
野村不動産ホールディングス  CSR報告書20126

野村不動産が推進する「ふなばし森のシティ」が、国土交通省が推進する平成
23年度「住宅・建築物省CO2先導事業」に認定されました。ハードとソフトの
両面から街区全体でエネルギーマネジメントに取り組んでいる点や多様な緑
化・景観計画が先導的である点が評価されたものです。
ここでは、当プロジェクトにおける環境への取り組みについてご紹介します。

首都圏では最大級の複合開発プロジェクト
「ふなばし森のシティ」（以下、「森のシティ」）は、JR「船橋」
駅から徒歩14分、東武野田線「新船橋」駅徒歩1分の「新船橋
駅東地区」に位置し、総開発面積約17.6ヘクタールの敷地に、
分譲マンション1,497戸、戸建住宅42戸の住宅を整備し、商
業施設、医療施設、大型公園、子育て施設が一体となった街づ
くりを行うプロジェクトです。野村不動産および三菱商事（株）
など複数の企業が参画して推進しており、国土交通省が推進
する平成23年度「住宅・建築物省CO2先導事業※1」に認定さ
れました。
※1  「住宅・建築物省CO2先導事業」  

省CO2の実現性が優れた先導的な住宅・建築プロジェクトを公募
し、採択された事業に対して国土交通省が補助を行います。

「スマートシェア・タウン構想」
この新しい街づくりのコンセプトは、「スマートシェア・タウ
ン構想」です。「スマート」は、最先端の技術や自然の営みから
学んだ知恵を指し、「シェア」は、居住者同士の絆やつながり
を生むさまざまな機会を表します。
「森のシティ」では、先進技術と自然の力を活用することで
環境負荷低減を実現し、さらに居住者が形成するコミュニティ
により環境価値を持続させていく、新しい街づくりを行って
います。

スマートマンションエネルギーシステム
「enecoQ（エネコック）」
この「スマートシェア・タウン構想」の鍵となるのが、スマート
マンションエネルギーシステム「enecoQ（エネコック）」です。
民間の分譲マンションシリーズでは初となるこのシステム

は、太陽光発電や情報通信技術を組み合わせることで、マン
ション内のエネルギー利用状況を一括管理し、共用部や各住
戸の電気の集中利用を抑えて、マンション全体でのエネル
ギー需要をコントロールするシステムです。

住戸内の工夫で容易に節約・省エネが可能
「enecoQ（エネコック）」では、使用エネルギーをマンショ
ンで一括購入することで電気料金の単価を下げるとともに、
「スマートプラン」の導入により、電気料金の単価を30分単位
の使用量に応じて細かく設定します。
各住戸内には、リアルタイムでエネルギー消費量を表示す

るパネルが設置されており、居住者は、「スマートプラン」を活
用してエネルギー消費量を自分でコントロールすることで、
電気料金を節約でき、結果として省エネも実現できるシステ
ムです。（HEMS※2）
また、過去のエネルギー消費量との比較もでき、マンション
や街区ごとに省エネコンテストを開催するなど、ゲーム性を持
たせることも可能です。居住者は楽しく省エネを実行し、エコ
意識を高めていくことのできるシステムです。

先進技術と自然の叡智、コミュニティを 
もとにした街づくり

「ふなばし森のシティ」

特集・1 

環境への 

取り組み
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「ふなばし森のシティ」

マンション全体でエネルギー消費の最適化を図る
これらの住戸ごとのデータは、インターネットを通じて

MEMS※3管理センターで一括管理されます。共用部のデマ
ンド・コントロールも可能で、例えば電気需要のピーク時に、
共用部の照明や空調の電力を制御して自動的にピークカット
を行うなど、マンション全体でエネルギー消費の最適化を図
ります。（MEMS）
非常時に利用される蓄電池や電気自動車（EV）のバッテリー

