
森ビル 環境への取り組み
このパンフレットは石灰石から生まれた環境に
優しい新素材 LIMEX（ライメックス）を使用し
ており、1 冊で約 11.4 L の水を守ります。



森ビルグループは「Vertical Garden City＝立体緑園都市」を理想とする「街づくりとその運営」
を通じて、“都市と自然の共生”“都市の低炭素化”“資源循環”を推進し、未来へつながる持続可能な
社会の実現に貢献します。

環境理念／環境方針1
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  都市と自然の共生
都市を立体的に活用し、地表や屋上に

自然と人間が共生する生物多様性に配

慮した小自然をつくり出します。様々な

都市活動とともに、鳥のさえずりや虫の

声が聞こえる、潤いある緑溢れた空間

を創出します。その空間を通じて人々

の環境コミュニティを醸成します。

    都市の低炭素化
多彩な都市機能を立体的に複合させた

コンパクトシティに、エネルギー効率の高

い各種システムを採用し、環境効率性に

優れた都市を実現します。 街をトータル

かつ高品質にマネジメントすることにより、

都市の低炭素化を推進していきます。

         資源循環
街の建設過程において環境に配慮し

た材料と工法の採用に努めるととも

に、日々の街の運営においても３R 活

動を推進し、資源循環型都市の形成を

目指します。

　　　法令適応と
  環境管理体制の整備
環境関連法規制の動向を常に注

視し、その変化に適応します。

また、環境推進活動の継続的改

善のため、環境管理体制を整備

しこれを維持します。

　　　環境教育・
　 啓発活動の実施
環境推進活動の実効性を上げる

ため、従業員への環境教育・啓

発活動を実施します。 また、施

設利用者に対しても施設を通じ

た環境啓発活動を実施します。

　　環境情報の開示
森ビルグループの環境理念や方

針、環境活動情報などの情報開

示に努め、社会とのコミュニ

ケーションを図ります。

環境方針
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街区が細分化され小さな建物が密集して
立ち並ぶ平面過密なモデル。

集約された大きな敷地に超高層建物が建ち、
空地が十分に確保されたモデル。

市街地 A

都市と自然の共生

都市と低炭素化

資源循環

市街地 B（Vertical Garden City）
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Vertical Garden Cityと環境の関わり2 Vertical Garden City による都市環境を改善する効果について、二つの市街地モデルを比較しシミュレーションします。

■Vertical Garden City により期待される環境面での効果

Vertical Garden City（立体緑園都市）は、

高層化した建物に職、住、遊、商、学、憩、賑、文化、交流など

様々な都市機能を縦に重ね合わせた、徒歩で暮らせるコンパクトシティです。

細分化した土地をまとめて建物を高層化することにより、

地上部の建築面積は最小限に抑え、それによって生み出した広い空地を人々や自然に解放します。

都市の自然を育み、四季を感じる暮らしを実現するだけでなく、

地表や屋上を緑で覆うことで、ヒートアイランド現象を緩和できます。

また、多彩な都市機能の集積はエネルギー需要の平準化をもたらし、

エネルギー効率を高めます。

職住近接のコンパクトシティならば、

通勤や通学にかかる時間やエネルギーを大幅に削減できます。

資源のリサイクルや物流の効率化を図る効果もあります。

さらに、都心部をこうした形で高度利用することで、郊外の自然を守ることもできます。

Vertical Garden City は、地球環境への負荷を抑えながら、

自然と人間の共生＆調和を目指す、新しい都市モデルなのです。

Vertical Garden City は、
都市の環境問題に対する森ビルの解決手法です

Vertical Garden City イメージ

2 Vertical G
arden C

ity

と
環
境
の
関
わ
り
　

市街地 B は市街地 A に比べ、建物の耐用年数が長く、長期的かつ統一的な維持管理が可能なため、ライ

フサイクルを通じた省資源化を実現することが可能となります。また、コンパクトな都市構造を活かし、

廃棄物の効率的な収集およびリサイクルの推進、雨水・中水の広域的再利用も可能となります。

市街地Aに比べ市街地Bでは、創出した空地に

大規模な緑地を設けることが可能になります。

敷地面積に対する緑地の割合を示す緑被率を、

市街地Ｂでは市街地Ａに比べ 30％ほど増加さ

せることが期待できます。

エネルギー性能の比較においては、市街地 B

では施設の大規模・用途複合化により、高効

率機器の採用やエネルギーの面的利用など、

多様な省エネ機能を組み込むことが可能とな

ります。これにより省エネ手法の採用が限ら

れる市街地 Aとの一次エネルギー※原単位での

比較では約４０％もの削減が可能となります。

30％増市街地 A

市街地 B

0%

森ビル株式会社　「立体緑園都市（Vertical Garden City）による環境負荷削減効果試算」　2009年9月 －株式会社日建設計総合研究所 委託－ より

※一次エネルギー：化石燃料、原子力燃料、水力・太陽光など、自然
　から得られるエネルギー

10% 20% 30% 40%

緑被率の増加

40％減

市街地 A

市街地 B

0% 20% 40% 60% 80% 100%

エネルギー使用量の削減
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緑地を生かした
コミュニティーづくりと
環境教育

都心部において希薄といわれるコミュニティーを、緑地において再生しようという取り組み。1997年アークヒルズにてスタートし、その後六本木ヒルズにもエリアを拡大。
2015年3月までの間、参加者の手で街の草花を植え・育てる活動を行いました。

※1　ヒルズガーデニングクラブ

生物多様性の保全や回復に資する取り組みを定量的に評価、認証する制度。開発・運営：（公財）日本生態系協会
※2　JHEP（ Japan Habitat Evaluation and Certification Program）認証

「都市と自然の共生」は、街づくりにおける重要なテーマです。Vertical Garden City の実現により
生まれる空間や屋上に、その時代と場所と街にふさわしい豊かな緑地を創出し、育んでいます。

