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省エネ新本社ビル－環境に配慮した省エネ新オフィスビル－

New Head Office Building with an Energy-saving System

横河電機本社ビルはコージェネレーション排熱の温水利用，CO2 削減，中央自動監視制御による設備の効率

的な運転と省エネルギー管理，省エネの建物設計など環境に配慮して設計されていると共に身障者・高齢者へ

の配慮，そして本社基盤機能としての情報整備がされている。これを実現するために従来の設計手順にはない

計画要件策定手法（Pre-schematic Programming）を導入し，基本設計・詳細設計・施工・完成といった一連の

工程により完成したものである。
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Yokogawa has newly built its head office. The new office building features various measures for

energy-saving on the basis of using resources effectively, such as co-generation system and dual power

system as an emergency power supply. Furthermore, for time– and space–saving, we adopt intelligent

building systems such as in-house cellular phones operated with extension number, and a desktop

wiring system. In order to realize those new systems, we adopt the new concept "Pre-schematic Pro-

gramming" before designing a basic plan for the new head office building.

1. は  じ  め  に

新本社ビルは1996年９月１日に着工し，1998年４月

23日に竣工した。この本社ビルはグローバル企業とし

てソリューションビジネスを推進する横河電機がグ

ループ全体の戦略拠点としての基盤機能を構築するた

め，新宿を拠点に展開していた営業部門を本社部門，

研究開発部門，エンジニアリング部門など武蔵野本社

構内で活動している部門との一体化を目的として，新

宿から約1,000名の営業部門を受け入れるために武蔵野

本社構内の旧建物を取り壊し，建設されたビルであ

る。外観を図１に示す。

建築概要

名称　　：　横河電機株式会社　新本社ビル

所在地　：　東京都武蔵野市中町二丁目９番32号

建築主　：　横河電機株式会社

設計監理：　株式会社横河設計工房

　　　　　　株式会社横河建築設計事務所　２社JV

建築用途：　事務所

階数　　：　地下１階，地上９階，塔屋１階

敷地面積：　37,147.23 m2

延床面積：　20,773.408 m2

建築面積：　2,773.82 m2

構造　　：　SRC

工期　　：　1996年９月～1998年４月

施工　　：　清水建設株式会社

　　　　　　株式会社フジタ

　　　　　　株式会社ナカノコーポレーション　３社JV

2. 計画要件策定手法

経営環境の変化によりオフィスに求められる役割が大

図１　新本社ビル
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きく変化している。その結果，仕事の進め方やコミュニ

ケーションのあり方が大きく変わり，また組織運営のダ

イナミズムが増大し，市場環境の変化に対して事業活動

をダイナミックに対応させていく柔軟性が求められてい

る。これを実現するために新本社ビル建設にあたり計画

要件策定手法（Pre-schematic Programming）を導入し

た。

この手法は「量」と「質」の側面に分けて考えることがで

きる。「量」の側面とは施設の面積，入居人数，設備容量

などであり，また「質」の側面は各設備の機能やグレー

ド，デザインなどの要素である。これら要素の検討と入

居部門や施設空間を業務上最適な位置関係に配置するた

め，各部門の業務の流れ，将来の事業戦略などを調査

し，最適な関係を分析することに時間をかけた。
　

3. 省エネ建築設計

新本社ビル設計に当たっては，基本設計の前に，この

手法を使い，施主の設計要件を明確にし，全体計画の基

本方針を決定したビルである。新本社ビルは地球環境へ

の配慮として省エネルギー設計を以下のように行った。

建築構造への配慮

①方位を考慮し東西にコアシャフトを集中させる。（外

壁の年間熱負荷をより少なく抑える）

②外壁面からサッシュを後退させ庇の効果を出し夏季の

直射日光を遮る。屋上階南側の迫り出した庇がガラス

面に入る日射をコントロールする。

③階段室を利用しやすく快適な空間とすることにより，

階段の利用を促進する。

照明への配慮

④照明はHf型照明器具を採用し，特に窓際（中間階）では

外光を取り入れ，昼光センサーを設置し，照度最適化

を図る。

⑤共用部（トイレ・湯沸し室）に関しては，人感センサー

による照明の自動点灯を採用する。

換気と直射光への配慮

⑥中間期の自然喚気を利用しやすい換気サッシュの開発

⑦熱線吸収ガラスを採用し，直射光からの熱を遮断する。

⑧内部に障子を採用し，断熱効果を高めると共にサンコ

ントロールする。

4. コージェネ（常用自家発電機）の採用

省エネ設計の中でも特に大きな効果を期待した設備に

コージェネ設備の採用がある。図２に概要図を示す。

コージェネで重要なのは，発電時の排熱で都市内に存

在する熱需要をも同時に賄うことができる点である。

従って，熱需要と電力需要のバランスが良い時には，き

わめて高い省エネルギー性を持ち，資源および環境に大

きく寄与する。図３にコージェネ発電曲線を示す。

新ビルに設置したコージェネ発電による電力は，新ビ

ルと他オフィスビルの年間使用電力量の43％（98年度実

績）に利用され，発電時の排熱は93度の温水として回収さ

れ新ビルの冷暖房の熱源として，また一部他のオフィス

図２　コージェネ発電設備系統概要図
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ビルと研究開発ビルの熱源として利用している。運転に