も太陽光発電（PV）から充電される（PV-EVシステム）ので、

スマートマンションエネルギーシステム
「enecoQ（エネコック）」概念図

住　戸

専　有　部

通信
電力

※街区によって、「enecoQ」が対応する設備およびサービス内容は異なります。

太陽光発電

マンション
エネルギー
マネジメント
システム※3

ガス水道

電気料金の単価を30分単位
の使用量に応じて細かく
設定する「スマートプラン」

電 気
ガ ス
水 道
CO2削減量

００kWh

（HEMS）※ 2

エネルギーの
見える化

専有部
スマートメーター

通信

東京電力（株） 電力

MEMS
管理センター インターネット

一括受電

MEMS

共　用　部
各住戸内に30分ごとに電気・ガス・水道・
CO2使用量を表示。パソコンや携帯電話
でも確認できます。

CO2排出ゼロで利用できます。また、駐車場などの照明や共
用部の一部の空調と連動しており、電力使用のピーク時には
充電時間を自動的に分散させます。

※2 HEMS（Home Energy Management System）  
電気、ガス、水道の使用量を分かりやすく表示し、住宅のエネル
ギー管理を行うシステム。過去の使用量との比較や、省エネラン
キングなども可能になります。

※3 MEMS（Mansion Energy Management System）  
情報通信技術を活用し、マンション全体のエネルギー管理を行うシ
ステム。例えば、電気需要のピーク時に、共用部照明や空調の電力を
制御するなどのピークカットを自動的に行うことができます。

ふなばし森のシティ
所在地：千葉県船橋市北本町一丁目811番2他（地番）
敷地合計面積：新船橋駅東地区／約112,084m2（約33,905坪） 

イオンモール船橋／約63,573m2（約19,231坪）
計画概要：分譲マンション1,497戸（1街区～5街区）・戸建住宅42戸・ 

大型ショッピングセンター・スーパーマーケット・ 
病院・子育て支援施設

事業主：野村不動産（株）・三菱商事（株）
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先進技術と自然の叡智、コミュニティをもとにした街づくり

「ふなばし森のシティ」
特集・1 

環境への 

取り組み

災害時にも電源を確保
「森のシティ」では、災害などの非常時に、非常用発電機に
より一定時間エレベ―タ―や給排水ポンプなどの電源が確保
されます。同時に太陽光発電システムが自立運転に切り替わ
り、ラウンジや防災倉庫などの共用部の照明や電源、インター
ネット設備に給電されます。さらに日
中に発電した電気は蓄電池に貯めて、
共用部の夜間照明に利用します。
また、宅配ロッカーに非常時の拠
点としての役割を持たせ、鉛蓄電池、

LAN回線および iPadを配備する計
画です。これにより、災害などの非常
時にも、居住者は宅配ロッカーから
通じるLAN回線によってインター
ネットを利用することができ、さらに
鉛蓄電池を通して充電された電動自転車のバッテリーは、パ
ソコンや携帯電話などの充電に利用できます。

奥行きのあるグリーンネットワークの構築
「森のシティ」では、こうした先進技術の活用に加え、緑化や
景観計画に配慮した、自然の叡智を活用した省エネルギーに
も取り組んでいます。自然の持つ力を見直し、太陽光や風力
などの力を利用するだけでなく、風や緑などの自然の恵みを

積極的に取り入れていく方針で、計画地内を2,400本の樹木
でつなぐ「グリーンネットワーク構築計画」を実施します。
緑地と緑地があるとその間に風が通り抜けていくという自

然の仕組みや、冷気をつくる樹木のメカニズムなどを景観づ
くりに応用し、周辺からの快適な風が計画地内のすみずみま
で通り抜けていくよう、環境を整備するものです。
「森のシティ」周辺には、もともと丘陵地が浸食されて形成さ
れた「谷戸地形」と呼ばれる地形があり、その台地の端に緑に
恵まれた傾斜地があることから、広域からの風が誘導されや
すくなっています。こうした地形の恩恵を十分に活かせるよう、
まず計画地内を東西と南北に横断するシンボルストリートを設
け、外周部や道路沿いに公園・中庭などを配置しました。
また、高さ制限※4が31mに緩和されたことで増えた空間を
利用し、建物を道路境界線から後退させ、歩道と植栽スペース
としました。隣棟間隔は約30m、緑地幅も約6.5m（一部を除
く）に設定し、緑を厚くすることで奥行きをつくります。（下図
「ステーションアベニュー概念図」参照）
さらに、緑のつながりが途中で分断されることがないよう、
貯水池や既存の高圧線を地中に埋め、緑地化するなどの環境
整備を行いました。
これらは、日本庭園の造園技法も意識して計画しており、例
えば、近景の緑と遠景の緑、そして低木、中木、高木をバラン
ス良く配置することで、風の通り道をつくるだけでなく、緑視

