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Case study

ジョージア工科大学�

地球環境との永続的共生を実現する
「グリーンビルディング」

ジョージア工科大学は創立以来、環境負荷を低減し、地球環境との永続的共生を目指す教育や研究

を行ってきたという伝統を誇っています。それゆえに、新校舎「マネジメント・ビル」の建設に際し

ては、これまでの伝統を立証することが重要な課題の一つとなりました。

そして、ジョージア工科大学の多目的複合施設「テクノロジー・スクエア」のシンボルとなる「マ

ネジメント・ビル」の建設プロジェクトは、米国グリーンビルディング協議会※1の環境性能に関する

評価制度「LEED」（Leadership and Energy in Environmental Design）※2のシルバーランクの

認証を受けたのです。

ジョージア工科大学は、米国内でもトップレベルの研究能力を有する大学で、特に先進的な科学技

術による医療貢献や、先端テクノロジーで有名です。この大学のキャンパスはアトランタ市内の400

エーカー（約160万㎡）を占め、1万6千人以上の学生が専門的な教育を受けています。新しい建物

は18万9千平方フィート（約1万8千㎡）の教室、オフィス、学部交流センターなどで構成されてい

ます。



ジョンソンコン

トロールズは、

ジョージア工科大

学がLEED認証を

目指すと決めた当

初から大学側のコ

ンサルタントと直

接関わり、設計段

階より技術供与を

行ってきました。

そもそも当社は、

過去10年以上に

わたり、同大学に

ビル管理システムを提供してきました。こ

のキャンパスに導入されたMETASYS○Rビ

ル管理システムは、今回新設された建物を

含め、計85ものビルを管理しており、その

工事規模は米国内でも最大級となりました。

資産計画及びスペース管理のディレクター

であるレスリー・サウンダース氏によれば、

1995年、ジョージア工科大学の戦略プラ

ンに「サスティナブル・プログラム」、つま

り地球環境との永続的共生が提唱されて以

来、新規建設の際にはこれを念頭においた

設計を推進してきたとのことです。

その結果、サスティナブル・プログラムを

実現する設計が長期的に生み出す経済的な

利益、さらには環境や市民の生活の質に及

ぼすポジティブな影響を実感するに及び、こ

の取り組みを引き続き推進し、将来の建設

において他の手本となるような基準を確立

したいと考えました。

「そのためには、私達が長年行ってきたこと

を含み、地球環境との永続的共生への取り

組みが必須です。例えばエネルギー効率の

追求などは、他の多くの組織がそうである

ように、私達も1970年代から取り組んで

きました」とサウンダース氏は語ります。

METASYS○Rビル管理システムは、LEED

認証の際に要求されるモニタリングや

レポートよりもさらに詳細なものを提供す

ることができるため、大学が率先して省エ

ネを行う上で不可欠なものとなっています。

また、気流や気圧をはじめ、その他さまざ

まな計測ができるため、一歩進んだ記録や

情報収集が可能となります。

ジョージア工科大学にとってLEED認証の

取得は、教育的価値はもちろん、特に環境

保護の観点から重視されています。学生や

教授陣にとって快適で環境保護へ対応した

建物であるだけでなく、地球環境との永続

的共生というビジネスをカリキュラムに取

り込むという大学のプランに沿うものでし

た。

「この建物は、我々が提唱していること

を実現し、また、その象徴となっているの

です」と、学部長兼教育業務のバイス・プ

レジデント、そしてキャンパス内のサスティ

ナブル・プログラムの創設者である、ジー

ンロウ・カメアウ博士は言います。

「これは、“学生達がエネルギーや環境問題

に対して実践的な理解を深め、ビジネスと

してどのように世界に影響を及ぼすのかを

知る”という、私達の目標に沿うものなの

です」

環境活動における“有言実行”

