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１．はじめに

　JFMA（日本ファシリティマネジメント推進協会）が主

催した2008年度米国FM調査団に参加する機会が与えられ，

米国におけるグリーンビルの最新動向と，FMツールとして

のBIMの可能性に関する調査を行ったので概要を報告する。

２．調査の概要

　2008年度の米国 FM調査団は，2008年10月14日（火）

から10月24日（金）まで米国４都市（ダラス，ワシント

ンDC，ニューヨーク，シカゴ）を巡るものであった。こ

の行程で IFMA（The International Facility Management 

Association）が開催するWorld Work Place（FMに関す

る国際会議・展示会。以下WWP）2008への参加と，８つ

の企業・機関への訪問を行い，調査を実施した。参加者

は団長を含め総勢24名であった。

　2008年度の米国 FM調査団のテーマは「グリーンビル

の最新動向調査」であった。新築工事から運営，撤去に至

るライフサイクルにおいて，建物は多くの CO2を排出して

おり，近年の地球温暖化問題においてこれを軽減するこ

とが FMの大きな課題となっている。このような背景か

ら，米国を発祥として全世界に拡大しているグリーンビル

認証制度 LEED （Leadership in Energy and Environmental 

Design）の実例を調査することが主要な目的とされた。

　また，サブテーマとして「FMツールとしての BIM

の可能性調査」が設定されていた。これは，建築設計・

生産分野の効率化・コスト削減の手段として近年注目さ

れている，BIM（Building Information Modeling）の米

国における普及状況と，FM分野における活用動向に関

する情報収集を目的としたものであった。

　さらにこれらの目的に加え，WWP 2008へ参加するこ

とで米国の FMビジネス動向を調査することとなった。

２.１　LEED

　LEEDとは，非営利団体である USGBC （全米グリー

ンビルディング協会）が1996年より作成・運用している
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建築物の環境性能評価手法および，その認証制度である。

　LEEDは現在，９種類の分類を大きく６つの項目で評

価し，その得点に応じて４種類の認証を与えるという仕

組みで運用されている。認証を取得するとレベルに応じ

た LEED認証プレートが授与される。

　日本では，現在，建築物総合環境性能評価システム

CASBEE （Comprehensive Assessment System for 

Building Environmental Efficiency）が本格的に運用され

てきている。CASBEEが主に建物のハードウェア面から環

境性能を評価しているのに対し，LEEDは建物利用者に対す

るサービスを評価の中心としていることが特徴である。

２. ２　BIM

　BIMとは，建築を形状だけではなく，性能，コスト，ス

ケジュール等，さまざまな属性を含んだオブジェクトの集

合体として表現する概念と，モデル化の手法・技術をさす。

　これを具現化する BIMシステムは，３次元の形状情報

と属性情報を連携させた共通モデルを構築する。これによ

り，意匠・構造・設備・施行等における矛盾の発生防止や

設計変更に対する時間の短縮，プロジェクトの生産性向上

が実現される。従来の図面モデルとは異なり，例えば意

匠・構造・設備間や平面図と断面図の間で空間的矛盾が発

生しないという特長を持つ（図１）。米国では2007年頃か

ら建築生産分野でBIMの普及が一気に加速している。
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写真３　３次元レーザースキャナーを用いて読み取った
３次元データ（GAS 資料より）