今回開発された電動自
転車バッテリー「モバ電
くん」。非常時には、パ
ソコンや携帯電話の充
電にも利用できます。

2,400本の樹木による「グリーンネットワーク構築計画」

東西と南北に横断するシンボルストリートを設け、 
外周部や道路沿いに公園・中庭などを配置します。

ステーションアベニュー概念図

「enecoQ（エネコック）」は、エネルギー、エコロジー、クオリティと
いう言葉からネーミングされました。また、エネルギーという素材
を上手に活かす料理人（コック）にも由来しています。このシステム
は（株）ファミリーネット・ジャパン（FNJ）との共同開発です。

エスコート
ルーフ

エスコート
ルーフ

歩道幅員
約5.5m

歩道に寄り添う4列の並木

歩道幅員
約5.5m

歩道沿いに
続く

植栽エリア

歩道沿いに
続く

植栽エリア

プラウド船橋 
二街区

プラウド
船橋 
一街区
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Voice

野村不動産
住宅事業本部
事業開発一部　
鎌田 恭享

「森のシティ」では、環境負荷低減のためのさまざまな取
り組みを行っています。その中のひとつが、街に設置され
る58本のスマート街路灯。一灯ごとに電力線通信が可能な
機器が取りつけられ、使用状況や電力消費量が遠隔で把握
できます。また、季節や天候事情に応じた細やかな調光制
御や、故障した街路灯の自動検出も可能で、省エネ対策と
してはもちろん、防犯・防災面の一翼も担っています。こう
した暮らしのインテリジェント化を進めるとともに、自然と
の共生や居住者同士の絆を深める取り組みを通して、心地
良い暮らしを提供していきたいと考えています。

率を高め、目で見て感じられる緑の効用にも配慮した設計と
なっています。

※4 高さ制限：建築基準法により、その土地に建てられる建物の高さ
の上限を制限するもので、用途地域や高度地区の種別、都市計画
などによってそれぞれの上限値が決められています。

コミュニティが環境価値を持続させる
このように先進技術や自然の力を活用することで環境価
値を最大化した後は、これを永く持続させていく取り組みが
必要です。
野村不動産の既存分譲マンションで行った共用部の調査で

は、「居住者の環境意識が高く、コミュニティ活動が活発であ
るほど、そのマンションの環境価値が持続している」ことが明
らかになりました。環境価値を持続させる役割は、居住者自
身が担っています。野村不動産では、居住者の環境意識や円
滑なコミュニティ活動を環境価値の持続に不可欠な要素と考
え、そのための仕組みづくりに取り組んでいます。
「森のシティ」では、都市の集合住宅における自然との共生
について検証しており、近隣の農業体験ツアーやグリーンカー
テンを育てる講習会などのイベントも行われる予定です。都
市生活の中で日常的に自然に接する機会を提供することで、
環境意識が生まれ、コミュニティが育っていくきっかけになる
と考えました。

野村不動産グループでは、環境負荷の低減と持続可能な環
境価値の創造を目指し、先進技術と自然の叡智の活用、コミュ
ニティ形成を基軸とした街づくりに取り組んでいきます。

ステーションアベニュー東武野田線
「新船橋」駅

ハーブ緑地

つつじ公園 はなみずき緑地

けやき公園

さくら公園

船橋総合病院

イオンモール船橋

2,400本の樹木による「グリーンネットワーク構築計画」

東西と南北に横断するシンボルストリートを設け、 
外周部や道路沿いに公園・中庭などを配置します。

※ 計画段階の図面を基に描
き起こした概念図であ
り、実際とは異なります。

東西と南北のシンボル
ストリート沿いの隣棟
間隔は、街路景観に閉
塞感を与えないよう、
30m以上確保していま
す。また、歩行の多い
歩道は幅を4m以上確
保しています。

プラウド船橋

エスコート
ルーフ

エスコート
ルーフ

歩道幅員
約5.5m

歩道に寄り添う4列の並木

歩道幅員
約5.5m

歩道沿いに
続く

植栽エリア

歩道沿いに
続く
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当研究室では、既存の住宅地や新たに生み出される街の持続的な発展に資する研究
に取り組んでいます。住宅、病院、商業施設など複合的な用途で構成される「森のシ
ティ」の街づくりでは、周辺地域との連携やコミュニティの醸成が、街の持続的な発展
には欠かせない要素と考えています。「エリアマネジメント※」の適用やその運営協議
を通じて、街の成長に広く寄与していきたいと考えています。
※ エリアマネジメント：地域における良好な環境や地域の価値を維持・向上させるための、住民・
事業主・地権者などによる主体的な取り組み 日本大学理工学部

