
お申込みについて

国土交通省　　公益社団法人空気調和・衛生工学会
後　　援

一般財団法人日本科学技術連盟
一般社団法人日本空調衛生工事業協会
一般財団法人日本建築センター
一般社団法人日本設備設計事務所協会連合会
公益社団法人全国ビルメンテナンス協会
一般財団法人日本建築設備・昇降機センター
一般財団法人省エネルギーセンター
一般社団法人日本電設工業協会
一般財団法人日本規格協会
一般社団法人日本冷凍空調工業会

一般社団法人電気設備学会
一般社団法人日本冷凍空調設備工業連合会
公益社団法人ロングライフビル推進協会
一般財団法人ヒートポンプ・蓄熱センター
一般社団法人日本ボイラ協会
一般社団法人日本建設業連合会
一般社団法人日本建築学会
一般社団法人日本保温保冷工業協会
日本暖房機器工業会
公益社団法人日本建築士会連合会

一般社団法人日本建築士事務所協会連合会
公益社団法人日本建築家協会
全国管工事業協同組合連合会
公益財団法人建築技術教育普及センター
一般社団法人日本建材・住宅設備産業協会
一般社団法人リビングアメニティ協会
一般社団法人 住宅生産団体連合会
一般社団法人建築設備綜合協会

協　　賛 （申請中含む）

申込受付：10月31日(月)12時（正午）まで　定員になり次第、申込受付を終了します。お早めにお申込みください。

c

2022年11月  8日（火）～11日（金） 4日間会　期

本会議は、1セッション（半日）で3単位取得できます。
一般社団法人建築設備技術者協会は、建築CPD 情報提供制度に参加しています。  

最新の活用状況は、公益財団法人建築技術教育普及センターホームページ http://www.jaeic.or.jp/navi_cpd/index.html をご参照ください。

「建築設備技術会議」は、建築CPD情報提供制度の認定プログラム(申請予定)です。

第55回

主　催 一般社団法人建築設備技術者協会    一般社団法人日本能率協会

最新の情報・お申し込みは  ⇒ JMA 100315

10：00

～

13：00

（消費税込）参加料

A：建築設備技術者協会会員
B：日本能率協会会員
C：建築設備士登録者（本人のみ）
D：後援・協賛団体会員
E：官公庁・大学
F：上記外

20，9００円／１セッション

２2，０００円／１セッション

２3，1００円／１セッション

１8，7００円／１セッション

１9，8００円／１セッション

20，9００円／１セッション

セッション区分
参加者区分

合計４セッション以上
（★一度の申込のセッション数に適用されます。）合計１～３セッション

１1，０００円／１セッション

テキスト合本販売価格(消費税込) S1～S8参加者
26,400円/冊

左記以外
33,000円/冊

JMA 100315最新の情報・
お申し込みは  ⇒

※貴社の情報セキュリティ方針等でwebからのお申込みが難しい方はJMAマネジメントスクールまで
　お電話にてお問い合わせください。　　TEL：03（3434）6271

この規約（以下「本規約」といいます。）は、一般社団法人日本能率協会
（以下「小会」といます。）が開催する技術会議ならびにシンポジウム（以下
「本シンポジウム」といいます。）のオンライン配信システム（以下「本配信シ
ステム」といいます。）の利用に関する諸規定を定めるものです。本配信シ
ステムを利用する全ての利用者には、本規約に同意及び遵守していただき
ます。
第1条（本配信システムの概要）
本配信システムとは、別紙開催要項記載の本シンポジウム開催期間中の
ライブ動画の配信サービス及び事前収録した講演動画の配信サービス
（以下、併せて「ハイブリット配信」という。）のことをいいます。
第2条（利用申込みとその承諾）
⑴本配信システムの利用を希望する者は、小会が定める方法により、本
シンポジウムのうち受講を希望するセッションを選択して、利用の申込
みを行います。
⑵小会が本配信システムの利用料金の請求書を発送した時点又はその
旨の電子メール等を利用申込者に送信した時点で、前項の申込みが承
諾されたものとします。
⑶小会は、利用申込者が、以下の各号のいずれかに該当すると判断した
場合、本配信システムの利用を承認せず、又は承認を事後的に取り消
すことができます。
①利用申込者が、所定の方法によらず利用の申込みをした場合　②利用申込
者が、本配信システムを利用する本人でない場合　③利用申込者が、過去に
本規約等の違反により、本配信システムの利用を制限された者である場合　
④利用申込者が反社会的勢力の構成員またはその関係者である場合　⑤申
込内容に虚偽の記載があったことが判明した場合　⑥利用申込者が実在しな
い場合　⑦その他、小会が不適切と判断した場合
⑷小会が前項により本配信システムの利用を承認せず、又は承認を事後
的に取り消した場合でも、小会は理由の開示を行う義務はないものと
します。