写真４　BIM データによる改修工事検討（GSA 資料より）

３．調査の内容

３. １　World Work Place 2008

　WWP 2008は，2008年10月15日（水曜日）から17

日（金曜日）に Dallas Convention Centerで開催された

（写真１）。今回のテーマは「Youniversal」（「You」と

「Universal」を連結した造語）であった。スタンフォー

ド大学の Chip Heath教授による「Made to Stick」（自然

と記憶に残るようにする）と題された基調講演は，コミ

ュニケーションの重要性に関するものであった。（「Made 

to Stick」は「アイディアのちから」という邦訳が刊行

されている）

　今回の展示会では328社が出展をしていた（写真２）。

そのうちの約1/3にあたる109のブースにおいて，グリ

ーンソリューションをはじめとする地球環境保護関連の

展示が行われており，地球環境保護への関心の高まりを

見ることができた。

　教育セッションでは８分野で合わせて82の講演が行

われた。これらは Basic（基礎），Intermediate（中間），

Advanced（詳細）の３段階に分類され，参加者が興味

や知識レベルに応じて受講できる仕組みとなっている。

セッションはマネジメント，グリーンビルに関するもの

が多数を占めていたが，オーストリラリア政府による

FMでの BIM活用事例報告もあり，FM分野において

も BIMが注目されていることが分かった。

３.２　企業・機関訪問

（１）GSA　（ワシントン DC）

　GSA （U.S. General Services Administration:米国調達

庁）は，連邦政府の業務に必要となる建築・物品の調達

に関する業務を行う組織である。また，GSAは1,500を

超える建物を保有する不動産オーナーであると同時に，

顧客となる100を超える連邦政府機関にサービスを提供

する不動産業者でもある。GSAが保有する不動産は大

半が1950年代以前に建てられたものであり，建物に対す

る予算は近年，既存改修に関するものが増加の一途をた

どっている。

　近年の地球環境保護と法改正の観点から，これら既存

建物のエネルギー効率を上げるため，GSAではいち早

く LEEDを導入した。特に2002年以降に竣工した建物

に関しては，すべてのプロジェクトで LEED Silver以上

の認証取得を行うための基準を設定し運用している。

　グリーンビルにおいては，プロジェクトに関わるコス

トが増大する傾向にあった。そこで GSAはコスト削減

の手段としての BIMに注目し，2007年以降の連邦政府

に関連する新築建物の設計業務について，BIMデータ

による納品を義務づけた。これが米国において BIMの

普及が拡大した一因であるといわれている。BIMの導

入に際しては，BIMソフトを開発・販売する各システ

ムベンダーに対し，データ互換性の確保を依頼するとと

もに，新たに BIMを導入する設計事務所への金銭的な

補助等の施策を実施している。

　既存建物の改修計画については，FMにおける BIM

活用を目的とした測量用３次元レーザースキャナーによ

る低コスト・短期間での BIMデータ作成（写真３）や，

改修計画への利用に関するいくつかの試行プロジェクト

（写真４）を実施し，評価と実用化に向けた検討を行っ

ていた。

写真２　WWP 2008 展示会風景

写真１　WWP 2008 会場となった Dallas Convention Center



Annual Report No. 20, June 2009, NTT Facilities Research Institute　3

写真６　リサイクル材料による家具と Energy Star 適合家電

写真７　The Pentagon の改修区画（ホームページより）

写真５　リサイクル建材が使われた USGBC エントランスホール

（２）USGBC　（ワシントン DC）

　USGBC （U.S Green Building Council：全米グリーン

ビルディング協会）は，9組織からなる非営利団体であ

り，LEEDの規格作成と運用・認証を行っている。

　現在 LEEDは約80ヵ国で運用が行われている。しかし

USGBCは米国での LEED認証をグローバルスタンダード

とは考えておらず，各国の実情にあわせたローカライズ

を積極的に支援している。2008年10月の時点では，カナダ

とインドがローカル版 LEEDを開発し運用を行っていた。

