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皆様、おはようございます。私は、中国建築設計研究院・中国建築標準設計研究院の劉と申し

ます。今日は、皆様と交流のチャンスを与えていただき本当にうれしく思います。

（スライド№１）

昨日、中国建築科学研究院の宋さんが、建築省エネルギーについてミクロの面でいろいろ説

明してくださいました。今日は、私は、省エネルギー工事の角度から、近年、中国では省エネ

ルギーについてどういう工事を行なったかについて皆様に報告したいと思っております。

（スライド№２）

90 年代に入り、特に最近になってから、中国政府から一連の省エネルギーに関する法律が出

てきました。それが省エネルギーに対して促進の役割を果たしております。地方のいろいろな

ところで、一連のモデルプロジェクトが始まりました。時間の都合もありますので、私は 98

年に入ってから現在までの幾つかの代表的な汎例を選んできました。これらの例について、皆

様が、中国の最近、特に 98 年代に入ってからの省エネルギー面の発展について理解していただ

ければありがたいと思っております。

ケース１としては、科学技術部省エネルギーモデルビルです。このプロジェクトは、中国と

アメリカと協力して研究したプロジェクです。

２番目のケースとしては、2002 年のときに中国当代万国城でやったプロジェクトです。これ

は住宅に関するプロジェクトです。

ケース３とケース４は 2007 年のプロジェクトで、この２つのプロジェクトは、今年、設計

案のコンペがありまして、１つは緑の賞、もっと環境にやさしいという賞を受賞し、もう１つ

は、省エネルギー賞をもらいました。

最後は、去年から始まり今年完成したばかりのオフィスと工場の関連のプロジェクトで、設

計院も参加しました。

（スライド№３）

ケース１は、科学技術部省エネルギーのモデルビルですが、これは 1998 年のときに発足し

た、かなりすばらしい案件でございます。これは、そのビルの景色の写真でございます。

（スライド№４）

これは基本的な状況です。

（スライド№５）

これは、アメリカの緑建築という賞ももらいました。このプロジェクトは、1998 年から設計

を始めまして、普通のプロジェクトと違ったところは、設計の段階だけで二、三年ぐらいかけ

てきました。中国とアメリカの多くの会社がこのプロジェクトに参加して、設計やいろいろな

研究を行ない、その仕事の中でうちの設計院も参加いたしました。これは、中国とアメリカの

大勢の専門家が研究してきた成果であると思っております。なぜ二～三年もかかったのか。や

はり法案選択のときにいろいろ時間をかけました。

（スライド№６）

これはプランの分析です。私は代表的な２つの案を選んできました。もし、分析を行なわな
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ければ、表面からの感じでは、上のプランの方がエネルギーを抑えられると感じられますけれ

ども、実際データの計算の結果によれば、下の案の方が省エネルギーの形です。このような設

計案は、研究、計算、シミュレーションをいろいろやって、そのような結果になりました。

（スライド№７）

これは実際の平面図です。

（スライド№８）

このプランの省エネルギー技術について説明します。 構造面では、省エネルギーの材料を

使っています。例えば、外壁、窓の材料を省エネの高いものにし、建築負荷を下げました。

（スライド№９）

これは、遮光と反射光の技術です。夏は室外の日当たりを遮光しなければならないし、しか

も、室内の照明が満足できるように、できれば自然に採光するという技術を入れて、自然の光

を利用して、電気の省エネルギーとか、いろいろ考えてきました。

（スライド№10）

空調面では、多段階省エネルギーのユニットを使っております。氷蓄熱技術も入れました。

やはり外側の保温構造がよくできたので。それから、いろいろエネルギーのシミュレーション

をやってきたし、エアコンユニットは、普通の建物の中に使っているものよりは小さめですが、

ビルのすべての要求を満足できました。ビルの中でそんなに小さいユニットを使うのは余りな

いです。それは全部、輸入品です。

（スライド№11）

太陽エネルギー利用の発電システムです。去年、私たちが北海道にお邪魔したときも太陽光

発電システムを見ました。このシステムの利用によって５割以上の節電ができると思っており

ます。

(スライド№12)

