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建物およびその建設プロセスは、世界のエネルギー合計使用率の 
30% 以上を占めています。1 これは建設については汚点ではありませ
ん。実際には、業界にプラスの変化をもたらす良い機会でもありま
す。建設業界の多くの業者が注目し、行動する機会です。グリーン
コンストラクションは単なるトレンドではなく、定着している変革
です。この流れを無視する建設会社は、後れを取るリスクがありま
す。
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グリーンコンストラ
クションとは

 • 採鉱、伐採およびその他の原料抽出技術に
よる生態系の直接的な破壊

 • 建築材料の製造プロセスに必要とされる廃
棄物、水および空気の汚染、および大量の
エネルギー使用であり、セメント製造だけ
で世界の CO2 排出量の 5% から 8% にな
るものと推定される3

 • 地域の水路を損傷し、プラントの寿命に影
響を与える可能性のある建設現場での侵食
と流出

 • 排出ガスを発生するディーゼル エンジン
またはガソリン エンジンで走る重機の使
用による大気汚染

 • 資材と設備を長距離輸送する際の CO2 
排出量の多さ

 • 有害化学物質によって土壌、大気、水
を直接汚染する流出などの事故

これらの問題は、サプライ チェーンのあらゆる部分の収益を脅かす可能性があります。廃棄物
を削減している建材メーカーは、環境に優しいだけでなく、原材料の最後の廃棄物をすべて活
用することによって、収益を増やしているようです。

グリーンコンストラクションとは、完成された構造物のプラス面を最大化しつつ、環境と
住民への悪影響を最小限に抑え、建設プロセスを最適化することです。これは建設の完了
時に終わるものではありません。計画と設計が適切であれば、構造物の使用時や最終的に
構造物が解体されているときにも、環境に優しいと認められます。2

建設の環境への影響
次のように、シンプルな一戸建て住宅から、大規模インフラストラクチャの巨大プロジェ
クトまで、あらゆる建設のプロセスが、さまざまな方法で環境に影響を及ぼします。
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グリーンコンストラクションに不可欠なコンポーネント 
さらに環境に優しい建設にするための方法は数百にものぼり、
主に 6 つのカテゴリに分類できます。

1. エネルギー効率: 環境に優しい方法で
建築された構造物は、建設中でも、使
用中でも必要とするエネルギーは少な
くて済みます。レイアウト調整、断熱
量、用地の選定および整備、外壁材の
色まですべてエネルギー効率の向上に
役立ちます。

2. 廃棄物の削減: 計画が適切であれば、
実際、新しい構造物の建設から生じ
る廃棄材料がなくなります。

3. 影響の少ない建築材料: 製造時の廃棄
物の少ない建築材料の使用による現場
での廃棄物削減の流れは、建設による
影響を大幅に軽減します。環境への影
響の少ない建築材料のすべてが新しく
て、見慣れないものではありません。
そのほとんどは、より厳しい基準に合
わせて製造された標準材料(フレーム用
の一般用構造材)と同じものです。

4. 屋内の空気環境: 材料を慎重に選べば、廃
棄物を削減するだけでなく、プロジェクト
の利益率を増やすことができます。揮発性
有機化合物(VOC)の発生の少ない内部仕上
げを使用すると、居住者の健康に配慮した
環境になります。

5. 現場への影響: 現場での構造物の配置は、
自然光と受動的冷暖房の機会を利用して最
適化することによってエネルギー使用量が
削減できます。更地の適切な配置と準備に
よっても、基礎の浸食や水の汚染、その他
のさまざまな問題の可能性を軽減します。
既存の木を残すように用地を慎重に選定す
ると、地域の環境を充実させるだけでな
く、木陰によって建物を涼しく保つことも
できます。

6. 水の使用量: グリーンコンストラクション
技術を使用すれば、建物の外部での水の浪
費を最小限に抑え、過剰な水の使用をコン
トロールできます。世界で消費される飲料
水の 14% は建物に消費されていますが、わ
ずかに調整を加えるだけで、トイレの水や
洗浄より重要な使用のために、安全な飲料
水を確保することが出来ます。4

標準化にむけて
グリーンコンストラクションの取り組みは 1980 年代と 1990 年代に始まりました。しか
し、建築技術と材料を最適化する初期の試みは、断片的なものであり、標準化されていな
いためうまくいきませんでした。5 グリーンコンストラクションの標準化は不可欠であるた
め、実証されたメリットに基づいてさまざまな技術を選択できます。グリーンコンストラク
ションのプロセス標準化の初期の試みとして、1990 年代後半に Leadership in Energy and 
Environmental Design（LEED）の評価システムが開発されましたが、現在では、ほとんど
の国に、特定の構造設計の効率を評価するための選択肢があります。
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グリーンコンストラク
ションを導入するため 
のベスト プラクティス