　今回の訪問では，LEEDの現状の情報収集とあわせ

USGBCのオフィスを見学する機会を得た。USBGCは

ワシントン DCにある LEED-NC Gold（新築）を取得

したオフィスビルに入居し，オフィス自体は LEED-CI 

Platinum（インテリア）を取得している。オフィスはリ

サイクル建材や環境負荷の低い建材を用いて構築されて

いる（写真５）。また，職員のためのリフレッシュコー

ナーには Energy Star適合家電製品を置き，オフィスで

は照度センサーと連動した照明を整備することで，日中

は主に外光を利用していた（写真６）。

（３）The Pentagon　（ワシントン DC）

　The Pentagonは米国国防総省の本部庁舎であり，約

62万㎡という世界最大規模の延床面積を誇るオフィスビ

ルでもある。竣工は1943年であり，築後60年を経て段階

的に修繕・改修を実施している。

　The Pentagonは５つの建物の集合体である。1996年

以降は各区画を４年の計画で改修してきていたが，2001

年9月11日の同時多発テロ発生以後は予算の増額により

改修期間の短縮を図った。2008年に18ヵ月で第４区画の

改修を完了し，その後第５区画の改修は16ヵ月で完了す

る予定であるという（写真７）。

　改修に際しては，サスティナビリティを意識し，

LEED認証制度ができた時期以降については認証取得

を目標とした。この結果，現在までに周辺の建物と

あわせて LEED Certified４件（新築２件，既存２件），

LEED-NC Silver １件（新築）の認証を受けている。

写真８　外光の取り入れとスクリーンによる調光

（４）Bronx Library Center　（ニューヨーク）

　Bronx Library Centerは2006年にブロンクス地区に竣

工した，延床面積7,250㎡の市立図書館である。計画段

階から「サスティナビリティ」が主要コンセプトとなり，

LEED認証取得を目的に計画・設計が行われ，竣工時に

LEED-NC Gold の認証を取得している。

　公共建築であることから建設の予算は低く抑えられて

おり，LEED認証を取得するために，公共交通機関を利

用しやすい立地，積極的な自然採光（写真８），外気冷

房システムの導入，雨水タンクによる水利用，リサイク

ル建材・家具の採用，パンフレットによる環境配慮の教

育・啓蒙を行っている。

　講堂やコンピュータルーム等，積極的に日照を必要と

しない室を地下に配置する建築計画等，低コストでグリ

ーンビルを構築した好例であるといえる。
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（５）SOM　（ニューヨーク）

　SOM （Skidmore, Owings & Merrill）は世界最大規模

の組織設計事務所であり，現在までに50ヵ国以上で１万

件を超えるプロジェクトを手がけている。また，以前か

らコンピュータ利用や Digital Designへの取組みに対し

ても熱心であることが知られている。今回は約400名の

所員が所属しているニューヨーク事務所を訪問し，BIM

の利用状況の調査を行った（写真９）。

　SOMでは入所した所員全員に対して独自に策定した

BIMソフトのトレーニングを実施し，設計ツールとし

て利用している。BIMソフトの運営にあたっては，デ

ィテール情報をすべてデータ化し，所員に提供している。

また，構造部材のデータについても，構造強度や特性と

いった物理的な情報をデータ化することで，デザインと

構造検討の同時進行を実現していた。プロジェクトのデ

ータはネットワークを介してプロジェクトメンバーで共

有され，設計変更等の情報も迅速に伝達されている。

　SOMではデザインプロセスにおいて，模型によるス

タディを重視している。そのため，３次元プリンターと

３次元レーザーカッターを導入し，BIMソフトのデー

タをもとに迅速な模型作成を可能とする環境を構築して

いた（写真10）。

　FM分野での BIM利用については，FMの関係者に

BIMが浸透していないことから，まだ事例がないとい

写真９　所員の執務環境

写真11　FRIT システムの超透過性ガラスによる採光

写真10　３次元レーザーカッターによる模型作成

うことであった。しかし，ビルオーナーからライフサイ

クル全体にわたる BIMの導入・活用を要請されるケー

スが増えてきているため，今後は FMにも BIMが広が

ると予測している。

 