都市と自然の共生3

小規模ながら
敷地内緑化をスタート

緑の進化と変遷

1986年、民間初の大規模再開発であるアークヒルズに、大規模な屋上緑地をつくりました。

サントリーホール屋上など敷地の20％を超える緑地には40,000本以上の樹木を植え、外周

道路に植えた約150 本のソメイヨシノは今では桜の名所となっています。1997年に常緑中

心であった緑地に草花を植え、季節の潤いを感じ、緑と関わることのできる場所へと今も

進化を続けています。

青松寺および愛宕山の豊かな自然と歴史を継承して、芝公園など周辺緑地との緑のネッ

トワークをつくることを目指し、愛宕グリーンヒルズは誕生しました。可能な限り斜

面緑地を保全し、その樹木の種から新たな苗を育てることで、地域の植生を継承しま

した。動植物への影響を最小限に抑えながら自然を楽しめるよう、斜面に沿って緑道

を巡らせています。

様々な技術やアイデアが、特色ある緑づくりに生かされています。毛利庭園では、土地の歴

史を伝えるため、樹木や江戸時代の遺構を保全しながら整備をしています。けやき坂コンプ

レックス屋上には、地域の方々が田植えや稲刈りを楽しめる水田を設け、その水田を制震装

置「グリーンマスダンパー」に必要な「おもり」として有効活用しています。けやき坂には街路

樹や花壇、ストリートファーニチャーを配し、アートと緑が融合した街並みを形成しています。

1986

地域在来種を中心に植樹し、生きものにすみかや採餌場を提供する枯れ木を設置し、表

土を再使用するなどして、生物多様性の保全と回復に向けた緑地をつくりました。その

結果、当緑地は JHEP認証※2において日本初となる最高ランク（AAA）を取得しました。竣

工後も生態系に配慮した維持管理を行い、説明看板の設置やワークショップの開催により、

地域の方々が自然を理解し、生きものと触れ合える機会を提供しています。

皇居から日比谷公園、愛宕山、芝公園へとつづく「南北の緑の軸」と、新虎通り沿いに形

成される「東西の緑の軸」の交点に虎ノ門ヒルズは位置しています。立体道路制度の活用

により人工地盤上に 6,000㎡の緑地を新たにつくり、生物多様性にも配慮した植栽計画

が評価され JHEP認証※２の最高ランクを取得しました。隣接街区へも緑地を繋げていくこ

とにって、一体的な緑の拠点として機能していきます。

2012

2001

2014

2003

単独ビルの開発

～1970年代

1986年
アークヒルズ竣工
再開発による大規模屋上緑化

1997年
アークヒルズ ガーデン改修
量 + 質へ転換

2001年
愛宕グリーンヒルズ竣工
土地の歴史と自然を継承

2012年
アークヒルズ 仙石山森タワー竣工
生物多様性の保全と回復

2014年
虎ノ門ヒルズ竣工
立体道路制度による
緑地創造

2013年 
アークヒルズ サウスタワー竣工

2002年 元麻布ヒルズ竣工 2004年 オランダヒルズ竣工

2006年 表参道ヒルズ竣工

2003年
六本木ヒルズ竣工
毛利庭園 池と樹木の保全

1980年代 1990年代 2000年代 2010年代

面的な複合開発へ
大規模緑化の幕開け

緑地の「量」から「量+質」への転換
緑を楽しみ 緑に触れ育む 土地の歴史と自然の継承 生態系の保全と回復に向けて

1997 ～2014年 ヒルズガーデニングクラブ ※1

2003年～ 六本木ヒルズ 屋上庭園で農作業体験

2008年～ 街育（環境とみどりのヒミツ探検ツアー）

2012年～ 六本木ヒルズ「GREEN UP」

アークヒルズ

アークヒルズ 仙石山森タワー

愛宕グリーンヒルズ

虎ノ門ヒルズ

六本木ヒルズ

3 
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アークヒルズ
竣工

 愛宕グリーンヒルズ 
竣工

六本木ヒルズ
竣工

 アークヒルズ 
 仙石山森タワー竣工

虎ノ門ヒルズ
竣工

2001 2003 2006 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

9.25ha
8.98ha8.49ha8.35ha7.74ha

6.91ha

3.04ha
1.15ha

1995

1.54ha
緑被面積の推移
下記の年表に示す施設の緑被面積の合計を示しています。

9.01ha 9.15ha 9.19ha
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生きものの生活拠点となる緑地を小規模な緑地や街路樹などでつなぎ、移動できるようにすることで、
生きものが暮らしやすい状況をつくる必要があります。このような生息地のネットワークを、エコロジ
カルネットワークといいます。（港区 生物多様性緑化ガイドより抜粋）

※エコロジカルネットワーク

都心に豊かな生態系を育むため、東京都「環境基本計画」や港区「緑と水の総合計画」などに添って、皇居や

芝公園などの緑地間を生きものが行きかう際の中継地や生息地となる「エコロジカルネットワーク※の拠点」と

して、緑地を創出しています。

エコロジカルネットワークの拠点をつくる

【港区 生物多様性緑化ガイドより】六本木ヒルズ／毛利庭園

六本木ヒルズ／シジュウカラ

六本木ヒルズ／六本木さくら坂

アークヒルズ サウスタワー／斜面緑地 アークヒルズ／サントリーホール屋上 アークヒルズ／サントリーホール屋上 アークヒルズ 仙石山森タワー／
こげらの庭に飛来したコゲラ

アークヒルズ 仙石山森タワー／
バードウォッチング

愛宕グリーンヒルズ／斜面緑地と緑道

愛宕グリーンヒルズ／愛宕下通り沿い

虎ノ門ヒルズ／チョウトンボ

虎ノ門ヒルズ／オーバル広場　　　　　

六本木ヒルズ／66プラザ

3 
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と
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然
の
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竹芝駅他社のプロジェクト
事業完了
進行中のプロジェクト

森ビル関連プロジェクトに
より補われるネットワーク

斜面緑地や街路樹などを
生かしたネットワーク

森ビル関連プロジェクト
事業完了
進行中のプロジェクト

公共の緑地
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植物は時間の経過とともに、成長します。私たちは、植栽のメンテナンスにも力をいれ、大切に育てています。