第3条（本配信システムの利用料）
⑴本配信システムの利用料は、案内書ならびに参加申込ホームページに
記載している参加料となります。
⑵受講者は、前項の利用料を、各催し物の開催日までにお支払い下さ
い。なお、振込手数料は、受講者の負担とします。
⑶小会は、受講者が会場開催の場合は参加申込規定に基づいたキャンセ
ル規定を適用しますが、オンライン配信で開催となった場合は本規約
に基づいて支払った利用料は、理由の如何を問わず、いかなる場合も
返金いたしません。

第4条（URL及びログインパスワード）
⑴小会は、前条の規定に基づく受講者の利用料の支払いを確認したの
ち、当該受講者に対し、本配信システムのURL及びログインパスワード
（以下「パスワード等」という。）をEメールまたは書面にて発行します。
⑵受講者は、パスワード等を自己の責任で管理するものとし、これらを第
三者に利用させたり、貸与、譲渡、名義変更、売買等をしたりしてはなり
ません。
⑶小会が発行したパスワード等によってなされた行為は発行対象の受講
者によるものとみなし、パスワード等が第三者に利用されたこと等によっ
て、受講者に損害が生じた場合でも、小会は一切の責任を負いません。
⑷受講者は、パスワード等が盗まれたり、第三者に使用されていたりする
ことが判明した場合には、直ちにその旨を小会に通知するとともに、小
会からの指示に従うものとします。

第5条（本配信システムの利用）
⑴受講者は、第2条で受講の申込みをしたセッションに限り、本配信シス
テムの受講をすることができます。
⑵小会は、本シンポジウム開催前に、受講者に対し、当該受講者が受講す
るセッションのテキストをEメールにて、指定のクラウドフォルダアクセ
スURLならびにログイン・パスを事前送付します。

但し、テキストデータは閲覧・印刷のみが出来るように設定しています。
著作権保護のため、ダウンロードはできません。
⑶受講者は、受講するセッションの開始時刻前に、前項のURLから本配
信システムにアクセスし、本配信システムにログインして、ハイブリット
配信を受講することができます。
⑷受講者は、本配信システムの受講に必要な環境（パソコン等のハード
ウェア、ブラウザ等のソフトウェア、通信環境等）を、自己の負担および
責任において準備するものとします。

第6条（本配信システムの利用停止）
⑴小会は、以下のいずれかに該当する場合に、受講者に事前に通知をして、本
配信システムの配信の全部又は一部を停止又は中止することができます。
①本配信システムに係るコンピュータシステム、ソフトウェアの点検又は保守
作業を定期的又は緊急に行う場合　②コンピュータ、通信回線等が停止した
場合　③火災、停電、天災地変等の不可抗力により、本シンポジウムの運営が
できなくなった場合　④その他、小会が停止又は中止を必要と判断した場合
⑵緊急事態の発生等により事前の通知が困難である場合には、前項の通
知は、事後の通知をもって代えることができます。
⑶小会は、第1項により本配信システムの配信の全部又は一部を停止又
は中止をした場合であっても、それにより受講者に生じた損害につい
て一切の責任を負いません。

第7条（禁止行為）
⑴受講者は、本配信システムの受講にあたり、以下に該当する行為をして
はなりません。
①複数名で共同して本配信システムの動画コンテンツを視聴すること（例え
ば、動画コンテンツをプロジェクター、大型モニター等に投影して複数名で視
聴する方法も含みますが、これに限りません）　②本配信システムの動画コン
テンツの一部または全部を小会に無断で転載すること　③本配信システムの
動画コンテンツの一部または全部を小会に無断で第三者に貸与又は譲渡す
ること　④本配信システムの動画コンテンツの一部または全部を小会に無断
で改変もしくは要約すること　⑤小会又は本シンポジウムの講演者、その他の
第三者の知的財産権、肖像権、プライバシーの権利、名誉、その他の権利又は
利益を侵害する行為（かかる侵害を直接又は間接に惹起する行為を含む）　
⑥コンピュータウィルス、その他の有害なコンピュータプログラムを含む情報
を送信、インストール、アップロード、その他の方法により使用する行為　⑦小
会が許諾する方法以外の方法で、本配信システムの動画コンテンツをダウン
ロード、キャプチャー、保存する行為　⑧本配信システムに関するソフトウェ
ア、テキスト、ソースコード、画像、動画、その他コンテンツに対し、複製、修正、
リバースエンジニアリング、逆アセンブル、翻案する行為　⑨その他、小会が
不適切と判断する行為
⑵受講者が前項各号のいずれかの禁止行為を行ったとき、小会は、以降
の当該受講者の本配信システムの受講を拒否することができます。
⑶小会は、受講者が第1項各号のいずれかの禁止行為を行ったことによ
り損害、損失又は費用（合理的な弁護士費用を含む。）を被った場合に
は、その被った損害の賠償を当該受講者に請求できるものとします。

