にまとめ
てエネルギーを供給する、お互いに融通するなどにより、効
率的なエネルギー利用が可能になります。この際、冷水・温
水などの大温度差利用、蓄熱槽を利用したピークカットなど
の工夫も重要になります。また、コージェネレーションによる
電気と排熱の複合的な利用、河川水や地中熱などの都市で
も利用可能な採熱源・放熱源を用いた高効率ヒートポンプ
の活用など、様々な可能性を検討していく必要があります。

c Masaaki Satoc Masaaki Sato

都市における水資源の活用とレジリエンス