緑を育てる

緑の総量を把握するために、緑被地の割合を示す「緑被率※1 調査」を、2006 年より実施しています。アーク

ヒルズや六本木ヒルズなど当社が管理運営する施設における緑被率および緑被総面積は年々増加し、当社の街

づくりが都心の緑化推進に貢献していることが分かります。

緑被率を高める

六本木ヒルズや愛宕グリーンヒルズ、虎ノ門ヒルズ周辺の温熱画像（サーモマップ）から、緑化された空間は周辺

道路のアスファルト舗装に比べ、日中で 5℃～ 15℃表面温度が低くなっていることが分かります。都市と自然が

共生する緑地の増加は、人々に憩いの場所を提供するだけでなく、ヒートアイランド現象の緩和にもつながります。

ヒートアイランド対策

都心に居ながら季節の移ろいを身近に感じ、生きもの達と触れあえる緑地は、街で働く方・暮らす方・集う方達

に愛され、散歩や休憩、自然観察などに活用されています。

緑と暮らす

-冬と初夏ではずいぶん印象が違いますね
木村：いまは初夏ですが、カキツバタのピークですね。
ちょっと前まではコデマリも美しかったですよ。
山田：カエルの鳴き声もにぎやかです。秋はスズムシの
声も聞こえます。
木村：秋になると紅葉も見事。保存樹のメタセコイアの
木は、冬になると葉が落ちて見通しが良くなるのもいいし、
また春に一気に芽吹くのもすばらしいです。

- 竣工した2012年に比べていかがですか
木村：鳥の種類がずいぶん増えてきましたね。シジュウ
カラ、キジバト、セキレイ…。
山田：植物もいろいろ育って、より自然らしくなってきまし
た。毎朝の散歩で四季の変化をたのしんでいるんですが、
植物の名前は自然と覚えてしまいますね。保存樹の夏み
かんの木もあるのですが、その実でジャムを作ってくれ
る人もいますよ。

- この先の成長もたのしみですね
木村：それぞれの植物がやっと根づきはじめたばかりで
すから、今後数年間でさらに力強くなっていくでしょう。
山田：より自然に溶け込んで生活している、自分も一部
になっているという感覚が持てるような緑地にしたいで
すね。

アークヒルズや六本木ヒルズは、毎年多くの人が訪れる都内有数の
さくらの名所として親しまれています。
アークヒルズのさくらの木が植えられたのは1986年。当時平均
28cmだったさくらの幹の太さは、2019年には平均145cmを越
え、30年以上経った今でも毎年緩やかに成長しています。

※1 緑被率＝緑地面積／敷地面積×100％
「東京都緑被率マニュアル｣に基づき、航空写真を利用して算出。

1990年  
23.3％（1.15ha）

アークヒルズ 仙石山森タワー自治会・木村会長と山田理事の声

左から山田理事・木村会長

緑被率の上昇

六本木ヒルズ 愛宕グリーンヒルズ～虎ノ門ヒルズ

〈熱画像〉〈実写真〉

六本木ヒルズ

〈実写真〉

愛宕グリーンヒルズ

虎ノ門ヒルズ

（℃）

3 
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撮影：スカイマップ株式会社

〈熱画像〉

アークヒルズ

六本木ヒルズ

アークヒルズ・六本木ヒルズにおける　さくら・けやきの成長

Interview2016

※植替えされた木は除外

2019年 145.3cm

2015年 138.6cm

2010年 124.9cm

2005年 111.9cm

2000年 94.4cm

1995年 71.1cm

2019年 132.8cm

2015年 124.0cm

2010年 112.0cm

2005年 98.0cm

2003年 96.3cm

アークヒルズガーデン内　さくら
23.1→78.8cm

2019年 125.5cm

2015年 110.5cm

2010年 83.1cm

2005年 55.0cm

2003年 49.7cm

2019年 78.8cm

2015年 66.1cm

2010年 57.4cm

2005年 44.6cm

2000年 26.9cm

1999年 23.1cm

アークヒルズ外周　さくら
71.1→141.5cm

六本木ヒルズ　けやき
96.3→132.8cm

六本木ヒルズ　さくら
49.7→125.5cm

2018年  
43.2％
（2.14ha）

2018 年度緑被率調査 アークヒルズ

※2 港区平均緑被率  「港区みどりの実態調査（第9次）」2017 年3月刊行より。　

※2

アーク
ヒルズ

六本木
ヒルズ

虎ノ門
ヒルズ

緑被率（％）

港区平均
21.8％

左記
ヒルズの
平均
緑被率

元麻布
ヒルズ

愛宕
グリーン
ヒルズ

アーク
ヒルズ
仙石山
森タワー

1990年 23.3

0

10

20

30

40

50

60

23.3

37.5 44.4 44.3 26.5 33.9

43.2 51.7 52.9 28.5 43.3 30.3 37.4

43.5 49.9 50.9 29.0 39.2 24.8 39.6

2006年

2018年

2014年
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LOBAS(Low-carbon Building and Area Sustainability) は、

中温冷水・低温温水の利用やヒートポンプ（ターボ冷凍機）の

熱回収など、複数の省エネ技術を最適に組み合わせた空調シス

テムです。電気式をベースとしており、従来方式と比較して約

40％の省エネ効果が期待できます。

単独ビル開発の時代より、室内の快適性に配慮した 最新の省エネ技術を積極的に導入しています。

2014年竣工の虎ノ門ヒルズでも新たな取り組みに挑戦しています。

 最新の省エネ技術

都市の低炭素化実現のため、街づくりの企画から運用までトータルかつ高品質なマネジメントを実施
しています。新築時には環境配慮型の最新技術の導入をはじめ、エネルギーの面的利用を推進し、既存
ビルでは機能更新に伴う省エネ改修を行っています。更に運用面では、テナントと協働して低炭素化へ
向けた取り組みを継続しています。