第8条（権利・帰属・著作権）
小会が本配信システムで提供する動画コンテンツに対する著作権（著作
権法第27条及び第28条に定める権利並びに著作隣接権を含む。）は、
小会又は小会が許諾を得た正当な権利を有する権利者に帰属するもの
であり、本配信システムの利用によりこれらの権利を受講者に移転させ
るものではありません。
第9条（反社会的勢力の排除）
⑴受講者は、自らが次の各号のいずれにも該当しないことを表明し、且つ
将来に亘っても該当しないことを誓約します。
①暴力団、暴力団員、暴力団準構成員、暴力団関係団体、暴力団関係企業、総会
屋、社会運動標榜ゴロ、政治活動標榜ゴロ、特殊知能暴力集団、及びこれらに準
じるもの（以下「反社会的勢力」という。）ではないこと、又は、過去において反社
会的勢力ではなかったこと　②自ら又は第三者を利用して、相手方に対して、詐

術、暴力的行為または、脅迫的言辞を用いるなどをしないこと、又は過去におい
てもしていないこと　③自らが反社会勢力である旨を伝え、又は、関係団体若し
くは関係者が反社会勢力である旨を伝えるなどしないこと、または過去において
もしていないこと　④自ら又は第三者を利用して、相手方の名誉や信用等を毀
損し、又は毀損するおそれのある行為をしないこと、又は過去においてもしてい
ないこと　⑤自ら又は第三者を利用して、相手方の業務を妨害した場合、又は、
妨害するおそれのある行為をしないこと、又は過去においてもしていないこと　
⑥自社の役員、主要な株主等実質的に経営を支配する者、親会社、子会社（自社
がその議決権付株式の過半数を直接又は間接に保有する会社をいう）及び、関
連会社（会社計算規則で定義するものをいう）が反社会的勢力にあたらないこと
⑵受講者のいずれかが第1項各号に該当する合理的な疑いがあると相
手方が判断した場合、小会は当該受講者に対して何らの是正を求める
催告等をすることなく、書面その他合理的と認められる方法による通
知のみで、本契約（附帯する契約を含む）の全部又は一部の履行停止
あるいは解除をすることができる。また、かかる疑いの内容及び根拠に
関し小会には当該受講者に対するなんらの説明義務及び開示義務は
生じないものとする。
⑶前項に基づく解除に伴い、小会が損害を被った場合、小会は自らが被っ
た損害の賠償を当該受講者に対して求めることができる。

第10条（解除）
小会は、受講者が次のいずれかに該当する場合は、受講者に対し何等の
催告なく、本契約を解除することができるものとし、この場合、小会が損
害をこうむったときは、当該受講者に対してその損害の賠償を請求する
ことができます。
①利用料の全部又は一部を支払わない場合　②本規約のいずれかの条項に
違反した場合　③第2条の申込みに記載された情報に、虚偽の事実があるこ
とが判明した場合　④受講者に解散もしくは仮差押、仮処分、強制執行、競
売、特別清算、破産、民事再生、会社更生、会社整理の各申立があった場合　
⑤受講者が手形・小切手につき不渡処分を受けた場合　⑥受講者が公租公課
につき滞納処分を受けたとき　⑦著しく小会の信用を失墜する事実があった
とき　⑧その他、小会が受講者として適当でないと判断した場合

第11条（免責）
小会は、第4条第3項及び第6条第3項の場合の他、以下の事由により受
講者に発生した不利益、損害（機器の故障や損傷、データ破損、機会損失等
を含むがこれに限られない）について、一切責任を負わないものとします。
①天災地変、騒乱、火災、暴動、インターネットトラフィック又は電気通信事業
者の提供する電気通信役務により生じた不具合等　②本配信システムを提供
するためのシステムの定期又は緊急の保守・点検等　③第三者によるハッ
キングやクラッキング、不正アクセス等、通信経路上での傍受、ビューアソフト
等の不測の機能障害等　④小会の責に帰すことができない事故によるコン
ピュータの停止等　⑤小会の定める本配信システムの推奨利用環境外での
利用に起因する不具合等　⑥その他小会の責に帰すことのできない事由

第12条（オンライン配信規約の変更）
小会は、やむを得ない事情があるときは、本規約を変更することがあり、受
講者はあらかじめこれに同意し、変更後の新規約を遵守することとします。
第13条（権利譲渡等の禁止）
受講者は、受講資格及び本規約に基づき受講者が小会に対して有する権
利及び義務の全部又は一部を第三者に譲渡、貸与、使用、承継させ又は
担保に供するほか、一切の処分をしてはならないものとします。
第14条（存続条項）
いかなる理由により本契約が終了した場合でも、第4条、第7条乃至第9
条、第11条、第13条、第15条及び第16条は効力を有するものとします。
第15条（管轄裁判所）
本契約から生じる権利義務について争いが生じたときは、東京地方裁判
所を第1審管轄裁判所とします。
第16条（準拠法）
本契約の効力、解釈及び履行は日本法に準拠して行われるものとします。

