
シュリッツ・オーデュボン・
ネイチャー・センター

Case study

●所在地
アメリカ合衆国
ウィスコンシン州
ミルウォーキー
●施　設

185エーカーの敷地内に在す
る35,000フィートに及ぶ施
設。
●概　要

1971年に設立されたミシガン
湖の自然に囲まれた新しい環
境学習センター。
年間37,000人の児童が自然に
ついて学習している。

ソリューション

課題

成果

●ネイチャーセンターとして環境保護に配慮した持続可能な建物の新築

hallengeC

●METASYS®ビル管理システムと、地下水井戸、地熱装置などの自然
エネルギーを連係したソリューション
●LEED専門家との協調による、環境に優しい施策の実施

olutionS

●米国グリーンビルディング協会のLEEDプログラム「ゴールド認証」
取得

esultR

「ジョンソンコントロールズの環境保全に対する立場は、双方の利益のためにも、

私たちの地域コミュニティの利益のためにも活用できるでしょう」

　同センター　エグゼクティブ・ディレクター　エリザベス・チーク氏

持続可能な設計を採用し、環境保護への取り組みを実現

ネイチャー・センターは、サスティナビリティに関する

一般者見学会やセミナーを開催しています。

環境に優しい輝かしい未来

 最初にLEEDプログラムのゴールド認証を取得しました

が、ネイチャー・センターの努力はそこで終わったわけで

はないとチーク氏は言います。「私たちは、既存建築物向

けLEEDプログラムのプラチナ認証取得もすでに視野に入

れています。この目標を達成する上で、私たちはジョンソ

ンコントロールズをリソースとして頼りにすることになる

でしょう。こうしたことも、私たちの関係が今後ますます

発展する可能性を感じさせてくれます。ジョンソンコント

ロールズの環境保全に対する立場は、私たちの環境保全に

対する立場と一致しています。こうしたつながりは、双方

の利益のためにも、また、私たちの地域コミュニティの利

益のためにも活用できるでしょう」

持続可能性のために特に配慮した点
●  自然採光の有効活用

●  自然換気を容易にする開閉可能な窓

●  化石燃料使用を減らす地熱システム

●  断熱性の高い厚い壁

● ヒートゲインを減らすための建物のひさし

●  資材の使用量を最小限に抑えたコンクリート仕上げの床

●  水を大切にする節水型の給排水設備

●  太陽光発電

●  輸送の必要性を最小限に抑える地元資材の使用

● 骨組みと甲板材として現場で伐採された材木の使用

● 再生資源含有資材の活用による処女資源使用の削減

● 揮発性有機化合物の放散が少ない仕上げ方法の採用

● 建設廃材リサイクルシステムの採用

● 建物完成後の入居前の 2週間に渡る十分な換気 
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シュリッツ・オーデュボン・ネイチャー・センターの使