都市の低炭素化4

〈3つの特徴〉
　中温冷水、低温温水を用いた空調システム

　13℃中温冷水、37℃低温温水を利用した顕熱・潜熱処理を

　分離した空調方式

　熱回収熱源システム

　ターボ冷凍機の冷却水の排熱利用と、熱回収ターボ冷凍機の採用

　大規模蓄熱槽システム

　大深度（約30ｍ）シリンダー型竪型蓄熱槽と平型連結多層型潜り堰　

　蓄熱槽の組み合わせ（合計 6,700 ㎥）

2003 年、六本木ヒルズ森タワーでの初導入以降、BEMS（Building Energy Management System）を新築物件や大規模改修

にて採用してきました。虎ノ門ヒルズ森タワーでは、従来の機能に加え、各実測値に対して正常・異常の判定基準を明確化する判定

機能を持った S-BEMS（Smart-BEMS) を導入し、データ分析の更なる効率化を図っています。

■ 確実な省エネを実現する S-BEMS

■ 高効率空調システム LOBAS

潜在化しているFaultの発見
自動制御の確認と最適化

熱源及び空調システム
性能評価

BEMSとS-BEMSの比較

収集データ診断

判定基準の明確化

判定機能

エネルギー消費量の定常把握

エネルギー消費量の把握

基本機能 拡張機能 更なる拡張機能

より使いやすいBEMSに向けて

虎ノ門ヒルズの S-BEMS

森ビルの従来の BEMS

省エネルギー制御性能評価
省エネシミュレーション機能
室内快適性評価
機器COP、ポンプWTF、空調機ATF評価※

評価項目ごとに判定基準を設定
判定結果を一覧表示（OK/NG）

異常データ検出機能
データ通信状態監視

日報、月報、年報、定期報告書など

建物全体、エネルギー種別、設備別、用途別など

各種報告書作成

長期データ保存

機
能

目
的

【CASBEE- 建築（新築）】
 虎ノ門ヒルズ森タワー  虎ノ門ヒルズビジネスタワーアークヒルズ仙石山森タワー

CASBEE 認証取得
環境配慮設計ツールとして、CASBEEｰ建築（新築）の最高ランクの「S」認証を取得し、その認証有効期間（5年）が過ぎるものには、CASBEEｰ不動産

の「S」または「A」を取得することを目標としています。

虎ノ門ヒルズ森タワー

アークヒルズ仙石山森タワー

平河町森タワー

六本木ヒルズ森タワー

アーク森ビル

愛宕グリーンヒルズMORI タワー

オランダヒルズ森タワー

赤坂溜池タワー

後楽森ビル

物件 　    　　　　ランク

S

S

S

S

S

S

S

A

A

※COP：Coefficient of Performance　WTF：Water Transportation Factor　ATF：Air Transportation Factor

1

2

3

4 
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【CASBEE - 不動産】（認証 2018年）

 Sランク（認証 2011年）  Sランク（認証 2010年）  Sランク（認証 2017年）

エネルギーWEBシステム画面例

■エネルギーWEBシステム
ビルに入居するテナントごとのエネルギー使用量を＂見える化＂

するサービスです。自らの省エネ努力の結果を数値や グラフで

容易に把握できるので、具体的な省エネ・節電対策に繋げる

ことが可能です。

■環境情報の配信
モニターで電気使用量など

の、施設の環境情報を配信し

ています。

■太陽光発電
大庇上の太陽光発電装置で、

年間約 41,000kWh を発電

しています。

窓際室内環境の快適性向上と空調負荷の低減のため、窓ガラス

には日射遮蔽性能の高い Low-E ペアガラスを採用するととも

に、外壁には縦フィンを設置しています。加えて冬季のコール

ドドラフト抑制も兼ねた簡易エアフローを採用し、更に快適性

を向上させています。

■窓・外壁まわりの省エネルギー対策 対策なし 対策あり
日射 日射

シングルガラス

Low-E
ペアガラス

縦フィン 簡易エアフロー

■LED照明システム
オフィスエリアにはLED照明を採用しています。昼光利用制御や

照度センサー制御による省エネ制御に加え、テナントの希望によ

りエリアごとの照度設定も可能です。
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エネルギー密度が高く様々な用途が集積される都心の開発において、地域レベルでエネルギーをネットワーク化し面的