オンライン配信利用規約

キャンセル規定
開催15日前～開催8日前(開催当日を含まず)･･･････････････参加料の10%
開催7日前～前々日(開催当日を含まず)････････････････････参加料の30%
開催前日および当日･････････････････････････････････････参加料全額
電話でご確認後、所定のお手続きをお取りください。万一キャンセルの場合、初回のお申出の
日付により上記キャンセル料が発生します。
（注）キャンセルの場合は必ずJMAマネジメントスクールの問い合わせフォームよりご連絡ください。

JMAマネジメントスクール　TEL：03（3434）6271
電話受付時間　月～金曜日9:00～ 17:00　ただし祝日を除く

E-mail：seminar@jma.or.jp　FAX：03（3434）5505

申込に関する問い合せ先（請求書・キャンセル・変更などに関する内容）

プログラム内容に関する問い合せ先（企画担当）
一般社団法人日本能率協会 産業振興センター 建築設備技術会議事務局
TEL：03（3434）1988（直通）

2022

カーボンニュートラルに向けた
先進事例

会場参加の場合の会場案内
〒108-8414　東京都港区芝5-26-20　https://www.aij.or.jp/map.html

建築会館 1階 ホール

建築設備技術会議
会 場【建築会館ホール】（ソーシャルディスタンスにて 定員80名）
オンライン【Zoom配信】

参加場所

（Zoomの接続テストサイトで接続テストを行ってください。
⇒⇒⇒ https://zoom.us/test）

建築設備技術会議
2022

S1

14：00

～

17：00

2050年
カーボンニュートラル実現に向けてS2

11
月
8
日
（火）

10：00

～

13：00

建物管理における
AI・IoT・BIM活用S5

14：00

～

17：00
省力化・省人化・省工事S6

11
月
10
日
（木）

10：00

～

13：00

ZEB最前線
～公共施設における最新事例～

S3

14：00

～

17：00

ZEB最前線
～オフィス・生産施設における最新事例～

S4

11
月
9
日
（水）

10：00

～

13：00

地域エネルギーマネジメントに
おけるIoT・AI活用S7

14：00

～

17：00
東京五輪の軌跡S8

11
月
11
日
（金）

①参加料には申込セッションのテキスト代が含まれています。
　会場参加の場合はテキスト（紙・製本）をお渡しします。オンライン参加の場合は
　テキストは閲覧、セブンイレブンマルチコピー機でのプリントアウトはでき
　ますが、データダウンロードはできません。プリント代は受講者負担となります。
②複数セッションに一括お申し込みの場合（かつ、オンライン参加の場合）は、
参加者宛にオンライン参加のご案内（アクセス先・ログイン・パスワード等）を
お送りしますので、参加者欄に参加される方の情報を必ず入力してください。
但し、建築設備士登録者の場合、ご本人以外の方の交代参加、代理参加は認めら
れません。ご本人が参加できない場合はキャンセル扱いとさせていただきます。

③「官公庁・大学」の区分対象には、国や自治体の所管する各種法人は含まれません。
　参加料請求先は所属する「官公庁・大学」のみとさせていただきます。
・法人会員ご入会の有無につきましては、下記にてご確認ください。
一般社団法人建築設備技術者協会 https://www.jabmee.or.jp/membership-info/
一般社団法人日本能率協会 https://www.jma.or.jp/membership/

④会場参加以外の方のテキスト合本は会期終了後に制作しますので、12月初旬
に郵送させていただきます。

第55回　2022 建築設備技術会議　企画委員 （敬称略・法人名五十音順）

委員長
村上　公哉
副委員長
田中　英紀
委　　員
菅野 　亙

大塚　光雄

田中　敏英

芝浦工業大学 建築学部 建築学科 教授

名古屋大学 施設・環境計画推進室 教授

アズビル㈱ ビルシステムカンパニー  計装本部　
計装システム1部 2グループ マネージャー
㈱NTTファシリティーズ 首都圏事業本部
都市・建築設計部 設備設計部門 部門長
大阪ガス㈱ エナジーソリューション事業部
東京統括部長

沼田　和清
溝畑　重利

木虎　久隆
小宮　真司
島末　紀之
西谷　幸二
的野　孝一
竹内　信弘
宮﨑　久史

㈱大林組 設計本部 設備設計部 部長
鹿島建設㈱ 建築設計本部 設備設計統括グループ
グループリーダー
関西電力㈱ 営業本部 調査開発グループ 副部長
㈱関電工 営業統轄本部 エンジニアリング部 副部長
㈱きんでん 技術企画室 技師長
㈱久米設計 環境技術本部 機械設備設計室 上席主管
清水建設㈱ 設計本部 設計技術部 主席設計長
新日本空調㈱ 首都圏事業本部 副本部長
新菱冷熱工業㈱ 都市環境事業部 設計2部長