これは、屋上緑化の実際の景色でございます。一般には、環境にやさしいグリーン建築をつく

ろうとすると、かなりお金がかかると思われています。省エネルギー効果からみると、当時の

建築と比べて、省エネルギーの面においては、７割ぐらい節約できるということです。

（スライド№13）

これは、投資とランニングの分析です。当時国家が認可した投資は、9,780 万元でしたが、

実際の建築費は 7,780 万元です。㎡あたり 6,000 元ぐらいです。この値段は、北京でごく一般

的なオフィスをつくる場合の基本的な値段です。もちろん緑化に関する費用とか、省エネルギ

ーに関する費用とか、少し投資が増すかもしれませんが、ランニングコストを計算してみます

と、投資分は７年で全部回収できることになりましたので、効果としてはかなりよかった。設

計時においては、このビルを使う人間は 200 人ぐらいでしたが、使用後は増え、400～ 500 人

ぐらいになりました。しかし、そのような状況の中で、年間の使用エネルギー量は、当時の設

計の予測データを超えなかったということです。データ上では、省エネルギー効果が得られた

と理解しております。

（スライド№14）

これはケース２、当代万国城のプロジェクトです。先ほど私が紹介したのは研究のプロジェ

クトですが、これは実際に使っているケースです。省エネルギーの部分の設計は、スイスの会

社が協力して一緒に設計してやりました。
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（スライド№15）

これは基本的な状況を表しております。設計の段階でどのような条件を考えたのか、簡単に

説明したいと思います。これまでの伝統的な設計の場合、細かいところまでは余り考えません。

例えば、年間の温度・湿度に対しての分析、日照の分析にしても、住宅の向き、方向や日当た

りはどういう状況であるか、それについても分析してくれました。熱源から見ますと、やはり

南向きの部屋は遮光は一番大事なことでございます。

（スライド№18）

これは風向きと頻度を示すグラフです。やはり分析を通じて、設計のときは、どういうふう

に自然の換気を生かすのか、それに対してはかなり役立つことができると私は思います。

（スライド№19）

そのほかに、例えば躯体の構造の最適化に対していろいろ分析して、どういう材料を生かす

のか、それについても分析しました。ガラスが違うと遮光性も違いますから、それに対する分

析も中で行ないました。これらのシミュレーションを通じて、最適化の設計方式を選んできま

した。それは、分析をいろいろ続けて、最後にどんな技術を入れてきたか。その中には書いて

おります。

（スライド№20）

これは、とても特徴がある放射スラブシステムを採用し、置換換気システムも入れたもので

す。騒音システムや水処理システムなども採用しました。使い始めてからの各種のデータを見

ますと、かなり良い設計と評価できます。しかし、評判はよかったのですが、今になっても、

これに対して賛否が分かれています。何について、賛否が分かれているというと、このような

建築物には採用できるが、住宅に採用すべきかどうかということです。伝統的な方法と比べて、

セントラルエアコンを使わなかったら、オフィスと比べて、こちらは低いほうです。みんなの

評判がよかったのは、高い技術を入れたから良い建物ということで、私の個人としては、この

ような高い技術を採用したプロジェクトは、合理的なところもあるし、市場調査の結果は庶民

が認めてくれました。でも、中国のすべての住宅の中に採用することはできないと思っていま

す。中国のすべての住宅が全部そのような形をとり入れたなら、中国建築のエネルギーをかな

り使うと思っております。

（スライド№21）

その次は重慶のプロジェクトです。このプロジェクトは、賞をもらったプロジェクトでござ

います。20 項目のプロジェクトをやり始めた中で、一番代表的な案件を選んできました。私と

建設部、促進センターの３者が一緒にグリーン建築に関するガイド的なものをつくり始めまし

た。今年で３年になりますが、今制作中でまだできておりません。

これは、プロジェクトの基本的な状況でございます。

（スライド№22）

このプロジェクトの設計機構です。前の２つの案件は、外国と協力して設計したものですが、

これだけは外国企業が入っていなくて、すべて国内の会社が一緒に連携してやりました。

（スライド№23）

同じように、このプロジェクトの中ではいろいろシミュレーションをやってきました。これ

はＣＦＤの分析。団地の自然換気の状況をシミュレーションしています。

（スライド№24）
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これは、団地内部の騒音はどういう状況にあるか、それについて分析したものです。