利用を推進することで、エネルギー効率の向上と災害時のエネルギーセキュリティ向上を同時に実現しています。

六本木ヒルズではエネルギーの面的利用を行っています。大規模ガスコージェネレーションシステムにより電気を製造し、発電時の排

熱により蒸気を発生させ、冷暖房に利用しています。多様な用途が混在する六本木ヒルズでは、1日を通じて電気・熱の需要があり、

エネルギー需要が平準化されることから、約60％の高いエネルギー効率を実現しています。また、耐震性に優れた中圧導菅による都市

ガスを燃料としているため、極めて安定的なエネルギー供給が可能で、テナントのBCP 対応にも最適なシステムとなっています。更な

る効率向上のため、発電機入替などのリニューアル工事を行い、2017 年夏に完了しました。

エネルギーネットワーク

2005年「耐震改修促進法」の施行に伴い、森ビルが運営する1981年新耐震基準以前の「旧耐震の設計法」による建物について、

全棟耐震診断を実施し、基準に満たないビル（虎ノ門１５森ビル、虎ノ門１１森ビル等）は耐震＆省エネ改修（個別空調化、高効率

照明採用等）を実施しました。また、診断の結果、耐震基準を十分に満たしているビル（虎ノ門３５森ビル、虎ノ門３６森ビル等）も、

これらと合わせて省エネ改修を実施しました。その結果、省エネ性能が大きく向上し、CO2 排出量実績は改修前と比較し大きく削減

されています。

2000年以降のグリッド天井照明器具を採用しているビルについて、省エネ性能の向上、長寿命化、省資源化を目的に、照明器具本

体を残し光源のみを LED に変更する工法を開発しました。光源交換に伴う付帯工事（スプリンクラーヘッド・吹出口・非常照明・

感知器などの取り外し、復旧工事）が無くなるため、工事の大幅な簡素化・省資源化を実現できます。六本木ヒルズ森タワーやアー

ク森ビルなどのビルにおいて、順次 LED 化を実施しています。

省エネ改修

■六本木ヒルズ

■アークヒルズ周辺エリア

2016年時点の供給エリア
2017年より供給するエリア

冷水・蒸気供給先の建物
プラント、CGS（コジェネレーションシステム）

既存器具（蛍光灯） ランプ、安定器など LEDユニットの取付 ルーバーを付けてLEDに

■既存ビルの省エネ改修

■グリッド照明のLED化
赤坂
インターシティ

CGS
サブプラント

メインプラント

赤坂一丁目
センタービル

赤坂榎坂森ビル

ANA
インターコンチネンタル
ホテル東京

テレビ朝日
アーク放送センター　　　

アークタワーズ
ウエスト

アーク森ビル

サントリーホール

アークタワーズ
イースト

六
本
木
通
り

CGS4

虎ノ門 15森ビル 年間 CO2 排出量推移

年
間
CO

2
排
出
量
kg
 C
O
2

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014

1,000,000

800,000

600,000

400,000

200,000

0

改修期間

虎ノ門 36森ビル 年間 CO2 排出量推移

年
間
CO

2
排
出
量
kg
 C
O
2

0

改修期間

1,600,000

1,200,000

800,000

400,000

20112007 20142008 20092006 2010 2012 2013

階数

延床面積

竣工

改修完了

耐震改修

地上10階／地下1階

11227㎡

1969年 5月

2009年 12月

◯

セントラル→個別PAC

FL → 高効率 Hf

VVVFインバーター制御化

セントラル→個別PAC

FL → 高効率 Hf

VVVFインバーター制御化

セントラル→個別PAC

高効率 Hf→ LED

ー

個別ガスPAC→個別電気PAC

FL → 高効率 Hf

ー

地上10階／地下2階

14333 ㎡

1966年6月

2010年12月

◯

地上9階／地下1階

10298㎡

1981年8月

2011年9月

ー

地上10階／地下2階

12200㎡

1981年8月

2012年6月

ー

省エネ改修 空調

照明

エレベーター

虎ノ門36 森ビル虎ノ門35森ビル虎ノ門11森ビル虎ノ門15森ビル

アークヒルズ
サウスタワー

5

冷水
蒸気

1

3

六本木
一丁目駅

2

6 第3プラント

4 
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※当ビルは、隣接地と合わせて
　再開発事業中です

※当ビルは、隣接地と合わせて
　再開発事業中です

六本木ヒルズのコジェネレーションシステムと地域冷暖房

温水吸収冷凍機
ガスエンジンの冷却水を

エネルギーとして冷水をつくる

ガスエンジン冷却水

非常用発電機

灯油

ガスエンジン発電機

アークヒルズ周辺では、当社で管理するエリアに留まらず、近隣の

開発と連携し、継続的にエネルギーネットワークを拡大し、エリア

全体での更なる効率化を図っています。

【連携概要】

　　1986年 アークヒルズにメインプラントを設置し、地域冷暖房を導入

　　2000年 六本木一丁目駅に冷水供給開始

　　2005年 赤坂インターシティ内にサブプラントを設置

　　2009年 赤坂榎坂森ビルに供給開始

　　2013年 アークヒルズサウスタワー (旧 21、25森ビル建替 )へ再供給

　　2017 年 赤坂インターシティ AIR 内に第３プラントを設置。（冷・温）熱当

たりのCO2 排出量は、0.065ｔ-CO2/GJから0.058t-CO2/GJへと

約1割削減

1
2
3
4

5
6

赤坂
インターシティ AIR
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建物の建設から解体までのライフサイクルを通して排出される CO2のうち、60％以上は運営時に排出されるため、施設

運営での省エネの取り組みは大変重要です。最新鋭の技術を導入したビルにおいても、当社では期待される省エネ性能

を発揮させるため、エネルギーの適切な管理・運営を行っています。

施設運営における省エネの取り組み

オフィスビルにおいて、エネルギー消費の多くを占めるテナント専用部の管理は大変重要です。テナントとの協働により、

共用部に専用部を加えたビル全体での省エネを推進しています。

テナントとの協働による省エネの取り組み

当社が管理・運営するビルにて使用されるエネルギーは、

ビルごと、エネルギー種別ごと（電力、ガス、冷水、温水、

蒸気、上水、CO2排出量）に月間使用量をクラウドサーバー

にて一元管理しています。全体の延床面積あたりの CO2 排出

量は 2005 年をピークに年々減少傾向にあります。

■管理運営ビル全体のエネルギー管理
大規模事業所では、テナントと環境対策協議会を組織し省エネに関する対話を図るとともに、入居時

に省エネパンフレットを活用し、省エネの協力を要請しています。また、テナントごとのエネルギー使

用量もエネルギーＷＥＢシステムにより開示しています。

■テナントとの対話

空調デマンド
レスポンスの仕組み

省エネパンフレット

個別空調方式を採用している２棟の中小ビルにおいて、電力使用量を「見える化」

するエネルギーWEBシステムを活用することにより、従来困難であったテナント

専用部の電力デマンドレスポンス※3に取り組んでいます。空調システムをテナン

トごとに制御できるよう再構築し、テナントごとのデマンド目標を設定します。

デマンドの超過が予測されると、自動的に省エネ運転が実行されます。同時にイン

センティブを提供し、協力テナント

の能動的な行動を促しています。

その結果、夏季・冬季の空調電力

デマンドを最大20％抑制していま

す。今後、新規プロジェクトへも

随時導入を図っていく予定です。

■「見える化」を活用した空調デマンドレスポンスの取り組み

■各ビルの省エネルギー運用

BEMS(Building Energy Management System) とは、建物のエネ

ルギー使用状況や室内環境を把握することで､省エネ運用を可能にするシ

ステムです。当社の主要なビルにはこのシステムが導入されており、中央

監視でリアルタイムにエネルギーの使用状況を確認できます。また、デー

タを蓄積･分析することで、エネルギーの使いすぎや無駄をなくすことが

できます。エネルギー部会では各事業所に導入されているＢＥＭＳを最

大限活用し、日々の運用のチューニングを行い CO2 排出量削減に取り組

んでいます。

②ＢＥＭＳの活用

表参道ヒルズでは2006年の竣工以来、BEMS を活用し継続的に省エネへの

取り組みを実施してきました。その中で、2011年に外気導入量の制御に改

善の余地があることが分かりました。そこで外調機の周波数を調整、外気導

入量を適切に減少させることに加え、運転時間の見直しも同時に行ったこと

で、外調機および熱源の使用電力量を 2010 年度比 2012 年度実績で 39％

削減することができました。

【ＢＥＭＳ活用事例／表参道ヒルズ】

管理する大規模事業所を中心に、ビルごとにエネルギー部会を組織し活

動しています。社内外の設備管理者と設計施工担当者が協力して、省エ

ネ運用の検討や東京都環境確保条例・省エネ法への対応と、 CO2 排出量

の削減に向けた取り組みを継続しています。

①エネルギー部会による省エネ運用

エネルギー部会の様子
制御なし（2014/8/12) 制御あり（2014/8/19)