1. 社内で環境に優しい建築を目指す
社内の業務を厳しく見てみましょう。
ペーパーレス オフィスのファイリング 
システムからエネルギー効率に優れた照
明、低流量の水道設備まで、社内で環境
に配慮することは、建設会社がこのプロ
セスに口先だけではなく積極的に取り組
んでいることを示しています。

2. 優れたローカルおよびグローバル開発
今日の典型的なグリーンコンストラク
ションとされる建設手法でも、すぐに
時代遅れになり、置き換えられたり、
効果がないと判断される可能性があり
ます。グリーンコンストラクション技
術を維持するには多大な労力を必要と
しますが、競争力を維持するためには
不可欠です。最新の開発状況を追跡
し、会社に適した技術を判断するため
に、社内で専門のチームを編成しま
す。グリーンコンストラクションのス
ペシャリストだけのチーム編成が現実
的でなければ、主要部門から、グリー
ンコンストラクションのイノベーショ
ンに賛同するメンバーを少なくとも 1 
人ずつ選びます。

グリーンコンストラクション実践へのコミットメントは、ほんの第一歩にすぎません。成果を実現
し、環境を意識したクライアントを新たに取り込むには、建設会社がグリーンコンストラクション
のコンセプト導入のベスト プラクティスに従う必要があります。ここでは、事業規模や建設業界
の分野に関係なく、建設会社として、環境に配慮するための 5 つのベスト プラクティスを紹介し
ます。

グリーンコンストラクション: 拡大し続けるグローバル トレンド
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3. 評価システムの選択
グリーンコンストラクションを検討して
いるすべてのクライアントへアピールす
ることは、大手の実績のある企業にとっ
ても荷が重すぎるでしょう。グリーンコ
ンストラクションにこれから進出しよう
としている会社は、一般的な評価システ
ムや設計手法から始め、それに精通して
から新しいものに移行するといいでしょ
う。世界的にも、LEED は最も一般的な建
築物評価システムの 1 つであり、2018 年
時点で 90,000 件もの商業施設がこのプロ
グラムに参加しており、ほとんどの企業
にとって良い出発点となっています。6 一
般的な評価システムの特定要件に合わせ
たトレーニングを受ければ、既存のアプ
ローチとのギャップを埋めることができ
ます。

4. トレーニングへの投資
グリーンコンストラクションには通常、
完成した構造物の目標を達成するため
に、建築プロセスに数百から数千もの小
さな調整が必要になります。そのため、
現在の技術に慣れるために、建設作業員
に幅広いトレーニングが必要になること
があります。作業員にトレーニングを実
施しないまま新しいメソッドの使用を指
定すると、利用率が低下し、通常の作業

プロセスに戻ってしまいます。世界中の
設計が改善されても、建設にあたってい
る作業員が、価値を信頼していないため
に仕様に従わなければ、環境に優しい建
築を実現することはできません。

バージニア工科大学の驚くべき研究によ
ると、グリーンコンストラクション現場
では、新しい手法や設備に慣れてないた
め、作業者の従来より労働災害発生率が
高くなっているとされ、従業員のトレー
ニングがさらに必要なことを示していま
す。7 

5. 建設テクノロジーを採用するグリーンコ
ンストラクション手法では、計画から建
設までのすべての段階が大幅に複雑にな
るため、強力な施工テクノロジーが不可
欠です。PlanGrid などのクラウドベース
のアプリなら、最新の図面や計画をシー
ムレスに共有できます。これにより、プ
ロジェクト マネージャから個々の作業
員まで、全員が平行して、プロジェクト
で現在使用されているグリーン手法を含
め、プロジェクト情報を常に把握するこ
とができます。モデリング ソフトウェア
も、建設完了後にも想定どおり機能する
ように設計および建築計画を策定するた
めに不可欠です。
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グリーンコンストラクション
の将来

スマート シティと一体型建築
数千年にわたり、都市は有機的かつ無計画
に発展してきましたが、未来の都市はス
マートに、最初から慎重に設計されるで
しょう。スマート シティはモノのインタ
ネット(IoT)と統合され、さらに都市環境
が住民のニーズに応えるものになるでしょ
う。建物がさらに高度なテクノロジーと統
合されるため、環境に配慮した建設方法の
向上に対する要求もさらに大きくなるで
しょう。