都市計画研究室
根上 彰生 教授

ステークホルダーの声

先進技術と自然の叡智、コミュニティをもとにした街づくり

「ふなばし森のシティ」
特集・1 

環境への 

取り組み

「ふなばし森のシティ」では、「プラウド船橋」の居住者の方のための農業体験ツアーやグリーン
カーテン講習会、「イオンモール船橋」での「（仮称）THE FARM GARDENS ̶  flower café※」
の運営を計画しています。
和郷園の考え方の基軸にあるのは、食や地域のコンシェルジュとして消費者と生産者、都市生

活者と地域をつなぐこと。都市型集合住宅で最高の農産品を提供する場を持ち、そこを窓口に植
物や緑に接する機会を提供することで、本来の豊かな生活がどういうものか伝えたいと考えてい
ます。また、こうした場でのコミュニケーションがコミュニティのつながりを生み、昔の長屋暮ら
しのような、良い意味で「おせっかい」ができる住環境を現代の集合住宅に残していきたいです。
野村不動産には、都市型住宅のデベロッパーとして、人の営みに自然や農業を根づかせ、豊か

な生活を提案する役割をともに担っていただきたいと思います。

※ 「THE FARM GARDENS ̶  flower café」  
和郷園の展開する、産地直送の花や植物を提供する緑のコンシェルジュ店舗

農事組合法人 和郷園
代表理事
木内 博一 氏

ステークホルダーの声

「ふなばし森のシティ」におけるこれからの取り組み
周辺地域やコミュニティとの連携を深めるために、「街づくり協議会」を結成予定

「ふなばし森のシティ」では、周辺地域やコミュニティと連携を深め、コ
ミュニケーションと共生を図っていくことを目的として、「街づくり協議
会」を結成する予定です。今後、「森のシティ」にかかわる企業と連携
しながら、街としての持続的な発展を図ります。現在、船橋市にキャン
パスを構える日本大学理工学部都市計画研究室や三菱商事（株）などと
ともに協議を開始しています。

 日本大学理工学部、三菱商事（株）、野村不動産が開催した「これからの街づくりに
ついて考える」セミナー。約60名の学生が来場し、「地域コミュニティの社会的課題」
や「ＳＮＳを活用したコミュニティづくり」について、活発な意見交換を行いました。
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東日本大震災以降、住まいやオフィスに対する価値観や意識が変化し、「安心・安全」への 
希求がますます強まっています。野村不動産グループでは、震災以降、お客さまの声を 
受け、この社会的課題に応えるべく、商品・サービスの「安心・安全」について、再検証・再構
築してまいりました。ここでは、私たちが震災以降に行った「安心・安全」への取り組みを
ご紹介します。

東日本大震災後の野村不動産グループの取り組み

住まいとオフィスの「安心・安全」の 
実現に向けて

特集・2 
品質・サービス 
向上への取り組み

住まいにおける「安心・安全」 
「プラウドタワー東雲キャナルコート」の 
取り組み

震災によって、住まいに対する意識が大きく変化
震災後に行われた調査※によると、東日本大震災を機に人々

の住まいや暮らしに対する意識は大きく変化しました。
「マンションの購入検討理由」の項目では、「耐震性の高い住
まいに住みたい」が前回の9.0％から今回は15.8％へと大幅
に上昇しました。
また、「お金をかけてもこだわりたいポイント」では、「災害に
強いこと」が前回の34.8％から今回は43.4％へ、「災害時の対

「プラウドタワー東雲キャナルコート」

プラウドタワー東雲キャナルコート
所在地： 東京都江東区東雲1丁目 

1番23他（地番）
敷地面積：9,615.95m2（2,908.82坪）
構造・規模： 鉄筋コンクリート／ 

地上52階地下2階建て 一部地上2階建て
建物竣工時期：2012年12月中旬 （予定）
総戸数：600戸
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東日本大震災後の野村不動産グループの取り組み

住まいとオフィスの「安心・安全」の実現に向けて
特集・2 

品質・サービス 
向上への取り組み

「プラウドタワー東雲キャナルコート」は、「東京
都マンション環境性能表示」※において、初とな
る、「建物の断熱性」「設備の省エネ性」「太陽光
発電・太陽熱」「建物の長寿命化」「みどり」の全
項目オール3つ星を獲得しました。