（スライド№25）

住宅内部の換気の分析です。

（スライド№26）

これは、環境設計の状況です。

（スライド№27）

周りの水資源を生かすために、いろいろ研究・分析しました。

（スライド№28）

これは、雨水の利用の図面です。

（スライド№29）

これは、ごみの分別処理の図面でございます。

この設計は、グリーン建築の理念を入れて、グリーン建築のいろいろな決まりに沿って設計

したものでございます。

（スライド№30）

ケース４は、古いビルを、省エネルギー上の観点から改造したプロジェクトです。昨日の宋

さんの発表の中でも説明があったと思いますが、新築以外に、既存建築に対しての改造はこれ

からの中国にとっても一番大事なことと思います。そういうわけで、私はこの案件を選んでき

ました。

（スライド№31）

これが改造前の状況です。当時の設計は省エネルギー基準にのっとって設計しませんでした。

それで、やはりいろいろやり直さなければならないと思っております。

（スライド№32）

これが、計算の状況です。

（スライド№33）

その計算によって省エネルギーのデータをつくり、もとの使用率よりは 30％減らすという計

算の目標でございます。こういう目標を設定するときには、やはり何度も計算を行なってきま

した。いろいろ分析を行いまして、最後に改造案をつくりました。

（スライド№34）

これは、具体的な措置です。例えば、コントロールした冷水ユニットとか、躯体構造とか、

照明システムとか、対策をいろいろとりました。

（スライド№35）

これは、実施段階における改造の効果をグラフにしたものです。この長期の省エネルギー運

転管理対策により、40 万ｋｗｈの節電ができました。躯体構造の改造とエアコンシステム体制

の改造がこれから始まります。２つの改造によって、排気を減らすことができます。

（スライド№36）

最後になりますが、設計院が参加したオフィスと工場のプロジェクトです。

（スライド№37）

これも、同じく基本的な状況です。

（スライド№38）

私たちがこのプロジェクトに参加したときには、基本的な案はもうできていました。これも、



4

省エネルギーの設計の中で普遍の問題です。前に私が説明した科学技術部のプロジェクトと違

って、 あれは建築法案をつくったときにはもう研究が始まり、これはもう既に設計案ができて

いまして、その案の上でもう一回最適化した案をつくるということでした。これは、躯体構造

の最適化のために、３つの案を比較したものです。

（スライド№39）

エネルギーの消費年間推移、発展のシミュレーションもつくりました。

（スライド№40）

これは、負荷の比較分析の図面です。省エネルギーの角度から考えますと３番目の案を選ぶ

べきですけれども、業者は、建築美学の角度から見て、第１の案を選んできました。でも、こ

の２つの案は、エネルギー消費の面ではそんなに差がないので、何とか納得できると私は思い

ます。

（スライド№41）

同時に、うちのもと設計者が設計した基準プランに対して、㎡あたりのエネルギー消費、電

気料金の計算を行いました。

（スライド№42）

これがオフィスビルの使用エネルギーの分析状況でございます。これは、昨日の宋先生の説

明と大体同じぐらいでございます。重点は、やはり照明と空調システムに置いてあります。

（スライド№43）

省エネルギー潜在力に対して４つの選択肢をつくり、分析いたしました。

（スライド№44）

これが、４種類の選択肢でございます。

（スライド№45）

照明の省エネルギーの法案です。やはり照明器具を選ぶのは一番大事なことです。経済性の

分析をすると、もとの設計の案は、投資面でも費用がかかるし、その後の運転費用もかなり大

きいです。設計院から２つ案をだして、例えば氷蓄熱法案とか、全部、前の案よりは節約でき

ると思っております。だから、これらのことによって、本当に省エネルギーの設計は、投資は

節約もできるし、運転費用もかなり節約できると思っております。氷蓄熱法案は、伝統的な範

囲より投資の面では少し高いかもしれないですが、省エネルギー効率も高いです。そのバラン

スをとりながら、最後は投資者のほうが氷蓄熱の案を採用しました。

（スライド№46）

まとめをしたいと思います。 10 年間かけて、中国の建築省エネルギー分野はかなり発展し

てきました。初めての科学技術部の案件でアメリカにお邪魔したときに、オフィスも行ったし、

いろいろ議論を行なったことがあります。当時は、アメリカは専門家だけに何百万ドルをかけ

ました。２番目のプロジェクトは、スイスの会社が協力して設計したプロジェクトでした。彼

の設計費は、当時の中国の設計費より 10 倍以上高い費用でした。でも、近年、中国国内の設計

事務所もこれらの技術は把握できました。例えば、最後に私が説明した例は設計院が参加した

プロジェクトで、費用については余り話しませんが、それは業者にとって認めてくれる値段で

す。特に、先ほど私が５つの案を説明して、その中には、よく採用したことはシミュレーショ

ンという技術で、分析の手段をいろいろ生かしました。それから、特に発展について、ソフト

の利用はいろいろあります。初めてのプロジェクトは二、三年ぐらいかけましたけれども、技
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術の普及面においてはいろいろ問題が存在しております。これらの省エネルギー技術は、ほと

