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ＯＭソーラーの事例紹介
- 太陽光・熱ハイブリッドソーラーハウス（ソーラータウン府中）会員 ○盧
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Introduction of OM Solar House

の向上のみならず，周辺建築物とのエネルギー融通や

- PVT Solar House (Solar Town of Fuchu) -

未利用・再生可能エネルギー等の活用など，街区レベ
ル等でのエネルギーの効率的利用についても，より一
層の普及が期待され，住宅・建築物単体の枠でとらえ
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させるという視点が重要とされている．
こういった社会の課題に対して，東京都では，都
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有地を活用し，長寿命で環境への影響にも配慮したモ

FAX:+81-53-488-1556, E-mail:roh@omsolar.jp

デル住宅を供給する「長寿命環境配慮住宅モデル事
業」を実施した．ここでは，当事業において，採択さ

ABSTRACT
The project of “solar town of Fuchu” conducted by
Tokyo metropolitan government is introduced. Tokyo

れた「ソーラータウン府中」の取り組みについて紹介
する．

metropolitan government aims to reduce 50% of a life

２．事業の概要と目的

cycle CO2 (LCCO2) emissions for the reduction of the

東京都では住宅や家庭においてもCO2排出量の削減

environmental load and the realization of a low-carbon

による環境負荷の低減，低炭素型都市の実現に向け，

green city. The purpose of this project is to reduce the CO2

ライフサイクルCO2の50％削減を目指し，長寿命で環

emissions for the residential housing sector. In order to
achieve the purpose, OM Solar system (PVT system) is
used. This project is evaluated continuously from now.

境への影響にも配慮した先導的な環境配慮住宅モデ
ルを一般戸建住宅並みの価格で供給する．この住宅に
おいては入居後も省エネルギー効果等の検証を行い，
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住まい方の提案などを含めて都民，住宅事業者に広く
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情報発信する．
東京都では，平成23年3月11日に募集要項等を公表

net, Environmental consideration

し，事業者の募集を行ったところ，7月1日に，5件の
１．はじめに

提案書等の提出があり，当モデル事業の審査委員会に

現在，エネルギー問題については，多くの人たちが
関心を持つようになり，平成 24 年 7 月に発表された
「低炭素社会に向けた住まいと住まい方」の推進方策

よる審査結果を踏まえ，
「提案名：園路がつむぐ庭物
語

提案者：野沢正光建築工房＋相羽建設株式会社＋

についての中間とりまとめ（経済産業省，国土交通省，

（提案協力：武蔵野美術大学建築学科長尾スタジオ3

環境省）の中では，これまでに培ってきた最先端の省

年生）」を事業者として決定した．
この事業概要，ならびに事業目的は以下の通りであ

エネ技術などを活かして，エネルギー効率の改善やエ
ネルギー供給における低炭素化を推進し，住まいの快

る．

適性の向上や化石燃料への依存度の低減を通じ，国民

（１）事業概要

の生活水準や産業の活力の向上に繋がるよう，社会全
体で取り組んでいく必要があると書かれている．さら
に「住まい」に関する推進方策における基本的な考え
方としては，個々の住宅・建築物の省エネルギー性能
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事業名：ソーラータウン府中
所在地：東京都府中市美好町二丁目52番地内
面積：約2,150㎡