※ 東京都マンション環境性能表示
大規模新築・増築などマンションの環境性能に関する情
報を購入予定者に提供することにより、環境に配慮した
マンションの選択肢拡大・市場での評価の向上・建築主
の自主的な環境配慮の取り組みを促すための制度。

「東京都マンション環境性能表示」で
オール3つ星を獲得

地盤改良工事による液状化対策

震災前に行っていた地盤改良工事を外構部
にまで広げ、液状化対策を強化しました。

策・防災設備が配備されていること」が前回の22.6％から今回
は29.3％になるなど、災害対策関連が軒並み上昇し、安全な設
計や充実した防災対策を求める声がより強まってきています。
※ 「新築分譲マンション購入に際しての意識調査2011年度」：新築マン
ションポータルサイトMAJOR7（住友不動産（株）、（株）大京、東急不
動産（株）、東京建物（株）、野村不動産（株）、三井不動産レジデンシャル
（株）、三菱地所レジデンス（株））が2011年11月21日から12月5日にイ
ンターネット会員を対象に実施。

震災後にアンケートを実施
野村不動産が分譲する「プラウドタワー東雲キャナルコート」

は、都心・湾岸エリアに位置する大規模タワーマンションで、モ
デルルームオープンを2ヵ月後に控えた時点で震災に見舞わ
れました。野村不動産では、震災後、耐震・防災対策について
再検証を行うために、スケジュールの見直しをしました。
まず、震災後のお客さまの住宅に対する意識変化や不安に
思う点などを調査するために、アンケートを実施しました。こ
のアンケートは、当物件に震災前に問い合わせを頂いていた

2,592名を対象に、ＦＡＸおよびＷＥＢで実施され、震災直後で
あったにも関わらず、2011年4月6日から10日間の間で、

41.2%にあたる1,069名の方から回答をいただきました。
アンケートでは、都心への距離が近く、災害時などの帰宅困
難への不安が少ないことや、「東京都マンション環境性能表示
オール３つ星」などの省エネ対応を高く評価していただいた
一方で、震災直後ということもあり、①液状化対策、②耐震構
造、③防災対策が、懸念事項として挙げられました。
野村不動産では、こうしたお客さまの声を踏まえ、安全対策

や防災対応の強化に向けて計画の見直しを行いました。

液状化・耐震構造に関する不安の払しょく
アンケートの中でも、湾岸エリアにおける液状化を心配する
声は20%を超えていました。当物件が位置する東雲・豊洲エ
リアでは、今回の震災時にも、液状化はほとんど起こりません
でしたが、「湾岸エリア＝液状化」という漠然とした不安が広
がっていることが明らかになりました。
そこで、震災前より地盤改良工事を行っていましたが、この
課題に対する追加施策として、当工事の範囲を外構部まで広げ
（下部「地盤改良工事による液状化対策」参照）、さらに、今回
の震災で被災したエリアにおいて、敷地境界付近での配管破
損の事例が報告されたことから、敷地境界部分の配管を、曲
折に強く耐震性に優れているフレキシブル管に変更しました。
また、お客さまの不安を払しょくするためには、正確で迅速
な情報開示が重要であるとの考えから、モデルルームの展示
スペースや展示内容も大幅に見直しました。
耐震構造については、「耐震設計解説コーナー」を新設し、
基盤となる1階の構造柱4本すべてに世界初となる150N/mm2

の高強度・高耐久性の柱を確保していることなどを、実物大模
型を用いながら、解説しました。

設計・設備での防災への取り組み
「防災対策」については、停電時のエレベーター停止や家具
転倒への不安の声を受け、非常用発電機の性能向上および専
有部内の家具転倒防止用下地の増設を行いました。
非常用発電機は当初、消防法に準拠する4時間の稼動を確
保していましたが、自主対策として24時間までこれを延長し
ました。

対策範囲A
（震災前から行っていた対策）

対策範囲B
（震災後に行った対策）

自走式駐車場
住居棟

保育所棟
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ステークホルダーの声

Voice
野村不動産
住宅事業本部 住宅営業一部
副部長
石井 康裕

「プラウドタワー東雲キャナルコート」は、東日本大震
災後、都心・湾岸エリアで初めて分譲された大規模タ
ワーマンションです。震災直後にアンケートを行い、追
加できる防災対策は何があるのかを徹底的に議論し、商
品に反映させていきました。また、お客さまに正確な情
報を分かりやすく開示することが重要と考え、モデルルー
ムに「耐震設計解説コーナー」や「安全・防災展示コー
ナー」を新設するなどの工夫を加えました。これらは新
しい試みでしたが、正確な情報を提供することにより、
お客さまの不安を払拭することに貢献できたのではな
いかと考えています。