（６）Seven World Trade Center　（ニューヨーク）

　9.11同時多発テロで崩壊した Seven World Trade 

Center （7WTC）の跡地に建設された新たな7WTCは，

SOMによって設計されたものである。今回 BIMによる

設計事例として，このビルを見学することができた。

　新しい7WTCは，同時多発テロ後の最初の復興のプロ

ジェクトとして2002年５月に着工され，2006年５月に竣

工している。「21世紀のオフィスとは何か」を主要コン

セプトに据えるとともに，同時多発テロの教訓を生かし

た安全性能の向上を意識したものとなっている。

　ガラス上部の表面に微細な点を貼り付けることで光の

透過率をコントロールする FRITシステムを採用した超

透過性ガラスによる採光（写真11），雨水の空調冷却水

や周辺植栽の灌水への利用，２ブロック以内に15の公共

交通機関を有する立地条件をはじめとする数々の施策に

より，ニューヨークのオフィスとして初めて LEED-CS 

Gold認証を取得した。

　設計段階では BIMを利用したが，竣工後に BIMデー

タは管理会社に引き継がれてはおらず，ビル管理者は専

ら携帯端末（Black Berry）と連携した BMS （Building 

Management System）を利用しているとのことであった。

このことは FM分野における BIM活用拡大の課題とし

て，BASとの連携が重要であることを示している。

ガラス上部に微細な
点を張り付け

（７）Merchandise Mart　（シカゴ）

　Merchandise Martは1920年代に竣工した世界最大級

の商業施設（延床面積39万㎡，地上25階）であり，現在

は住宅・家具メーカーのショールームが数多く入居して

いる。また，毎年６月に北米最大規模の商業建築向け

設備・家具総合展示会である Neocon World Trade's Fair

が開催されることでも知られている。



Annual Report No. 20, June 2009, NTT Facilities Research Institute　5

写真12　地下にあるグリーン資材調達センター

写真13　グリーンスポット

竣工し，50年間使用していた旧本社ビルから移転した。

新本社ビルは新築時には LEED認証は受けていないが，

建物の運営におけるエネルギー削減の施策を実施する

ことで，2007年５月にイリノイ州初となる LEED-EB 

Goldの認証を取得している。

　新本社ビルはシカゴ市の中心部に位置しており，周囲

には地下鉄の駅やバス停が数多くある。これにより従業

員の公共交通機関利用率は60％にのぼっており，LEED

認証取得におけるポイントを上げている。また，駐輪場

やシャワールームの整備による自転車通勤の奨励，屋上

の91％の緑化（写真14），雨水利用による水効率の向上，

人感センサーと連動した高効率照明の採用，さらに建物

内の巡回等，エネルギー削減に向けた施策を重視してい

るように見えた。このことは，CTAが合衆国環境保護

庁（EPA）の定める Energy Starプログラムにも参加し，

毎年得点を向上させていることからも伺うことができる。

　建物利用者の執務環境においては，Webシステムを

介した温度や空気質に関する要望の受付，ガラス面積を

大きくすることによる採光と眺望の確保等，快適性と生

産性の向上を主な目的とする施策を実施していた。

　Merchandise Martを所有・管理するマーチャンダイ

ズマートプロパティズは，グリーンビルが話題になる以

前の1990年代より，ゴミ減量を目的とした分別回収とリ

サイクル，環境に優しい洗剤の使用といったサスティナ

ビリティに対する取組みを積極的に行ってきている。近

年ではリサイクル対象をバッテリー・コンピュータ・蛍

光灯等にまで広げるとともに，環境に配慮した洗剤・シ

ョールームの資材・照明器具等をテナントに提供する資

材センター（写真12）や，通勤者に対する駐輪場の整備

等により，2007年11月に LEED-EB Silver認証を取得した。

　Merchandise Martに入居するテナントの大半が住宅

や家具のメーカーであり，LEED認証取得に対する取組

みにおいても，ほぼすべてのテナントが趣旨に賛同し協

力的であったという。テナントが自社のショールームで

LEED-CI認証を取得している例も数多く見ることがで

きた。また，ビルの中央部には「グリーンスポット」と

呼ばれるスペースがあり，テナント各社のグリーン製品