3  警報発令
（メール配信）

２  デマンド超過予測

4  デマンド制御 指令

5  デマンド制御（省エネ運転）

※1 当社が所有または一部所有するビル。

データ蓄積

効率的な運用 省エネルギー

データ分析

電気

冷水

温熱

上水

【マクロデータ解析】
・傾向分析
・課題抽出
・目標値設定と確認

BEMS 活用のイメージ

外気導入制御に伴う省エネ実績

エ
ネ
ル
ギ
ー

報
告
書

0
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-39%
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量
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虎ノ門36森ビルA社様 制御効果比較

空調ピーク電力

約20％抑制

0:00 3:00 6:00 9:00 12:00 15:00 18:00 21:00 24:00
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空調機
コントローラー

※3 電力の使用抑制を促し、ピーク時の消費を
　　 抑え、電力の安定供給を図る仕組み

テナントA

テナントB

1  デマンド
    目標設定

インターネット

クラウド
サーバー

エネルギーWEBシステム

空調器
コントローラー

4 
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- 取り組みにご賛同されたきっかけは？
瀬戸：以前より、暑く感じる日はエネ
ルギーWEBシステム上でデマンド
をチェックしていました。また省エネ
ランキングを見て、省エネのレベル感
を把握してはいたのですが、思った
より芳しいものではありませんでし
た。何かしようと感じていたところで
のお話だったので、お受けしました。
- 社内コンセンサスはどのように？
瀬戸：あえて、積極的に働きかける
ことはしないことに決めました。まずは、社員には告知せず、
空調デマンドレスポンス制御を実施してみようと。何かやっ
ているという意識が、かえって「暑い、寒い」などの感覚を
助長させるのではないかと考えたんです。
川北：認識していたのは、管理系と総務のごく一部だけで
した。放任といえば、放任なんですけども（笑）。社員からは
とくに不満などでてきませんでしたね。
- スムーズに運営されていますね。
川北：はい、ただ一度、冬に問題が発生しました。

瀬戸：冬の月曜の朝などとくに冷え込む朝に、暖房がいつ
までたってもまでたっても効かないことがありました。「なぜ
だろう」と。そこで、森ビルに原因を調べてもらったら、冬
は夏とは異なってアイドリングに時間と電力がかかることが
わかったんです。
川北：それで翌年は、設定をゆるくしたり、送風の時間を
短くしたりという対応をすることで、問題なく運用でき
ました。これは経験しないと見えてこないことでした。
- 今後、どういった取り組みをお考えですか。
川北：いまもそうなのですが、業務の性格にあわせた、無理
のない運用をしていきたいですね。室温を一定に保つ必要
があるサーバールームは制御対象
外としたり、新商品の説明会など
のイベントで来客が多くなるときは
しっかりと空調を効かせるなど。
そうしたメリハリは意識したいです。
瀬戸：いい結果が出ているので、
継続して取り組んでいきたいと
思っています。

Interview2016 デマンドレスポンスにご協力いただいたお客様の声

株式会社Too 川北様

株式会社Too 瀬戸様

※1
当社関連ビルにおける二酸化炭素排出量の推移※2

（電気・ガス・冷温水・蒸気・上下水）

CO2排出量 延床面積当りCO2排出量

※2 東京都環境確保条例第2計画期間のCO2排出係数にて算出
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オフィスビルでの 3R 活動
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雨水や中水の利用には、上水消費量と下水への排水量の

削減や、豪雨時の雨水流出抑制などの効果があります。

当社では街づくりを通じて、雨水・中水の活用や節水器

具の採用など、環境に配慮した水の循環および節水を推

進しています。

水資源の有効利用

工事における 3R 活動

■オフィスにおけるリサイクルの推進

お客様に資源循環やゴミ分別に対する理解を深めていただく

ために「リサイクルハンドブック」を製作、配布しています。

■テナントへの啓発活動
2015年度より、廃棄物管理システムを導入しています。管理

運営するビルで計量したゴミの量をデータ入力することによ

り、ビルごと、ゴミの種類ごとの廃棄物量を、タイムリーに

一元管理しています。これにより、法改正への対応、日常業

務の改善を迅速かつ柔軟に行うことが可能になりました。

■廃棄物の一元管理

アークヒルズを含む、それ以降に開業した全ての施設において、

雨水・中水の活用に取り組んでいます。雨水の流出抑制も兼ね、

敷地全体で雨水を集水し、一旦雨水貯留槽に貯留後、ろ過処理

をして主に外構の植栽散水に利用しています。また、六本木ヒ

ルズをはじめとする大規模複合施設では、手洗いなど比較的汚

れの少ない排水を、ろ過・消毒などの処理をし、中水として事

務所用のトイレ洗浄水に有効利用しています。

■雨水・中水の活用

節水型機器の新築ビルへの導入を進め、節水に努めています。

アークヒルズ 仙石山森タワーと虎ノ門ヒルズでは、トイレに節

水型大便器（洗浄水量 6L /回程度のもの）を導入しています。

■節水器具の採用

給水
排水

資源循環型都市を実現するため、Vertical Garden City によるコンパクトな街づくりのもと、廃棄物
や水などの資源を効率的に収集・活用しています。また、テナントなどステークホルダーと協働するこ
とにより、リサイクル率を高める努力をしています。