図１ ソーラータウン府中の提案書
３．ソーラータウン府中の概要

用途地域：第一種低層住居専用地域・準防火地域
地区： 第1種高度地区，10m高さ制限，日影規制（5m
4h / 10m 2.5h）

ソーラータウン府中の提案のコンセプトは，
「心地
よいまちとするために，各戸の境界を意識せず，公園

建ぺい率，容積率： 60％，150％

の中にあるような自由に暮らせる街」としている．
具体的には，
「環境への配慮」
「住宅の長寿命化への

分譲予定数：16戸
（２）事業の目的

配慮」
「街区の全体計画の配慮」
「入居後の暮らしへの

a.低炭素型都市に向けた先導的な環境配慮住宅の普及

配慮」を考慮した低炭素型都市にふさわしい住環境へ

企画提案による公募により事業者を選定し，府中市

の総合的な提案となっている．

美好町にある都有地（約2,150 ㎡）を売却．事業者は
公募時の提案内容に沿った戸建住宅16 戸を建設し，

●環境配慮に関する条件住宅の性能に関する条件

一般戸建住宅並みの価格で販売する．

・長期優良住宅の認定取得

b.新たな住まい・住まい方の都民に対する意識啓発

・CASBEE によるライフサイクルCO2 削減率50％

入居後，一定期間エネルギー量の計測を行い，CO2

以上（ 緑☆４つ以上）
・設計時及び建築完成時において右記の住宅性能等

排出量や省エネルギー効果等の検証を行う．検証結果

級の評価取得

について，暮らし方の工夫などと併せて広く都民へ情
報発信し，環境に配慮した住まい方について，都民の

○要求性能

意識啓発を図る．

劣化対策等級

等級３

c.都内中小工務店の技術力向上と活性化

耐震等級

等級２（実施は３）

維持管理対策等級

等級３

性のある工法で合理化を図り，工事プロセス及び完成

省エネルギー対策等級

等級４

時において現場公開を行い，都内中小工務店の技術力

ホルムアルデヒド発散等級

等級３

事業者は，中小工務店においても，施工可能な汎用

向上・活性化を促す．
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図２

ソーラータウン府中の第 1 期完成写真
夫，庇や窓の設け方による夏と冬の冬の日射対策など

（１）環境への配慮
省エネルギーで快適な暮らしができるように，太陽

パッシブデザインを多く取り入れ，自然の光や風，熱

熱と太陽光発電を利用したOMソーラーシステムを採

を積極的に活用することで，過度に空調機器に頼るこ

用している．OMソーラーシステムは，冬は太陽の熱

となく快適な温熱環境と省エネの両立を実現してい

で暖めた空気を床下コンクリートに蓄熱して家全体

る．さらに，温熱環境，省エネに加え，住まい手の健

を暖めるため，各部屋の温度差が少なく快適に過ごせ

康と深く関わりがある室内空気室環境への配慮とし

ると同時に，ヒートショックが起きにくくなる．また，

ては，シックハウス対策に考慮した建材（ホルムアル

春から秋にかけては，太陽熱をお湯採りに使うことが

デヒド発散等級３）を標準仕様としている．こうした

できる．また，当プロジェクトで採用しているOMソ

化学物質の使用を抑えた建材の採用や，適切な換気・

ーラーシステムは，太陽光発電とのハイブリッドタイ

明るさ，緑化などにも配慮することは，地球環境への

プ（通称，クワトロソーラー）であり，集熱と同時に

配慮はもちろん，住む人にとっても健康的な暮らしを

発電を行うことができる，暖房，発電，給湯，換気の

提供することになる．

４つの機能を持つソーラーシステムである．

（２）住宅の長寿命化への配慮

建物仕様においては，基礎と屋根に高性能フェノー

ソーラータウン府中で提案した「木造ドミノ住宅」

ルフォーム断熱材，外壁には高性能グラスウールの断

は，東京都が主導した東村山市本町地区プロジェクト

熱材を使用．窓は全てLow-E 複層ガラス樹脂複合サ

での実績もあり，スケルトン（建物の本体）とインフ

ッシを使用することで，夏は外の暑さを家の中に伝え

ィル（しつらえ）を分離することで，良質な住宅であ

にくくし，冬は家の中の熱を逃げにくい高い断熱性能

りながら坪単価を抑えることに成功している．
木造ドミノは，耐震壁により外壁で耐震性を確保し，

としている（熱損失係数Q値1.9以下）
．そして，設計
的な配慮として，各居室に2ヶ所以上窓を設け高さに

内部に構造壁を設置しないためワンルームのような，

変化をつけたり，階段の上に窓を設けることで温度の

使い方の自由度が高い生活空間となり，間取り変更が

高い空気を排出し，外から風を取り込む夏の採涼の工

容易で，通常，壁の中に埋め込むことの多い配管・配
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線を集約し，専用のダクトによって設備の配管配線ス