「マネジメント・ビル」はジョージア工

科大学にとって初めてのLEED認証ビルです

が、これは単にサスティナブル・プログラ

ムへの取り組みによって得られるものでは

ありません。サウンダース氏によると、認

証を受けるにあたり、大学側は、この建物

に組み込まれている地球環境との永続的共

生を実現する設計・仕様に関して、多くの

資料や文書の提出を求められたとのことで

す。しかし、その過程で得たものは貴重な

ものでした。

「LEED認証は、非常に高い評価を得たプ

ロセスです。今回のマネジメント・ビルの

申請による労力は、私達のキャンパスにお

いて“有言実行～言動を一致させる”とい

う意味で、非常に良い例となりました」と、

ジョージア工科大学の管理・財務のシニア・

バイス･プレジデント、ボブ・トンプソン氏

は語ります。また、同大学プレジデントの

ウェイン・クロウ博士は、「この建物は、教

育、研究、経済開発の複合施設であるテク

「早い段階でジョンソン
コントロールズの協力を
仰いだことで、プロセス
は理想的に展開し、
私達の戦略を実現できま
した」

ジョージア工科大学

施設エンジニア

ドン・アレキサンダー氏

テクノロジー・スクエアの中庭でくつろぐ学生達

マネジメント・ビルには、18.9万平方フィート
（約17,600㎡）もの教室スペース、オフィスス
ペース、教具・設備スペースがある



ついて、また、地球環境との永

続的共生をビジネスや生活に適

用することについて、重点的に

説いている学部やクラスがある

そうです。またこれらのクラス

のうちのいくつかでは、サス

ティナブル・プログラムに関す

る独自の修了証を発行していま

す。大学では非常に活発なリサ

イクル活動が展開され、樹木管

理、植樹プロセス、雨水管理、

さらにはガソリン車両の廃止、

また、地上駐車場からデッキ駐

車場への転換にも取り組んでい

ます。この他、車道脇には自転車利用推奨

のためサイクリングコースが整備されてい

るほどです。また、南部地域最大の「アース・

デイ」のイベントも開催しています。

柔軟な技術とサポートによる
成長そしてさらなる挑戦

サウンダース氏によれば、過去10年の間

にジョージア工科大学の教育・研究スペー

スの面積は2倍となり、1千万ドル近くに値

する活動が執り行われました。大学として

は、教育的、研究的なミッションのもと、変

遷するニーズへのサポートに応え、成長し

続けるということは願ってもないことなの

です。「今後もこのような成長を続けるため

に、私達は、サスティナブル・プログラム

を推進できる柔軟性に富んだ施設管理に

頼っていくことになるでしょう。この私達

のニーズに合致したシステムのおかげで、地

域単位においても、また、キャンパスの規

模としても、このような成長を達成できた

のです」とサウンダース氏は言います。

ジョージア工科大学の最新ビル、「クリス

トファー・W・クラ

ウス・アドバンス

ド・コンピューティ

ング・ビル」には、

LEED認証のシルバー

ランクを獲得するた

めの、地球環境との

永続的共生を実現す

る特性が随所に盛り

込まれています。こ

の認証を受けるため

の鍵となる要素の一

つとして、節水が挙

ノロジー・スクエアの中でもメインとなる

もので、一般にも広く開放されています。実

際に建物を利用していただくことで、我々

の環境へのコミットメントを、アトランタ

の地域社会に直に訴えることができます」と

付け加えました。

建物の環境対応特性の一つに、METASYS○R

ビル管理システムによる機械・電気設備の

エネルギー消費量の継続的なモニタリング

が挙げられます。建物には低放出の室内塗

料、防水剤、接着剤が使用され、リサイク

ルカーペットを利用、また、ドア等木製家

具には尿素・ホルムアルデヒドを使用して

いません。換気には質の高いろ過システム

が設置され、コピー機のある部屋には、煙

霧を取り除くために独自の排気システムが

導入されています。また、二酸化炭素モニ

ターが、外気の必要性に応じて機械システ

ムに警報を送ります。これら室内の理想的

な空気状態やエネルギー効率特性は、テク

ノロジー・スクエア内にある他の3つの建物

やデッキ駐車場にも組み込まれています。

水道使用量の対策においては、節水のた

めの細流かんがいシステムや、水遣り設備

を減らすための地元産耐乾性植物の利用な

どが挙げられます。トイレ設備では通常設