5 資源循環型の都市

分別用のゴミ箱

・コピー用紙
・雑誌
・トイレット
　ペーパー

・コピー用紙
・雑誌
・トイレット
　ペーパー

・新聞
・雑誌
・トイレット
　ペーパー

・段ボール

・ティッシュ
　ペーパー
・トイレット
　ペーパー

・金属製品など
・プラスチック
   製品
・繊維製品

・ガラス製品
・リターナブル
    ビン

・アルミ缶
・スチール缶

リサイクルの徹底が困難とされる事業系施設におい

て、排出する時点でゴミを適正に分別することはと

ても重要です。当社が管理するオフィスビルではリ

サイクル率向上を目指し、テナントの理解と協力を

得ながら、3R 活動を推進しています。 雨

屋上

ピット

雨水貯留槽 中水受水槽 雑排水槽

雨水ろ過 中水処理

中水高置
水槽

手洗い洗面、
湯沸し排水

大便器
小便器へ
給水

工事業者とともに、建設現場において廃材・がらなどの廃棄ゼ

ロを目指しています。新築工事では「廃棄物管理計画書」「廃

棄物管理報告書」を確認し、廃棄物の減量とリサイクルに取り

組んでいます。

■工事の廃棄物を減らす

オフィスビルのテナント退去時に発生する使用済タイルカー

ペットを、100％再資源化するシステムを確立しました。2015年度の

実績は57,878㎡で約40ｔのCO2削減につながりました。さらに

新築および既存のビルで使用するタイルカーペットは、エコマーク

認定品を標準使用しています。

■使用済みカーペットの100％リサイクル

リサイクルするゴミの分別とリサイクル品の一覧

外構散水

5 
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紙類 産業廃棄物

生ゴミ

燃やすゴミ

OA紙

ペットボトル

ビン カン

リサイクルする生ゴミ

腐食用油
発泡スチロール 蛍光灯

その他紙類

ダンボール

雑誌類
新聞

プラスチック等

・プラスチック
　製品
・サーマル
    リサイクル
  （熱回収）

2018年度 森ビル オフィスビルのリサイクル率51 ％の内訳

ゴミを 15 種類に分別する独自のルールを設け、それぞれ分別

して捨てられるゴミ箱を設置し、リサイクルを推進していま

す。分別されたゴミは計量し、ビルごとに排出量やリサイクル

率をまとめ、お客様に報告しています。また、分別・回収され

た紙ごみおよびプラスチックは100％リサイクルしています。
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①  環境とみどりのヒミツ探検ツアー ② 野鳥の専門家と行く
　  バードウォッチング体験ツアー

19 20

多くの方々の「都市と自然の共生」や「都市の低炭素化」への理解を深め、環境への取り組みを推進
するため、様々な環境教育と啓発活動を行うとともに、賛同する行政省庁の取り組みにも協力しています。