が展示されている（写真13）。このようにMerchandise 

Martはビルオーナーとテナントが協力し，グリーンビ

ルへの取り組みを行った好例であるといえるだろう。

写真14　屋上の91% を緑化

４．まとめ

　米国は従来，地球環境保護に対して消極的であるとい

われてきた。しかし，今回の調査で訪問した企業・機関

ではどこもグリーンビルへの取組みに熱心であり，米国

においても地球環境保護に対する意識が高まっているこ

とが分かった。このことは調査を実施した2008年10月時

点で，LEED認証のための登録が約16,000件，認証を受

けたプロジェクトが約1,700件あり，その後も加速度的

に増加していることからも明らかであろう。この傾向は，

米国政府が地球環境保護を重視する政策を唱い始めた

2009年以降，さらに加速している。

　LEEDの評価項目・方法が最適であるか否かの議論は

あるが，事例を調査した限りでは，導入のしやすさ，目

（８）Chicago Transit Authority　（シカゴ）

　Chicago Transit Authority （ シ カ ゴ 交 通 局： 以 下

CTA）は，シカゴ市の鉄道・地下鉄・バスを運営する全

米第２位の公共交通機関である。2004年に新本社ビルが



6　年報　NTTファシリティーズ総研レポート　No. 20 2009年6月

標の立てやすさが今後のさらなる普及拡大へつながると

感じた。また，認証を取得した建物は，いずれも正面玄

関の一番目立つ場所にLEED認証プレートを掲げており，

社会における LEEDの認知度向上や啓蒙に寄与してい

る（写真15）。

　BIMは，すでに建築設計・生産を効率化させるツー

ルとして定着し，普及期から発展期に移行したという印

象を受けた。SOMでは組織的な研修体制を確立してい

たが，BIMソフトベンダーのトレーニングコースを用

いるのではなく，自社で研修メニューを作成・運用して

いる。このことからも BIMが単なる効率化ツールでは

なく，業務改革の手段として位置づけられていることが

分かる。

　しかしながら，FMの分野での BIM利用は，GSAに

おけるいくつかの試行プロジェクトを除けば，ほとんど

見られないという状況であった。これは FMではツー

ルとして BASが主流を占めていること，FM分野での

コンピュータリテラシーが必ずしも十分ではないこと等

が原因となっている。FM分野での BIM利用について

は大きな可能性があるものの，普及にはまだ解決すべき

課題も多く存在する。

　今回の米国調査団は幸いにも天候に恵まれ，トラブル

もなく，11日間の日程にもかかわらず十分な調査を行う

ことができた。これらのすべてを限られたページ数で記

載することは難しいが，JFMAより「2008年度 米国 FM

調査団報告書」が刊行されているので，詳細な情報につ

いては報告書を参照していただきたい。

【関連情報】

・AIA（米国建築家協会）

　www.aia.org/

・BREEAM（英国建築物環境評価システム）

　www.breeam.org/

・Bronx Library Center（ブロンクス図書館）

　www.nypl.org/branch/local/bx/fdc.cfm

・CASBEE（建築物総合環境性能評価システム） 

www.ibec.or.jp/CASBEE

・Chicago Transit Authority（シカゴ交通局）

　www.transitchicago.com/

・Energy Star（エナジースター）

　energystar.gov/

・JFMA（日本ファシリティマネジメント推進協会）

　www.jfma.or.jp/

・IFMA（国際ファシリティマネジメント協会） 

　www.ifma.org/

・Merchandise Mart（マーチャンダイズ・マート）

　www.mmart.com/

・The Pentagon（米国国防総省）

　pentagon.afis.osd.mil/

・Seven World Trade Center（セブンワールドトレードセンター）

　www.7wtc.com/

・Skidmore, Owings & Merrill LLP（SOM）

　www.som.com/

・U.S. General Services Administration（米国連邦調達庁）

　www.gsa.gov/

・U.S. Green Building Council（米国グリーンビル協会）

　www.usgbc.org/

写真15　各建物の LEED 認証プレート