備の25～50％の水量しか使用しません。ま

た、冷却装置には、オゾン層破壊冷却材を

使用していません。

地球環境との永続的共生は
建物を超えて

「サスティナブル・プログラム～地球環

境との永続的共生に関する我々の将来的構

想は、キャンパス全体を巻き込むことです」

と、カメアウ博士は今後の展望を語ります。

「キャンパスの開発において、建物の内部・

外部共に実践的なサスティナブル・プログ

ラムを取り入れることで、私達の教育・研

究活動における地球環境との永続的共生へ

の理解が深められています。実際、私や同

僚達が世界中でこのテーマについてレク

チャーする際には、LEED認証など私達のサ

スティナブル・プログラムにまつわる大き

な成功が認知され始めていることを実感し

ています」

カメアウ博士によれば、ジョージア工科

大学では、サスティナブル・プログラムに

教育、研究、経済発展が融合された「テクノロジー・スク
エア」は、一般にも開放されている

テクノロジー・スクエアを視察するジョージア工
科大学施設担当アソシエイト・バイス・プレジデ
ントのチャック・ロード氏（左）、プレジデントの
ウェイン・クロウ博士（中央）、ジョンソンコント
ロールズのポール・ボンパウムガーテン（右）

「我々の教育・研究ミッショ
ンを達成し成長を続ける
ためには、今後もサスティ
ナブル・プログラムが反映
されたキャンパスを維持
するビル管理システムの
柔軟性に頼る必要があり
ます」

ジョージア工科大学

資産計画　及び

スペース管理ディレクター

レスリー・サウンダース氏
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げられます。METASYS○Rビル管理システムでは、雨水や空調機器

から出る水を再利用する灌漑システムをモニターします。また、こ

の他にも光熱費の広範なモニタリングを可能としています。

先にも触れましたが、ジョンソンコントロールズは、設計段階か

ら直接関わっており、整合性をとるために何度も図面を再検討しま

した。

「ジョンソンコントロールズに早い段階から協力してもらったこ

とで、プロセスはより効率的で効果的なものとなり、私達の戦略的

な目的を確実に実現することができるのです」とアレキサンダー氏

は語っています。

「クラウス・アドバンスド・コンピューティング・ビル」の建設
現場をバックに左から　
管理・財務担当シニア・バイス・プレジデントのボブ・トンプソ
ン氏、資産計画及びスペース管理担当ディレクターのレスリー・
サウンダース氏、学部長兼教育業務担当バイス・プレジデント
のジーンロウ・カメアウ博士

アトランタ市中心部の400エーカー（約160万㎡）を占める、
ジョージア工科大学。大学のサステイナビリティのビジョンは、
キャンパス全体及び周辺地域をも引き入れることである

グリーンビルディングとは：
「持続可能な建物」の同意語として使われており、環境面でのマイナス要因を大幅に縮小又は取り除いた建物を意味する。省エネ対
策による環境負担の少ない建築物の普及を促すのみならず、飲料水の使用量と削減、代替エネルギーの導入、建築材料の有効利用、
室内環境の品質改善（快適性）といった観点で、経済的効果や健康・安全面の改善、更には地域住民の利益にも貢献すること。

※1 米国グリーンビルディング協議会：（US Green Building Council）
ビル関連産業全般の企業・組織（産・官・学：7,200以上）で構成される連合団体で、より効率性の高い次世代建築物の構築を目指し、
新しい生産性を向上させ、健康的な生活および仕事の場を設計・建設・運用することを推進している。

※2 LEED：（Launched Leadership in Energy and Environmental Design）
米国グリーンビルディング協議会により開発され、運用されている建造物（敷地利用を含む）の環境配慮基準の認証制度で、エネルギー
効率に優れ、持続可能な建造物を普及させるなどの目的で作られた評価システム。日本ではCASBEE（建築物総合環境評価システ
ム）が相当し、環境配慮の格付けは世界的に広まってきている。

●本広報誌の制作・編集にあたり、ご協力いただきました関係各社様に厚く御礼申し上げます。
●本誌に記載の社名および商品名は、各社の商標または登録商標として使用されている場合があります。
●本誌は古紙を配合した再生紙を使用しています。
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