命は、環境教育と保護地区の保全を通じて、自然遺産の価

値を認識し、理解を深め、管理保全を推進することです。

ですから、同センターにとっては、ドロシー・K・ヴァリエ

環境学習センターを新築する際に、環境面でのサスティナ

ビリティ（持続可能性）に配慮することも、ごく当然でし

た。ジョンソンコントロールズの支援を受けて、ネイ

チャー・センターはこの環境学習センター建設に対し、米

国グリーンビルディング協会のLEEDプログラムのゴールド

認証を取得することができました。ジョゼフ・シュリッ

ツ・ブリューイング・カンパニーにちなんで名づけられた

シュリッツ・オーデュボン・ネイチャー・センターは、

1971年に設立され、ミルウォーキー中心街の北に位置する

ミシガン湖の手付かずの自然に恵まれた185エーカーの敷地

内にあります。この敷地はもともと、醸造所の荷馬を休ま

せるために使用されていましたが、後にレクリエーション

エリアとして使用されるようになりました。この新しい学

習センターは、シュリッツ財団によって寄贈された土地を

ネイチャー・センターとして使用できるよう長年貢献され

た女性の名前にちなんで命名されました。現在、ネイ

チャー・センターでは、その敷地をアウトドア教室として

活用しながら、あらゆる世代向けに体験学習やプログラム

を提供し、年間37,000人の児童に自然について教えていま

す。1999年に同ネイチャー・センターの役員会は、これま

で使用してきた12,000平方フィートの施設が飽和状態であ

るため、新しい学習センターの建設計画に着手しました。

エグゼクティブ・ディレクターのエリザベス・チーク氏に

よれば、この古い施設は既に築後33年を経ており、職員7

名用に建てられていたため、現在の職員40名を収容するこ

とが困難だったとのことです。「増築という選択肢はな

かったので、私たちは新しく建て替えることにしました。

同時に、私たちの環境に対する使命を念頭に置き、この施

設の建設においても自ら環境保護に取り組み、持続可能で

環境に優しい建物に改築することにしました」とチーク氏

は言います。35,000平方フィートの新学習センターは、関

係者が待ち望んでいた十分な教室スペースや、これまでよ

りも広い講堂、新しい展示室、ウィスコンシン州で初の自

然保育園や、自然派商品の販売コーナーも備え、バリアフ

リーにより、障がいのある人々にとってより使いやすいも

のとなりました。

LEEDは最適な尺度

持続可能な設計をこの新しい建物において実現すること

は、ネイチャー・センターの目標のごく一部に過ぎません

でした。同氏が話すように、センターにとっては、適切な

基準を設定し、こうした環境に対する取り組みの影響と成

果を評価・測定できるようにすることが大切でした。これ

は、寄付金によって活動している以上、寄付してくれた

人々に対する責任を果たさなければならないからです。ま

た、「教育施設としてのこのプロジェクトの成果は、環境

に対する意識向上と、この建物自体を学習ツールとして活

用することにもあります」とチーク氏は説明します。セン

ターでは一般向けの見学会やセミナーを行い、この建物の

持続可能性を説明しています。サスティナビリティに関す

る授業も高校生と中学生向けに行われています。また、サ

スティナビリティについては、就学前の子供向けの授業に

も盛り込まれています。地元の大学は、この施設を将来の

建築家向けの学習ツールとして活用しています。地元の公

共事業が同センターで会議を開くこともあります。「この

施設のこうした幅広い活用は、私たちの使命である『環境

についての学習』にとって、ふさわしいものです」とチー

ク氏は言います。センターの建築家たちが検討した、持続

可能な設計に関する多くのリソースのうち、LEEDが長期的

な成果をモニターする上で特に優れた測定ツールと基準を

提供していたと言います。「ジョンソンコントロールズで

開催されたLEED会議に出席して、私はこのプログラムに強

い感銘を受け、プログラムへの理解を深めることができま

した。ジョンソンコントロールズは、私たちの施設がこの

プログラムにとって典型的な例ではないにせよ、LEEDプロ

セスにどのようにあてはめられるかを、わかりやすく説明

してくれました」とチーク氏は言います。

持続可能な設計を強化

ネイチャー・センターは、LEED認証プロセスの委託業者

としてジョンソンコントロールズを選び、契約しました。

ジョンソンコントロールズ公認のLEED専門家とプロジェク

トエンジニアが、プロセスの最初から最後までネイ

チャー・センターの設計建設チームに直接協力し、適切な

実施と完全な文書化に努めました。「ジョンソンコント

ロールズは設計強化も提案してくれ、それも認証取得に役

立ちました。こうした設計強化は、私たちが当初目指して

いたよりもさらに高水準の目標に達していました」とチー

ク氏は言います。たとえば、ジョンソンコントロールズ

は、自然換気を活用するために設計された施設の開閉可能

な窓に電磁接触器を使用するよう提案しました。これらの

接触器は、ジョンソンコントロールズのMETASYS®ビル管

理システムに直結しています。窓が開かれると、このシス

テムはそのエリアのHVAC（空調設備）を自動的に停止し

て、エネルギーを節減します。METASYS®システムは、建

物全体の冷暖房空調設備と照明をモニターし、制御しま

す。このモニターと制御の対象には、90基の地下水井戸と

地中の温度を利用して冷暖房を供給し、石油使用量を節減

している地熱装置につながる複数のヒートポンプと熱回収

装置も含まれています。また、建物の丸屋根内部や講堂に

あるファン、そして電動式の窓も、このシステムに組み込

まれています。夜間は、建物内の空気を排出するために自

動的にファンのスイッチが入り、窓が開放されます。ま

た、ファンは二酸化炭素センサーによって自動的に作動し

ます。ほかにも、この建物の環境に優しい点として、照明

用エネルギー消費を減らすために特別設計・設置された窓

システムによる自然光の有効活用、建物内の消費電力の多

くの部分を供給する出力10キロワットの太陽光発電システ

ム、水の使用量を減らす節水型の給排水設備などが挙げら

れます。「この建設作業は、環境のための奉仕活動でもあ

りました」とチーク氏は言います。「建設工事の間土壌圧

縮を減らし、自然環境への影響を緩和するために、機材置

場の設置は建物から40フィート以内の範囲に限定されまし

た。ウィスコンシン州のナチュラリスト、故アルド・レオ

ポルドの自然保護区から切り出された松材も外部の構造支

柱として使用されました」

環境問題に自ら取り組むネイチャー・センター 

同センターは年間37,000人の子どもたちに
自然についての学習を提供しています。
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●LEED専門家との協調による、環境に優しい施策の実施

olutionS

●米国グリーンビルディング協会のLEEDプログラム「ゴールド認証」
取得

esultR

「ジョンソンコントロールズの環境保全に対する立場は、双方の利益のためにも、

私たちの地域コミュニティの利益のためにも活用できるでしょう」

　同センター　エグゼクティブ・ディレクター　エリザベス・チーク氏

持続可能な設計を採用し、環境保護への取り組みを実現

ネイチャー・センターは、サスティナビリティに関する

一般者見学会やセミナーを開催しています。

環境に優しい輝かしい未来

 最初にLEEDプログラムのゴールド認証を取得しました

が、ネイチャー・センターの努力はそこで終わったわけで

はないとチーク氏は言います。「私たちは、既存建築物向

けLEEDプログラムのプラチナ認証取得もすでに視野に入

れています。この目標を達成する上で、私たちはジョンソ

ンコントロールズをリソースとして頼りにすることになる

でしょう。こうしたことも、私たちの関係が今後ますます

発展する可能性を感じさせてくれます。ジョンソンコント

ロールズの環境保全に対する立場は、私たちの環境保全に

対する立場と一致しています。こうしたつながりは、双方

の利益のためにも、また、私たちの地域コミュニティの利

益のためにも活用できるでしょう」

持続可能性のために特に配慮した点
●  自然採光の有効活用

●  自然換気を容易にする開閉可能な窓

●  化石燃料使用を減らす地熱システム

●  断熱性の高い厚い壁

● ヒートゲインを減らすための建物のひさし

●  資材の使用量を最小限に抑えたコンクリート仕上げの床

●  水を大切にする節水型の給排水設備

●  太陽光発電

●  輸送の必要性を最小限に抑える地元資材の使用

● 骨組みと甲板材として現場で伐採された材木の使用

● 再生資源含有資材の活用による処女資源使用の削減

● 揮発性有機化合物の放散が少ない仕上げ方法の採用

● 建設廃材リサイクルシステムの採用

● 建物完成後の入居前の 2週間に渡る十分な換気 
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