購入のきっかけは、東日本大震災後にマンションの安
全面が気になり、後学のためにモデルルームを訪れたこ
とです。この物件のことは、防災対策などが紹介されて
いたテレビで知りました。「海の見えるタワーマンション」
であることや、公園や保育園などの子育てのしやすい静
かな環境を気に入りました。今回の震災で浦安の妻の実
家が液状化を経験したこともあり、当初は不安がありま
したが、モデルルームで非常用エレベーターが24時間
動くことや高強度のコン
クリートを使用している
ことなどの説明を受ける
うちに、不安が解消され
ていきました。野村不動
産には、これからも安心
な住宅をつくり続けて欲
しいと思います。

大型
防災倉庫

大型
防災倉庫

防災倉庫

防災倉庫

防災倉庫

防災倉庫

防災倉庫

防災倉庫

防災倉庫
52F
51F
50F
49F
48F
47F
46F
45F
44F
43F
42F
41F
40F
39F
38F
37F
36F
35F
34F
33F
32F
31F
30F
29F
28F
27F
26F
25F
24F
23F
22F
21F
20F
19F
18F
17F
16F
15F
14F
13F
12F
11F
10F
9F
8F
7F
6F
5F
4F
3F
2F
1F

52F

45F

39F

31F

24F

16F

9F

1F

B2F

防災倉庫設置階と防災倉庫内容

5～8フロアごとに1グループをつく
り、居住者の安否確認や救助活動など
を行います。また、グループの避難拠
点ごとに防災倉庫を設置しています。

また、仙台および首都圏の管理マンションの住まいるサ
ポーター（管理員）にヒアリングを行い、実際に現場で不足し
たものや困ったことなどを調査し、防災倉庫の内容も見直し
ました。マンション内での通話を可能にするトランシーバー
や、プライバシーを確保し、避難者のストレスを軽減するた
めの、自宅用簡易トイレセット、階段でも安全に使用できる
担架およびカセットガスで発電できる自家用発電機を装備し
ています。

ソフト面での防災対応
いざという時に確実に生命と身の安全を確保するためには、
設計・設備上の防災対策に加え、居住者の「自助と共助」の取
り組みが何より重要です。
「自助」とは、自分と大切な人を守るための家庭で行う防災
対策のことで、「共助」とは、近隣住民と助け合う防災対策を指
し、多くの居住者がいるマンションならではのメリットでもあ
ります。
この考えのもと、当物件の管理を担当する野村リビング
サポートでは、災害時の初期行動をはじめ、避難方法や持
ち物リスト、計画停電対策などを記載した「防災ガイドブッ
ク」を全居住者に配布し、定期的に防災訓練を実施していく
計画です。
さらに新しい試みとして、5～8フロアごとにある防災倉庫
設置階を拠点に、居住者がチームとなってお互いの安全を
確認したり、助け合うことができる体制づくりを支援してお
り、さまざまな側面からお客さまの「安心・安全」を追求して
います。

防災倉庫の備品を販売センターに展示

Nさまご夫妻
「プラウドタワー東雲 
キャナルコート」ご契約者
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ビル事業における「安心・安全」 
「PMO日本橋室町」における取り組み

高機能・高品質で応えるPMO事業の 
新たな取り組み
野村不動産が展開するPMO（Premium Midsize Office）
事業においても、東日本大震災以降、①耐震性能の強化、
②BCP（Business Continuity Plan）機能の強化、③省エネ
法※1・温対法※2遵守を超えた省電力など社会的な要請が、テ
ナント企業の声として明確になりました。
そこで「PMO日本橋室町」（2013年1月竣工予定）では、計

画していた設計仕様を再検討し、これらの課題に取り組んで
きました。
※1  「エネルギーの使用の合理化に関する法律」の略称。
※2  「地球温暖化対策の推進に関する法律」の略称。

耐震性能～防災拠点となるオフィスビルを 
目指して
今回の震災時には、東京でも帰宅困難者が多数出るなど、
想定を大きく上回る事態に陥りました。この教訓から、オフィ