原田　真也

豊原　範之
宮谷　政和
大宮由紀夫
佐藤　孝輔

大串　辰雄
安田　健一
樋山　恭助
佐々木　尚

ダイキン工業㈱ 空調営業本部
テクニカルエンジニアリング部 技術担当課長
大成建設㈱ 設計本部 設備計画部 部長
高砂熱学工業㈱ 理事 設計部長
㈱竹中工務店 東京本店 設計部 設備部門 専門役 設備担当
㈱日建設計 エンジニアリング部門
サスティナブルデザイングループ・ダイレクター
㈱日本設計 技術管理部 副部長
㈱三菱地所設計 執行役員 R&D推進部長
明治大学 理工学部 建築学科 教授
㈱安井建築設計事務所 東京事務所 環境・設備部 部長

最終案内

建築設備技術会議にお申込みいただくと、
【 Japan Home & Building Show 2022 】(2022年10月26日～28日) の
ご案内状を送付いたします。 https://www.jma.or.jp/homeshow/tokyo/index.html

建築に
関する

情報・
技術・

製品が

多数出
展！

参加申込受付のお知らせメールを受信
本技術会議のホームページにアクセスいただき、参加申込ページよりお申込ください

案内書で参加セッションと参加者、参加場所（会場orオンライン）をご決定ください

開催1カ月前より請求書、参加証（会場参加の場合のみ）を送りします

＜開催日前日までに＞ 請求書の指定銀行口座に参加料をお振込ください

＜当日までに＞ 受講に必要な機器を準備
オンライン配信となるので、安定した通信環境の下、 PCまたはスマートフォン、イヤフォン等をご準備ください。

ご参加の流れ (以下の流れに沿って手続きを行ってください)

＜当日＞ オンライン配信受講（推奨 Web ブラウザ：Google Chrome）
各セッション開始時間20分前よりログインが可能となりますので、開始5分前までにはログインを
済ませてください。
スピーカの発表に対する質問がありましたら、サイト上のQ&Aコーナーより、入力ください。
また、各セッション終了後には参加者アンケートを配信しますので、ご回答ください。なお、「建築CPD」
申請については参加者アンケート内項目で申請いただくことになります。

＜11/2までに＞ 受講に必要な配信アクセス先ならびにテキスト閲覧（印刷）フォルダアクセス先のご案内
参加者の方々に各セッションのオンライン配信に必要なアクセス先URL、ID、パスワードとテキスト閲覧
フォルダアクセス先、 ID、パスワードをメールでご案内いたします。
メールが届かない方は tech-con@jma.or.jp までご連絡ください。

※テキストは閲覧とプリントアウトは出来ますが、データダウンロードは出来ません。

オンライン参加の場合

＜当日＞
会場受付に
参加証をご
持参の上、
お越しくだ
さい。

会場参加
の場合
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11月 8日（火） 11月 9日（水） 11月 10日（木）

第55回　2022 建築設備技術会議プログラム　　　会場 ＆ オンライン開催

プログラム内容（発表テーマ・スピーカ・発表の順番等）は変更になる場合がありますので予めご了承ください。

■C 奥宮 正哉　名古屋大学 名誉教授

2050年カーボーンニュートラル社会実現に向け、基本理念に「2050年までの脱炭素社会の
実現」を明記した、改正地球温暖化対策推進法が成立し、また需要サイドの徹底した省エネル
ギーと供給サイドの脱炭素化等が明記された「第6次再生可能エネルギーのエネルギー基本計
画」が閣議決定されました。これを受け、各分野において高度な省エネ・環境配慮技術の開発を
推進し、社会への実装に取り組んでいくことになります。
このセッションでは、脱炭素社会に向け、エネルギーインフラである電力、ガスの両分野における

先進事例、面的エネルギー有効利用等による需要サイドにおける省エネ先進事例を紹介いただきます。

日々目覚ましく発展を続ける情報技術の建築業界への波及は、その高度利用によるスマート
ビルの計画や設計、施工の効率化等に止まらず、各種技術の建物への実装と運用へと広がりを見せ
ています。本セッションでは、このうち建物管理におけるAI・IoT活用を中心に、その技術展開の
最前線を実際の建物事例を通して紹介していきます。またBIMによる不動産管理におけるDXの
実践事例を紹介することで、建築物のライフサイクルにおける情報技術活用を議論し、聴講者
各位に高度情報化社会における建築の近未来像を想像して頂くことを目指します。

人口減少・人手不足と叫ばれて久しい日本において、省力化・省人化・省工事は、ものづくり現
場の労働環境を改善していくためのキーファクターとなっています。建築設備業界においては資
機材メーカーによる省力化製品の開発が先行してきましたが、昨今、設備施工会社自らも様々な
省人化に取り組み始めています。本セッションでは、現場作業のロボット化やICT利用、現場生産
からオフサイト生産、社員・作業員の教育等の様々な事例から、建築設備施工の未来像を考える機
会を提供できればと考えます。設備施工だけでなく設備設計に携わる方々まで皆さんの参加を期待
しています。