メンテナンスに関心を持ち，実施できるようにメンテ

ペースを確保することで，設備配管の変更や更新も容

ナンスに関する勉強会を企画して，街区の住民同士の

易に行える工夫をしている．また，床を先に貼り，間

交流を図りながら参加できるサービスを計画してい

仕切り壁を後施工としているため，間取り変更にも柔

る．また，Ustreamを利用して住まい手の暮らしぶり

軟に対応が可能で，これによって，将来の家族構成や

を中継し，暮らし方の工夫やメンテナンスの取り組み

ライフスタイルの変化に柔軟に対応することも可能

を紹介する取り組みも行っていく．
温熱環境や省エネに関しては，OMソーラーの家で

となり，世代を超えて住み続けることができることで，
一世代あたりの建築費，維持費，修繕費などの住居費

は，外気温や集熱空気の温度，室温などを計ることが

負担は，現在より軽減されることが期待できる．

できるセンサーを各場所へ設置しているため，リモコ

注）『長寿命環境配慮住宅 』
高い耐久性や省エネルギー性をもち，設備の更新や維持管理が容
易にできるなど長く住み続けられる住宅への工夫がなされ，街区全
体として景観，緑や生態系への配慮，エネルギー等の有効利用など
住環境への総合的な取組がなされている住宅．長寿命環境配慮住宅
は，住宅使用期間の長期化と省エネ化により環境への負荷を軽減す
ることができるだけではなく，住む人にとってもさまざまなメリッ
トがある．また極めて稀に発生するレベルの大きな地震が起きた場
合でも，倒壊や損傷を受けにくい対策がなされた耐震性の高い造り
となっている．さらに建築時から将来を見据えて策定された定期的
な点検・補修等に関する計画に基づき，適切に維持管理し，手入れ
をしていくことで，丈夫で安心な住まいが実現する．

ンやウェブ（OMスマートネット）上で，システムの

（３）街区の全体計画の配慮

ートネットは，エネルギーだけではなく室内温熱環境

街区全体としては，「公園の中に建つような境界線

動きや外気温，室温などの温度状況，集熱量，CO2削
減量が確認できるため，きめ細かな省エネ行動につな
げるが，これに加えて，ソーラータウン府中では，分
譲後，実際に生活されている居住者の協力を得て一定
期間エネルギー量（電気，ガス等）を測定し，CO2排
出量や省エネルギー効果等を検証していく．OMスマ

の見える化に対応するOM版HEMSであり，データロ

を意識しない自由な暮らし」を目指して，敷地内の住

ガー機能も備えている．

戸が整然と並ぶのではなく，各住戸を少しずつずらし

４．おわりに

て配置し，敷地内に共有地となる園路をつくり全16棟

ソーラータウン府中は，ゼロエネルギーを目指す長

の住宅地を計画した．各住戸をずらして配置すること

寿命で高性能な住宅，豊かで持続可能なコミュニティ

で，各戸においては採光が確保でき，住宅の間は園路

をつくる先進的な計画である．ハード面では，高い断

（緑道）となり，夏場に北側の公園から涼しい風が通
り抜ける．また，ところどころ膨らんだ場所に広場が
生まれ，この広場に春夏秋冬の樹々を配置し，四季の
特徴をいかしたきめ細やかな植栽計画することで季

熱性能と OM ソーラーシステムによって，良好な温熱
環境を作り出し，ソフト面ではパッシブデザインの手
法を取り入れ，街区全体で心地よさを作り出すための
デザインを施し，入居後のコミュニケーションのあり
方まで含めた提案としている．

節の変化が感じられるように配慮している．これらの

このようなハードとソフトの組み合わせによって

場所は近所の人たちが話をする場所であったり，子供

こそ，低炭素化と快適化が両立でき，それを地域に根

たちが遊ぶ場所であったり，各家の生活が雰囲気の伝

ざした工務店がサポートするというのが，このソーラ

わってくる場所になり，敷地の一部をシェアすること

ータウン府中の取り組みである．今後も引き続きソー

で暮らしの場が拡がるような提案としている．また，
広場には井戸と雨水貯水タンクを設置しており，災害
時の生活用水として利用することができる．

ラータウン府中の取り組みに注目していきたい．
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メンテナンスサービスだけではなく，住まい手自らが
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