環境コミュニティ6 街の人々と共に

企業や行政と共に

■ヒルズ街育プロジェクト
「安全」「環境」「文化」をテーマに、都市について楽しく学べる教育プログラムです。各ヒルズを学習の場として 2007 年から開始し、

毎年 1,000 名以上が参加しています。ここでは「環境」に関するツアーを紹介します。

■屋上庭園での農作業体験

■六本木クリーンアップ

■企業と環境展（主催： mecc）

mecc “みなと環境にやさしい事業者会議（Minato Eco-

Conscious Consortium）”は、企業と区民と区が連携し

環境情報と知恵の受発信ができる場として 2005 年に港区に

より設 立され、当 社 は

2007年より賛同し参加

しています。特に、環境に

関する展示や発表会を

行う｢企業と環境展｣では、

2010年以降企画・運営・

場の提供などに協力して

います。

環境省では、2003年より地球温暖化防止のためライト

アップ施設の消灯を呼び掛ける本キャンペーンを開催し

てきました。当社は2008年より参加し、 「夏至の日」およ

び「七夕／クールアース・デー」は 特別実施日として、当

社就業エリアだけでなく、

オフィスや店舗などにも

節電の協力を依頼し、施

設全体で消灯に取り組み、

地球温暖化について考

えるきっかけを提供し

ています。

六本木ヒルズのオフィスや住宅に入居するお客様を中心に、

花壇の草花の植替えやメンテナンスを通じて、六本木ヒルズ

への愛着と、参加者同士のコミュニケーションを深めること

を目的に、2012年から

活動しています。毎月1

回朝に開催し、出勤やお

出かけ前の時間を有意義

に過ごせるとご 好評を頂

いています。

六本木ヒルズ自治会の地域貢献の一環として、六本木の街を

きれいにすること、地域の人々との交流を楽しむことを目的

に、2003年より活動しています。六本木ヒルズのオフィスや

住宅に入居するお客様に

加え、近隣町会や学校な

ども参加し、清掃ボラン

ティア活動を続けていま

す。毎月1 回の開催で、

各回100名以上の方が参

加しています。

六本木ヒルズけやき坂コンプレックスの屋上（地上 45m）

の庭園には、水田や菜園、池といった日本の農風景を再現し、

年間を通じて様々な活動に利用しています（通常非公開）。

オフィスや住宅に入居するお客様に、春は田植え、秋は稲刈

り、冬は収穫されたお米で餅つきなど、日本の伝統的な稲作

文化を体験できる機会を提供しています。 港区では、2014年から日常的な移動手段の利便性を向上

させ、観光振興等の街の魅力を高める新しい交通手段として

「港区自転車シェアリング」を開始し、放置自転車対策や

CO2 排出量削減などに

も貢献しています。当

社はこれに賛同し、虎ノ門

ヒルズ、愛宕グリーンヒ

ルズ、アークヒルズ、六

本木ヒルズなど多くの

サイクルポート設置に協

力しています。

■CO2 削減/ライトダウンキャンペーン
　 （主催：環境省）

■六本木ヒルズ『GREEN UP』

■港区自転車シェアリング
　（実施主体： 港区）

■海の森プロジェクト
　（主催： 東京都港湾局）

豊かな自然に包まれたアークヒルズで、自然に触れながら、

街における環境と緑の大切さを学ぶツアーです。サントリー

ホール屋上の「ルーフガーデン」（通常非公開）で、都心の

自然を体験できるワークショップを開催しています。

当社施設の緑地ではヒヨドリ、メジロ、コゲラなど30種以上の

鳥が観察されています。アークヒルズ、六本木ヒルズ、虎ノ門

ヒルズなどで、緑の中を歩きながら鳥を観察し、生きものや自

然の大切さを学ぶツアーです。

6 
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■アークヒルズ「GREEN WORKSHOP」

東京都港湾局は、美しい街・東京を実現するため、ごみと建設

発生土から生じた中央防波堤内側埋立地に苗木を植えるプロ

ジェクトを、2007 年にはじめました。現地には市民などから

の募金で購入した苗木と、都内小学生などがドングリから育て

た苗木が 48万本植えられています。当社は開始当初より募金

を行い、2010年からはオフィスのお客様と共に植樹及び育林

活動に参加して、延 500 名の方が植樹を行いました。

GREEN WORKSHOP( グリーンワークショップ ) はアークガー

デンの豊かな自然をフィールドに活動する、月に一度の、子ど

もたちのための会員制プログラムです。四季を通じた自然との

触れ合いや、草花を育てる園芸活動、造形工作などを通して、

子どもたちの伸びやかな五感・身体性・自由な感性が育まれて

いきます。
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省エネ部門
2001 年　　第20回  日本照明賞　　
　　　　　　【対象：「クォータースケルトン対応の新照明システム開発と実施･評価～フォレストシーリングシステム」（愛宕グリーンヒルズ　ＭＯＲＩタワー）】

2004年　　第18回  空気調和･衛生工学会振興賞  技術振興賞 2001年【対象：プルデンシャルタワー】

2005年　　第43回  空気調和･衛生工学会賞・技術賞  建築設備部門  【対象：六本木ヒルズ森タワー】

2007年　　第4回  ヒートポンプ･蓄熱シンポジウム  蓄熱システム運転管理等の改善事例  努力賞  【対象：森ビル株式会社（設備オーナー）】

2010年　　平成21年度  関東地区省エネ事例発表大会  優秀賞  【対象：エネルギー部会による省エネルギー改善事例（アーク森ビル）】

2011年　　平成23年度  省エネ･照明デザインアワード  省エネ･照明デザインアワード ＜優秀事例賞＞
　　　　　　【対象：ヴィーナスフォート　館内環境演出「空の照明」】

2012年　　平成24年度  省エネ･照明デザインアワード  省エネ･照　明デザインアワード ＜優秀事例賞＞
　　　　　　【対象：アークヒルズ 仙石山森タワー  外壁照明とオフィス用ユニット LED照明】

2015年　　省エネ大賞  省エネルギーセンター会長賞   【対象：「テナントビルにおける空調デマンドレスポンス制御による省エネ」の取組み】

2015年　　第24回地球環境大賞  国土交通大臣賞  【対象：「見える化を活用したテナントビルにおける空調デマンドレスポンス制御」の取組み】

緑化部門

2010 年　　港区ごみ優良事業者等表彰【対象：虎ノ門 37森ビル】

2013年　　港区ごみ優良事業者等表彰【対象：赤坂榎坂森ビル】

資源循環部門

2013 年　　ECO検定アワード 2012 エコユニット部門優秀賞【対象：森ビル株式会社】

環境全般

7 受賞歴

P22 の写真 : ヒルズ街育プロジェクト、屋上庭園での農業体験   

2002 年　　第22回  緑の都市賞 国土交通大臣賞  【対象：アークヒルズ】

2004年　　平成16年度  港区みどりの街づくり賞  【対象：六本木ヒルズ】

2005年　　第1回  ＳＥＧＥＳ 社会・環境貢献緑地評価システム　最高ランク Stage 3  【対象：アークヒルズ】

2006年　　ENERGY GLOBE AWARD　～National ENERGY GLOBE AWARD Japan～  【対象：森ビル株式会社『アークヒルズ屋上庭園』】

2008年　　第17回  地球環境大賞  国土交通大臣賞  【対象：主要物件の緑地】

2008～2010年　　緑の東京募金  第２～4回 知事賞  【対象：森ビル株式会社】

2009年　　平成21年度  港区みどりの街づくり賞  【対象：赤坂タワーレジデンス トップ オブ ザ ヒル】

2010年　　生物多様性につながる企業のみどり 100選  【対象：六本木ヒルズ、アークヒルズ、愛宕グリーンヒルズ】

2010年　　第 9回  文の京 都市景観賞 景観創造賞  【対象：後楽緑道（後楽緑道管理運営協議会）】

2011年　　平成23 年度  都市景観大賞  都市空間部門  特別賞  【対象：アークヒルズ地区】

2011年　　第10回  屋上･壁面･特殊緑化技術コンクール「壁面・特殊緑化部門：都市緑化機構会長賞」 【対象：六本木ヒルズの人工地盤・制震装置等の緑化】

2011年　　第13回  緑の都市賞「緑の地域づくり部門　奨励賞」 【対象：愛宕グリーンヒルズ】

2013年　　「みどりの社会貢献賞」都市緑化機構会長賞  【対象：アークヒルズ 仙石山森タワー】

2014年　　平成 26 年度  港区みどりの街づくり賞  【対象：アークヒルズ 仙石山森タワー】

2015年　　平成 27 年度  港区みどりの街づくり賞  【対象：アークヒルズ サウスタワー】

2016年　　平成 28年度  港区みどりの街づくり賞 および 港区景観街づくり賞奨励賞【対象：虎ノ門ヒルズ】

2016年　　第15回  屋上･壁面･特殊緑化技術コンクール「屋上緑化部門：国土交通大臣賞」【対象：虎ノ門ヒルズ】

2016年　　第36回  緑の都市賞 内閣総理大臣賞　【対象：主要物件の緑地】

2018年　　第 17回　屋上・壁面・緑化技術コンクール「屋上緑化部門：国土交通大臣賞」【対象：GINZA SIX】