厳しくなった新しい認定 
グリーンコンストラクションは基本的に、グ
ローバル レベルでは主に任意ですが、さま
ざまな地域で新たな建設に対して、すでに何
らかのグリーン認定が必要とされています。
米国では、カリフォルニア州ですべての新し
い商業施設に、2030 年までにゼロネット エ
ネルギーを達成することが求められていま
す。9 中国には、LEED 認定をベースとした独
自のグリーン建築基準があり、2020 年末ま
でに、新規都市建設の少なくとも 50% がこ
の基準を満たすことを義務付けています。10 
このような要件は次の四半世紀でさらに増加
し、普及していくでしょう。

既存の構造物の検査 
既存の構造物に対して、これまでより高度な改
造が求められるため、今後、新築と改修の 2 つ
のセクターがより重複する可能性が高くなるで
しょう。新築はグリーンコンストラクションへ
の取り組みを活かす最適なタイミングですが、
老朽化した建物についても同様に十分注意を
払って必要な情報を提供する必要があります。
建設会社は、改修工事に時間がかかりすぎる、
あるいは新築より利益が薄いと判断すると、グ
リーン テクノロジーのニーズを満たすために改
修予算を増やしがちになります。

ビッグ データに対する依存の増加
設計を分析し、モデル化する建設テクノロジー
を導入することが今日のグリーンコンストラ
クションには必須ですが、将来の建築手法では
ビッグ データにも依存することになるでしょ
う。今後 25 年間ですべての建設プロジェクト
で、周辺の建造物に対して想定される影響か
ら、想定される住民の最新の要求まで、あらゆ
るものを示すデータのサンプリングを開始する
でしょう。データの利用によって、現在では想
像もつかない方法でグリーンコンストラクショ
ンプロセスが合理化されるでしょう。

グリーンコンストラクションのグローバル市場は、2022 年までに 3,646 億米ドルに達す
ると予想されています。8 今後 25 年間、この種の影響の少ない建物への需要は増大する
だけでなく、劇的に変化していくでしょう。グリーンコンストラクションの将来を展望
することは、建設会社が次の動きを計画するのに役立つでしょう。

グリーンコンストラクション: 拡大し続けるグローバル トレンド
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まとめ
グリーンコンストラクションはなくなることはなく、今こそ建設業界のすべての部門が取
り入れる時です。建設テクノロジーは向上し、進化し続けているため、グリーンコンスト
ラクションがそれに応じてどのように変化し、進化するかが注目の的になるでしょう。あ
りがたいことに、優れた建設テクノロジーツールが普及したおかげで、環境に優しい建築
プロセスの取り組みはこれまで以上に容易になりました。
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2018 年に、オートデスクはお客様のデザイン＆創造の未来を支援するために、建設を主要な注力分野とするこ
とを発表しました。この実現にむけ、Autodesk Construction Solutions と呼ばれる建設業界独自のリーダー
シップ レベルの組織が誕生しました。製品開発、カスタマー サクセス、マーケティング、現場運用で構成さ
れた、ユニークな体制です。この組織は市場のスピードに敏感に反応するように設計されており、顧客が他の
ソリューション プロバイダと公平な競争ができるようにします。Autodesk Construction Solutions は、設計
から計画、そして建設から運用まで、建設ライフサイクル全体をカバーする製品を提供します。Assemble、
BIM 360、BuildingConnected、そして PlanGrid などのクラウドベースのソリューションをまとめた Autodesk 
Construction Cloud もこれに含まれます。
当社のビジョンは、建設業界を活気で満たすことです。そうすれば予測性と生産性は指数関数的に増大し、現場で
の無駄はそれに比例して減少します。今こそプラットフォームを活用して業界の変革を進める時です。現在、建築
やインフラストラクチャのニーズが、世界中で急速に高まりつつあります。建設を予測可能で、安全かつ持続可能
なものにできるように手助けすることがオートデスクの使命です。

IDC によるコネクテッド コンストラクションの未来
construction.autodesk.com

construction.autodesk.com


オートデスクのソフトウェアを使用すれ
ば、あらゆることが可能になります。物
作りの未来がここにあります。設計、製
造、使用の方法が劇的に変化します。建
築、エンジニアリング、建設、製造、メ
ディア、エンターテイメントといった、
あらゆる業界に破壊的イノベーションが
起きています。適切な知識とツールを活
用することで、その破壊的イノベーシ 
ョンをチャンスにできます。当社のソフ
トウェアは、設計のプロ、エンジニア、
建築家からデジタル アーティスト、学
生、愛好家に至るまであらゆる人に活用
されています。オートデスクの社員、カ
スタマー、パートナー、コミュニティを
含めた、すべての職種を連携する新しい
取り組みを行っています。われわれの最
終的なゴールは、人々が想像し、デザイ
ンし、より良い世界を実現するチャンス
を拡大することです。
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