1 大阪大学キャンパスにおける
脱炭素に向けたZEB化の取組み

・ 大学キャンパスにおける脱炭素にむけた取組み
・ 国立大学初の新築ZEB研究棟(薬学4号館)およびZEB Oriented棟
(外国学研究講義棟)の事例紹介

・ キャンパスにおけるエネルギー基本方針と目標値の設定および今後の
取組み

S 鈴木 智博　大阪大学 准教授

2 愛知県国際展示場
～大規模展示場の光・風・水・熱源の

最適運用によるZEB化～
・ 大規模展示場におけるZEB化技術について
・ 太陽光パネル・蓄熱槽・ベストミックス熱源による負荷平準化
・ 旋回流ファン・大型シーリングファンを用いた大空間PMV空調
・ AIによる予測機能を活用した熱源の最適運用

S 石橋 良太郎　㈱竹中工務店 名古屋支店 設計部
設備2グループ チーフエンジニア

3 みやこ下地島空港ターミナル
～丁寧に環境を読み解き実現した

開放的なZEB Ready 空港～
・ オープンエアを実現するためのコンセプト
・ ZEB readyを達成するための工夫　　・ 竣工後の性能評価

S 原田 尚侑　㈱日建設計 設計部門 デジタルデザイングループ
Digital Engineering Lab

■C 鈴木 智博　大阪大学 准教授

国は2030年に向けて温室効果ガスの排出量を2013年比で46%削減する、新築建築物の
平均でZEBを目指すという高い目標を掲げています。一方、ZEBシリーズの件数、建物用途は
着実に増加していますがまだ低い水準となっています。今回、本セッションはZEB最前線～公共
施設における最新事例～と題し、先進的な取組みをご紹介するとともにどのように進めて達成
したかの経緯、運用まで踏み込んだ事例など大変興味深い内容となっています。普及に向けた
ディスカッションを行いこれから計画される参考になればと考えます。

1 次世代のまちづくりを目指した
スマートシティへの取り組み

～ミチノテラス豊洲におけるDX事例～
・ 設備の高度利用のためのデジタルプラットフォームの導入
・ スマートシティにおけるDX活用サービス

S 菅　 裕之　清水建設㈱ 設計本部 設備設計部2部 設計長

2 横浜市役所の先端事例とこれからのスマートビル
・ クラウドを利用した環境制御とデマンドレスポンス
・ RFIDタグによる室内環境センシングと見える化
・ スマートビルのデータ・プラットフォームと高度な制御アプリケーション

S 粕谷 貴司　㈱竹中工務店 情報エンジニアリング本部 チーフエンジニア
S 渡邊 啓生　㈱竹中工務店 東京本店設計部 設備部門設備2グループ チーフエンジニア

3 ビル、エネルギーセンターの熱源・空調制御とAI活用
・ オフィスペリメータ空調制御におけるAI活用
・ エネルギーセンター熱源制御におけるAI活用

S 浅利 直記　森ビル㈱ 設計部 設備設計部 設備設計3グループ 課長

4 BIMを活用した不動産管理DXの最前線
・ 2500兆円に達する我が国の不動産ストックで実践される様々な不動産
戦略の実例紹介

・ 不動産戦略で活用されるITおよび不動産テックの国内外最新動向
・ BIMの活用を含む不動産管理DXの実践事例紹介

S 板谷 敏正　プロパティデータバンク㈱ 代表取締役会長

■C 樋山 恭助　明治大学 理工学部 建築学科 教授

1 カーボンニュトラル実現に向けたコミッショグの役割
・ カーボンニュートラルに向けた建築設備システム運用のポテンシャル
・ データ駆動型のスマートビルの要件　　・ コミッショニングの役割

S 赤司 泰義　東京大学 大学院 工学系研究科 建築学専攻 教授

2 地下駅の空調設備の省エネの取り組み
・ 成果報酬型省エネチューニング事業
・ 空調設備の運用改善のみによる省エネ
・ 日ベースラインの算定と活用

S 林　 利雄　㈱イーアンドイープラニング 検証業務室 シニアコンサルタント

3 雪を中心とした地域循環産業モデル
「ホワイトデータセンター構想」

・ 雪氷冷熱エネルギーの活用を地元自治体と協力することで、自治体排雪をそのまま
活用でき、エネルギー集積コストと削減。熱負荷の高いデータセンターとマッチング
することで、IT廃熱も利用でき、周辺施設の暖房熱として利用できる循環型モデル

・ 建築設備分野における未利用熱利用技術の応用
・ 上述コア施設を中心に、周辺施設の計画に波及拡大(うなぎ養殖、化粧品工場、ビールなど)していいる事例

S 本間 弘達　㈱雪屋媚山商店 本社 代表取締役

4 地域特性を活かした再エネと
水素を利用した防災機能を有するマイクログリッド
・ 石狩市における水素を利用した防災機能を有するマイクログリッドについて
・ 建築設備分野における水素システム、太陽光発電、蓄電池などの活用
・ EMSを搭載するマイクログリッド技術の最新事例