んど公共ビルとか、そういうこところに採用されています。これから、やはりいろいろなプロ

ジェクトの中にこれらの技術を普及したいと思っております。うちの会社は、今までこの技術

に関してはアメリカとヨーロッパの協力は多いです。日本はいろいろすばらしい省エネルギー

技術を持っているすし、これからもし何かチャンスがあれば、日本と協力してやっていきたい

と思っております。中国建築省エネルギーの技術を促進したいと思っております。

どうもありがとうございます。（拍手）
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質疑応答

○袁議長 劉先生、どうもありがとうございました。次は、何か質問があったらどうぞ。

○吉澤課長補佐 建築環境・エネルギー機構の吉澤と申します。非常におもしろい話を聞かせ

ていただきましてありがとうございます。１つ質問としては、中国の中で最近、省エネルギ

ーの建築物が増えてきたというようなお話でしたけれども、実際つくるとき、建築主、つま

りオーナーさんがつくるときに、なぜつくろうと思うかということをちょっとお聞きしたい

のですけれども。つまり、それは単に節約、ランニングコストがもっと安くなる、儲かるか

らというようなニーズなのか、それとも国の基準への適合というか、政府が進める方針への

適合という、そういうことも１つ理由としてあると思うのです。なぜつくろうと思うか、そ

の理由をちょっとお聞かせいただければと思います。

○劉(剛)高級工程師 私の考えでは、理由は２つあると思います。政府は、最近、省エネルギ

ーについてたくさんの基準法を発表しました。基準法と規格の中のデータ、標準はだんだん

厳しくなりますが、その基準法の中に書かれた指標で、ほとんどの建築物はその指標に達す

るように設計します。なぜなら、この指標に達すれば、政府から奨励金が出るのです。昨日、

宋先生が紹介したように、政府、例えば科学技術部や財政部の方が、省エネルギーの建築物

の発展に励んでいるというのが理由の一つです。

もう一つは、今、エネルギーの値段がだんだん高くなり、オーナーもランニングコストを

低くするように考えるようになりました。しかし、多くのオーナーはそういうふうに考えて

いるだけで、どのようにしたらよいかはかわからないです。よって、省エネルギーの技術を

使って建築物を建造する事例は一部分しかありません。私たちは、やはりオーナーやディベ

ロッパーに私たちの考え方や設計の理念を理解してもらえるように努力しています。私がさ

っき紹介したように、今やったプロジェクトは、お金をかけることだけじゃなくて、節約す

ることができる。また、人々は、その中に住んでいるとき、快適さを感じると。

○吉澤課長補佐 ありがとうございました。

○笹井専務理事 基本的な質問で教えてほしいのですが、住宅の冷暖房の中国の場合の仕組み

について知らないので教えてほしいのですが、冷暖房設備を入れる場合には、建物として入

れることが多いのか。その場合には、セントラル方式なのか、それとも個別の住宅につける

方式なのか教えてください。

○劉(剛)高級工程師 中国には幾つかの地域に分けているのですが、特に北のほう、東北は一

番寒いところです。そこは暖房を必要とするので、ほとんどセントラル形式を使っています。

暖房システムですね。夏にクーラーを使うときは、ほとんど単体式で、セントラルではあり

ません。ケース２で紹介したことは、クーラーはセントラルを使って冷房を使っているので

すが、それは中国では少ないほうです。

○笹井専務理事 では、暖房のときには、各家庭は熱の使用量に応じて料金を払うのですか。

それとも、使えるというサービスになって、いわば自由に使えるという形になっているのか

教えていただけたらと思います。

○劉(剛)高級工程師 今の段階で見ると、ほとんど面積によって計算しています。今は、政府

が各住宅の使用量によって計算するのが進んでいます。2003 年からずっと今まで、そのこと

を推し進めています。しかし、今はちょっと難しいですね。それは、ＪＩＳの問題もありま

すし、それから政策方面の問題もあります。
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○笹井専務理事 ありがとうございました。

○立石理事長 ちょっとお願いがあるのですが、私は屋上緑化について長く関心を持っていて、

ＮＰＯ屋上開発研究会の理事長もやっています。先ほどの例がありましたが、中国でそうい

うものに関心のある団体・組織等がありましたら交流をしたい、あるいは情報交換をしたい

と思いますので、またの機会に教えていただきたいのですが、よろしくお願いします。

○劉(東)高級建築師 必ずあると思います。確認してお知らせします。

○袁議長 後で確認いただき、立石先生と特別交流を行うことを劉さんにお願いします。