スビルは勤務者や来訪者が安全に留まることができる防災拠
点としての役割も強く求められるようになりました。
こうした要望に応えるべく、「PMO日本橋室町」では、構造
を変更し、建築基準法新耐震基準の「標準レベル」の1.5倍に
相当する「Ⅰ類構造体」を採用※しました。これは「大地震直後、
構造体の補修をすることなく建築物を使用できる建物」とさ
れる基準であり、官公庁や病院、消防署、警察署などの施設に
求められる基準です。
また震災の教訓から、天井の脱落防止に向け、18m2ごと
のブレース設置や照明器具の落下を防止するための浮き上
がり防止金具を付けるなど、内装材の耐震安全性の確保も行
いました。
※ 今後開発するPMOについては、Ⅰ類構造体またはⅡ類構造体（新耐震
基準の標準レベルの1.25倍に相当し、小中学校や地域防災計画で避
難場所と指定される施設が対象）を採用していきます。

BCP機能の強化～非常用発電機
「BCP機能の強化」ついては、停電などに備えて異なる変
電所からの電力供給を可能にする「異系統2回線受電方式」を
採用したことに加え、非常用エレベーターなどの共用設備や
専用部内の電力の一部を24時間供給できる非常用発電機を
設置しました。さらにテナント企業が発電機を追加設置できる
よう、屋上にスペースを確保しています。

東日本大震災後の野村不動産グループの取り組み

住まいとオフィスの「安心・安全」の実現に向けて
特集・2 

品質・サービス 
向上への取り組み

「PMO日本橋室町」に 
おけるBCP機能強化

「PMO日本橋室町」では、災害
時・停電時の予備電力を確保す
るために、2回線受電方式や非常
用電源設備を採用。電力の安定
供給に取り組むことで、企業の事
業継続性に最大限配慮したビジ
ネス環境を整えています。

14

「PMO日本橋室町」

PHASE 1

本線

変電所.A 変電所.B

予備電源線 PMO日本橋室町 ■電力系統概念図

PHASE 1　
異系統2回線受電方式
停電時の対応として異系統2回線受
電方式を採用。本線と予備電源線の
電力をそれぞれ異なる変電所から
供給し、本線の事故発生時には自動
的に予備電源線に切り替わります。PMO日本橋室町

所在地： 東京都中央区日本橋室町1丁目 
（以下未定）

敷地面積： 981.50m2（296.90坪）
延床面積：7,430.02m2（2,247.58坪）
構造・規模： 鉄骨造 一部SRC造／ 

 地上9階地下1階建て
建物竣工時期：2013年1月下旬（予定）
用途：事務所・店舗
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省電力対応～電力「見える化」システム
PMOでは、これまでも「CASBEE Aランク」を標準化する

など、環境への配慮を行ってきましたが、震災後、テナント企
業の節電をサポートするツールとして、新たに使用電力の「見
える化」システムを開発してきました。
現在竣工済のPMOでは専有部の消費電力量が全体の消

費量の約83%を占めているため、ビル全体でのエネルギー
消費量削減のためには、テナント企業の協力が不可欠だから
です。
このシステムは単に空調、照明、OAコンセントなど、カテゴ

リーごとの使用電力量を表示するのではなく、ピークカット※1

に実効性のある機能となるように、30分デマンド値※2をリア
ルタイムで表示し、「節電目標値」と常に比較できる表示内容
になるよう工夫が凝らしてあります。
また過去のデータとの比較も容易で、さまざまな削減策が

どのような効果につながっているのかを確認することも可能
です。
導入にあたっては、入居企業に機器の説明をするだけでな

く、テナントごとの使い勝手に応じた「節電目標値」の設定水準
や、節電の具体的な取り組みをアドバイスできるよう心がけて
いく予定です。
※1  電力需要の頂点（ピーク）にあたる時間帯の電力消費を抑えること。
※2  30分間の電気使用量から求めた平均使用電力。

Voice
野村不動産　 
都市開発事業本部　
開発事業一部 副部長　
廣瀨 政男

「PMO日本橋室町」では東日本大震災の教訓を生か
し、今までの中規模ビルにはなかったさまざまな防災性
能と省エネ機能の実現に取り組んでいます。防災性能に
おいては、構造、設備、仕上げの耐震性能を一段引き上
げた上で、BCP対応として、停電時24時間の電源確保
を可能にしました。省エネ機能については、ピークカット
など社会の要請に即効性のある取り組みとして「見える
化」システムを導入します。PMOはこれからもお客さま
の声に真摯に耳を傾け、ニーズに応えるオフィスの商品
化を目指します。