S 加藤 敦史　高砂熱学工業㈱ 研究開発本部
カーボンニュートラル事業開発部 担当課長

■C 大串 辰雄　㈱日本設計 技術管理部 副部長

2050カーボンニュートラル実現に向けて、建築設備では可能な限りの脱炭素化技術を駆使
するとともに、それらを確実に実行していくことが求められます。本セッションでは、設備の
性能を最大限に発揮させるコミッショニングの役割、休みなく稼働する交通機関での徹底した
高効率化活動、稼働規模が拡大し続けるデータセンターでの地域循環型エネルギー利用、そして
先端的取組みとなる水素利活用マイクログリッドの4テーマについて、最先端でご活躍する方々に
その取り組みをご講演いただき、カーボンニュートラルの今後の展望と課題について、多角的
視点からディスカッションを行います。

1 北陸の気候風土を活かした
北陸初のネットZEB(中規模オフィスビル)

・ 建築計画概要
・ 気候風土を利用した省エネルギー技術
・ 創エネルギー技術と水素蓄エネルギー技術

S 天田 靖佳　清水建設㈱ 北陸支店 設計部
設備設計グループ グループ長

2 新菱神城ビル　都心における中規模オフィスZEB
・ 新菱神城ビルの建物概要
・ 変風量コアンダ空調システムを実現する『Air-Soarer』
・ ダイナミックレンジ放射空調システム
・「ZEB Ready」の達成と省エネ技術

S 平須賀 信洋　㈱三菱地所設計 機械設備設計部 エンジニア

3 OKI本庄工場H1棟
～生産施設におけるZEBと新たな評価指標「ZEF」～
・ 大規模生産施設で国内初の『ZEB』認証取得
・ 生産施設のエネルギーを適正に評価する「ZEF」
・ ZEFの実現とカーボンニュートラルに向けたプロセス

S 信藤（シンドウ） 邦太　大成建設㈱ 設計本部 設備設計第三部
プロジェクト・エンジニア

■C 林　 立也　千葉大学 大学院 工学研究院 創成工学専攻建築学コース 准教授

午前中のセッションに引き続きZEBの最新事例について解説します。カーボンニュートラルを
実現するためには、様々な用途の建築物について、省エネルギー化・脱炭素化すると同時に快適
性の向上や健康性にも配慮して社会全体の生産性向上に寄与することが求められます。
本セッションでは、地域性を活かした『ZEB』オフィスや、都心の中規模オフィスのZEB事例、
および郊外に立地する大規模工場におけるZEB事例を取り上げ、ZEBに欠かせないコア技術から
最新技術、そしてエネルギーの適正な評価などに触れて、ZEBの幅広い普及に向けてディス
カッションを行います。

1 架空配電線工事および屋内線工事での
ロボット活用の取り組み

・ 架空配電線工事におけるドローンの活用
・ 架空配電線工事における延線器の活用
・ 屋内線工事における天井配線ロボットの活用
・ 屋内線工事における資材運搬ロボットの活用

S 武本 純平　㈱関電工 戦略技術開発本部 技術開発ユニット
技術研究所 副長

2 現場の作業負荷を軽減しながら
サスティナブルなスマートビルを実現するために
・ スマートビルにおける省施工の手法について
・ ワイヤレスシステムの概要とメリット、普及に向けた今後の課題の説明
・ ワイヤレスシステムの採用事例の紹介
・ スマートビル向け統合化システムの概要と海外事例

S 木山 裕行　ジョンソンコントロールズ㈱ ジョンソンコントロールズ
営業推進本部 営業開発統括部 営業開発統括部長

3 新菱冷熱の施工自動化の歩み
・ 当社が取り組んできた施工現場における自動化・省力化のための技術
開発と導入実績、今後の課題などについて紹介する。

S 酒本 晋太郎　新菱冷熱工業㈱ 技術統括本部 専任課長

4 T-Baseプロジェクト 施工プロセスの変革への取り組み
・ 施工を取り巻く環境と課題解決のアプローチについて
・ T-Baseプロジェクトの概要について
・ サスイティナビリティへの取り組みについて

S 古川 　潤　高砂熱学工業㈱ 事業統括本部 生産技術部 担当課長

■C 小野島 一　㈱大林組 設計本部 執行役員 副本部長

昨年開催された東京五輪。会場の約60%は既存施設を利用しており、省エネルギー化や再生
可能エネルギーの利活用を推進、大会運営時の電気は再生可能エネルギー100%使用したカーボン
ニュートラルな大会となりました。
本セッションでは、「スポーツ」施設としての建物・大空間の施設計画、省エネルギーやウェルネス
への配慮、発災時の避難施設としての機能、周辺の街並み環境との調和、伝統建築との融合など、
個々の施設のコンセプト、最新技術のポイントなどを解説頂き、レガシー対応含めた施設の在り
方について、ディスカッションしていただきます。