ついて本システムでは，電力負荷450 kWまでを買電で供

給し，それを超えた分についてコージェネ発電を使用す

る系統連携方式を採用している。買電最大650kWとコー

ジェネ発電最大1,170 kW（585 kWx２台）の合計1,820 kW

までの給電が可能である。系統連携は，電力負荷が450 kW

を超え620 kWが30秒間続くとコージェネ発電が稼動し，

以降買電は負荷が1,620 kWを越えるまで450 kW一定に制

御し供給されている。

更に99年２月，コージェネ負荷分担比率の向上対策を

実施し，電力使用量に占めるコージェネ発電比率の大幅

な改善を行った。対策はそれまでの買電450 kW一定制御

での供給を300 kW一定に変更し，150 kWの負荷分をコー

ジェネ発電分に移行した。これによる新ビルの年間使用

電力量に占めるコージェネ発電の比率が53％になり10％

の改善が実現した。これはコージェネの特長である省エ

ネルギー性をより多く活用することになるため経済的，

環境的に大きな改善となった。

4.1 経済性へのメリット

①買電単価：24円/１kWh（従量料金＋基本料金）

②コージェネ発電単価：11円/１kWh

 （排熱回収分の燃料費は除く）

‘98年度　コージェネ発電による経済効果金額は年間で

24.5 M￥，排熱回収による経済的効果は年間で4.1 M￥で

あった。それが’99年度（４月～11月）にはコージェネ発電

による経済効果金額は８ヶ月で前年度の効果額とほぼ同

額となる25.1 M¥（排熱分込み），を達成した。この内負

荷分担比率の改善（コジェネ発電比率を10％アップ）によ

る効果金額は８ヶ月4.0 M￥である。このコージェネは非

常用発電兼用であるため非常用発電機の設備投資が不要

である。この投資額を考慮すれば，５～６年で償却が可

能である。今後の課題は排熱を最大限に活用することに

より４～５年で償却出来るように努力することである。

4.2 環境性へのメリット

新ビル・他オフィスビルの‘98年度の電力及びガス使用

量に拠るCO2排出量（二酸化炭素換算）は年間2,021トンで

あった。その内訳は，買電の使用電力量で932トン，

コージェネ発電に使用したガス量で1,089トンである。

コージェネ導入のメリットは発電と同時に発生する排

熱を回収し，その熱を空調の冷暖房に使用できるところ

にある。仮にコージェネを導入しなかった場合の設備（電

力は全て買電，冷暖房の熱はガス焚き冷温水発生機）で年

間のCO2発生量を算出すると，電力1,653トン，ガス434ト

ン合計2,087トンとなり，その差66トン／年のCO2の発生

がコージェネの導入により抑制されたことになる。ちな

みに雑木林の成木１本が１年間に吸収するCO2は17.9 kg

といわれており，その数値は雑木林の木3,687本分のCO2

吸収量に相当する。

図３　コージェネ発電運転曲線図
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コージェネの稼働率を高め効率の良い排熱回収を目差

すことにより，更にCO2排出の改善が期待される。

5. 自動制御・中央監視設備

中央管理室を図４に示す。また，コージェネ施設の概

観を図５に示す。自動制御設備は分散型のDDC制御と

し，コージェネの排熱の温水利用を優先に温熱・冷熱源

の各機器及び各種ポンプ類の台数制御・自動制御を主に

行っている。中央監視設備は空調・衛生・電気設備の発

停・計測・記録を行い，スケジュール運転・省エネルギー

管理・データ処理等，機器設備の効率的な運転を行う。

6. 身障者への配慮

①身障者用エレベータを設置（全６台）

・難聴者用非常用ボタンの設置（声の対応ではなく，

ディスプレーで状況を表示）

・ 車椅子用ボタン

②フロアー内段差の解消（一般事務所と防災区画の間など）

③執務室と共用部（エレベータホール・トイレ・給茶室）

間の通路から扉を排除（シャッターを設置）

・車椅子利用者のスムーズな往来の配慮。

④身障者用トイレの設置（合計４カ所）

⑤身障者用通勤駐車場の設置（地下に２台）

7. PHSへの移行
　
新本社ビル建設に合わせ，本社構内の内線電話器は全

てPHSに切り替えた。新本社ビル内は天井裏に18台/各フ

ロアーの室内アンテナが設置されている。PHS導入に伴

い，営業部門の自席を持たないフリーアドレス運用の実

施，職場移動に伴う工事レス（工事廃材レス），電話交換

機のスリム化・省エネ化が図れ，利用者からの評判も良

い。今後の組織移動に伴うコストをゼロにすることがで

きた。

8. 情報・電気配線はゾーンワイヤリングシステム
を採用

8.1 情  報  配  線

既設建物内にある電算機室より，地下MDF*3経由各フ

ロアーEPS*4まで光ケーブルにて引き込みを実施，EPSに

てメタルケーブルに変換，事務室フロアーは，それぞれ

486個のポートが敷設されている。

8.2 電  気  配  線

各フロアーへは２ヶ所のEPSより電源供給を実施して

いる。事務室フロアはそれぞれ20A回路で２人に一個（４

口タイプ）のコンセントが敷設されている。情報コンセン

ト・電源コンセント共に敷設ケーブルを床下で留めるの

ではなく，机上まで引き上げることにより，利便性を高

めたワイヤリングシステムとした。

9. お  わ  り  に

‘99年８月に入居後約１年が経過した段階で完成後の評

価を行った。その結果，新本社ビルは居住環境が良くな

り，更にインテリジェントビルとしての機能が充実して

いるなど，ビル機能に関する評価は非常に高い。また

ファシリティのオペレーションコストの削減という点で

の効果が明らかで，十分に成功したプロジェクトといえ

る。

従来，工場サイトとして開発・運営されてきた武蔵野工

場がヘッドクォーター機能・営業機能・ソフトウェア開発

機能・エンジニアリング開発機能など知識集約型業務の拠

点となっていくのに対し，インフラや施設，サービスを追

従させることが今後も引続き検討する課題である。

*3 MDF＝局線用端子箱

*4 EPS＝ケーブルシャフト

図４　中央管理室 図５　コージェネ施設