使用電力の見える化システム

PMO消費エネルギー内訳

使用電力の自動集計表示や「節電目標値」設定などのさまざま
な機能により、ビル全体のエネルギー消費量削減に貢献します。

専有部における消費電力量が、
全体の消費量のうち約83%を占
めており、ビル全体での削減のた
めにはテナント企業の協力が不可
欠です。

専有部　約83%

共有部　約17%

PHASE 1

本線

変電所.A 変電所.B

予備電源線 PMO日本橋室町 ■電力系統概念図

PHASE 3　
テナント用の発電機
スペース
非常時電力供給：最大160KVA
さらなる非常用の電力対策とし
て、各テナント専用発電機の設
置スペースを設けています。こ
れにより、より高容量の電源を確
保可能です。
※ テナント用発電機を設置する
場合は別途費用がかかります。

PHASE 2　
屋上に非常用発電機
非常時電力供給：10KVA／フロア　想定供給時間：24時間
本線・予備電源線の両方からの電源供給が停止した場合、ビルの屋上に設
置した非常用発電機から10KVA／フロアの電力が自動的に供給※されま
す。この発電機では、連続24時間の電力供給を想定しており、万一の際で
もビル全体の電力を安定的に提供していきます。
※ 火災時をのぞく。
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横浜ビジネスパークにおいて、テナント企業のBCP支援を目的とした設備更新を実施。
災害時にも48時間継続して冷熱供給が可能に。

横浜ビジネスパーク熱供給は、横浜ビジネスパーク（神奈川県横浜市）において、非常用発電機の燃料貯蔵室と冷却水
槽の容量を従来の約6倍にするなどの設備更新を実施し、2012年3月に完了しました。これにより、災害時などに公共の
インフラ（電気・ガス・水道）が停止した場合でも、非常用発電機により48時間継続して一定量の冷熱供給を行うことが可
能となります。
横浜ビジネスパークには、一般のオフィスだけでなく、電算センターや研究・開発施設が入居しており、高度なICT（情
報通信技術）環境を構築するテナント企業にとってコンピュータ機器を常時冷却する冷房用の冷熱供給は不可欠です。今
回の設備更新は、テナント企業のBCP支援の観点から行われました。
※ 非常時の冷熱供給には、テナント企業側にも一定の設備が必要となります。

今回、非常用発電機の燃料貯蔵タンクの大幅な拡張を行い、災害時など万が一の場合でも、
冷熱供給を48時間継続して行えるようになりました。これにより、テナント企業さまには2日
間の時間的猶予が生まれ、その間に他地域へのデータ移転やデータのバックアップを行うこと
が可能となります。現在、熱供給設備のさらなる更新も検討しており、テナント企業のBCP支
援の充実に向けて引き続き取り組んでいく方針です。
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住まいの総合相談窓口「住まいるセンター」のバックアップ体制を確立。
「大阪野村住まいるセンター」を新設し、東京との2拠点体制に。

野村リビングサポートは、管理物件の居住者専用コールセンターである「野村住まいるセンター」のバックアップ体制と
して、2012年4月、東京都内のセンターに加え、大阪市内に「大阪野村住まいるセンター」を開設しました。これにより、
東京と大阪の2拠点体制が確立され、直下型地震などにより一方が機能不全に陥った場合であっても、もう一方で全国の
管理物件に対する対応が可能となります。東日本大震災を受け、BCP（事業継続計画）の取り組みを強化し、有事でも安
定的に事業継続ができる体制を整えることで、お客さまの「安心・安全」に応えるものです。

「大阪野村住まいるセンター」は、名古屋以西の西日本エリアの管理マンションの居住者の
総合相談窓口としてだけでなく、災害時などの緊急時には、東京をはじめとする全国の管理マ
ンションの相談窓口として役割を果たさなければなりません。緊急センターとしての役割を担
うためには、お客さまのニーズを正確に把握し、迅速に解決へ導く力が必要です。スタッフ一
同連携を深め、研修や毎日の申し送りにより、相談事例や問題点の共有および最新設備に関す
る知識の研鑽を行っています。
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東日本大震災後の野村不動産グループの取り組み

住まいとオフィスの「安心・安全」の実現に向けて
特集・2 

品質・サービス 
向上への取り組み

「安心・安全」の実現に向けたその他の取り組み