11 月 11日（金）

1 脱炭素社会実現に向けた
熱供給事業のDXを活用した将来像

・ 社会課題の課題に貢献するDHCのソリューション
・ 社会課題の解決に向けたDHCの役割
・ 2050年に向けたDHCの進化

S 澤田 佳也　（一社）日本熱供給事業協会 調査企画部 部長

2 脱炭素・省エネルギーを進める
地域冷暖房施設のDX活用実績と今後の展望

・ 都心部地域冷暖房施設の面的エネルギー活用
・ DX活用による冷暖房熱源システムの最適制御とエネルギー効率向上の実績
・ 地域冷暖房施設の監視、保全におけるDX活用事例

S 古田島 雄太　丸の内熱供給㈱ 開発技術部 取締役常務執行役員

3 脱炭素時代のエネルギーグリッドとAIちれいへの取組み
・ エリアのCO₂排出量を半減するスマートエネルギーシステムの事例紹介
・ ストックの地域冷暖房を再生する「AIちれい」への取組み

S 田中 宏明　㈱日建設計 エンジニアリング部門 設備設計グループ
シニアダイレクター

4 日本橋スマートエネルギープロジェクトにおける
地域エネルギーマネジメントシステムの構築と運用
・ プラント・既存需要家熱源を統括制御する地域エネルギーマネジメント
システムの導入

S 土方 洋介　東京ガス㈱ 都市エネルギ営業部
スマエネ事業推進部 課長

■C 田中 英紀　名古屋大学 施設・環境計画推進室 教授

近年、DXへの取組みとして、建築設備分野においてもAI（人工知能）やIoT技術の活用が多く試み
られています。
2050年のカーボンニュートラル実現のためにも、この技術は欠かすことができません。
本セッションでは「地域エネルギーマネジメントにおけるAI・IoT活用」と題して、エネルギー供給
事業、空調分野の設計・開発に携わる有識者をお招きし、特に地域エネルギー供給施設での活用
事例、運用実績および将来展望についてご紹介いただきます。
このセッションにより先進的なAI・IoT活用の理解を深め、益々の活用推進につながることを期待します。

1 有明体操競技場

S 笠原 真紀子　清水建設㈱ 設計本部 設備設計部2部 主席設計長

2 東京アクアティクスセンター

S 池田 正人　㈱大林組 設計本部 設備設計部 課長

3 レガシーを見据えた多目的アリーナにおける
建築・設備計画

S 村下 和紀　㈱竹中工務店 設計部設備部門 グループ長

4 国立競技場の設備計画

S 平井 宏幸　大成建設㈱
設計本部 設備設計第二部 シニア・エンジニア

■C 野部 達夫　工学院大学 建築学部 教授

カーボンニュートラルに向けた
先進事例

2050年
カーボンニュートラル実現に向けて

ZEB最前線
～公共施設における最新事例～

ZEB最前線
～オフィス・生産施設における最新事例～

建物管理におけるAI・IoT・BIM活用

省力化・省人化・省工事

地域エネルギーマネジメントにおける
IoT・AI活用

東京五輪の軌跡

1 カーボンニュートラルに向けた
エネルギー需要の高度化

～再エネ余剰を活用したグリーン水素(間接電化)活用の検討～
・ 東京電力グループにおけるカーボンニュートラルに向けた取り組み
・ カーボンニュートラルに向けた方策
・ P2G実証内容のご紹介

S 岡本 泰英　東京電力エナジーパートナー㈱ 販売本部 法人営業部
スマートコミュニティ開発グループ グループマネージャー

2 東京ガスグループのCO₂ネット・ゼロへの挑戦
・ 2050年カーボンニュートラルに向けた政策動向 
・ 東京ガスの目指す姿 
・ 需要側の取組み：(1)スマートエネルギーネットワークの推進 

(2)スマエネの最新事例 　(3)進化し続けるスマエネ
・ 供給側の取組み：(1)カーボンニュートラルLNG 

(2)合成メタンの社会実装にむけた取組み 
・ まとめ

S 清田 　修　東京ガス㈱
カスタマー&ビジネスソリューションカンパニー
企画部 エネルギー公共グループ グループマネージャー

3 小諸市庁舎・浅間南麓こもろ医療センター
・ 小諸市庁舎・浅間南麓こもろ医療センターにおける低炭素まちづくり
計画を契機とした取り組みの事例紹介

S 関根 能文　㈱石本建築事務所
エンジニアリング部門環境グループ
環境統合技術室 部長

第55回　2022 建築設備技術会議プログラム　　　会場 ＆ オンライン開催
■C コーディネータ　■S スピーカ　（敬称略）■C コーディネータ　■S スピーカ　（敬称略）

最新の情報・お申し込みは  ⇒ JMA 100315最新の情報・お申し込みは  ⇒
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～
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14：00

～

17：00


