
etc..

外気の
デザイン

External air 
design

メゾネット換気

Maisonnette ventilation

光環境の
デザイン

Lighting 
environment

4 つの照明システム

Four lighting systems

空調環境の
デザイン

Air conditioning 
environment design

ハイブリッド輻射空調

Hybrid radiant 
air conditioning

「快適性」×「省エネ性」の実現Comfort × Energy savings

2 年間の実証による技術の成長Technical growth through 2 years of verification

自然光の
デザイン

エコグリッド

Eco-grid

Natural light design

茅場町グリーンビルディングは、これまでのオフィス環境を一新す
る複数の環境先端技術をテナントビルとして日本で初めて実導入
し、より快適で、よりスマートで、より環境に優しいオフィスの実
現を目指しました。こうした取り組みをメインファサードや執務空
間に表現するとともに、輻射空調や知的照明システムなどのさまざ
まな先端技術を集中的に導入し、設計上、一般のオフィスビルに比
べ使用エネルギー（CO2 換算）の約 45％を削減します。

より快適で、よりスマートで、
より環境に優しいオフィスの実現

快適性と省エネ性を両立させる
次世代オフィスの創造

The Kayabacho Green Building is the first tenant building in Japan to 
introduce several advanced technologies that will transform the office 
environment. In the main facade and working spaces, the design aimed 
for an expression that is more comfortable, smarter, and friendlier to 
the environment. An array of advanced technologies like radiant air 
conditioning and intelligent lighting will allow the building to reduce 
energy use (CO2 equivalent) by about 45% compared to conventional 
office buildings. 

Making offices more comfortable, smarter, 
and friendlier to the environment

Combining comfort and energy saving performance
Creating the next-generation office

茅場町グリーンビルディング
Environmental Review Kayabacho Green Building
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グリッドの縦材は日射遮蔽ルーバーとして、室内への日射を遮ります。
秋分から春分にかけては概ね終日、また夏期においても朝 9 時以
降日射を遮り、空調の負担を軽減します。　
また横材はライトシェルフとして、グラデーションブラインドと合
わせて室内に効率よく昼光を導入し、天井面を照らすことで、オフィ
スの照度を抑えても十分な明るさが確保できます。

北側中央 3 スパン分の窓面下部ガラリから冷たい空気を導入し、吹
抜上部の自然換気窓により室内で暖められた空気を排気しています。
フロアごとに完結しているため、階ごとの圧力差が等しく、換気量
も一定になります。

エネルギーの使用状況を見せるだけでなく、ワーカーに省エネ活動を
促し、またその活動の成果も「見える化」するシステムを導入しました。

エコグリッド

メゾネット換気

見える化

The vertical members of the grid reduce the air conditioning load by 
acting as sun-blocking louvers, generally all day from the spring to 
the autumn equinox and from nine o’clock in the morning during the 
summer. The horizontal members act as light shelves. Working together 
with gradation blinds, they efficiently guide daylight into the room to 
illuminate the ceiling. This secures enough light for a well-lit office even 
when the office lights are turned down.

On the center of the north side, across three window spans, cool air is 
admitted through louvers on at the bottom of the widows and warm 
air from inside the room is expelled by natural ventilation at the top 
of the void. The system is self-completed within each floor, so that the 
difference in air pressure is the same for each floor and the amount of 
ventilation is constant.

The system not only displays energy use but encourages workers to 
take steps to save energy, and makes the results of those steps visible.

Eco-grid

Maisonnette ventilation

Making energy use visible

015
Year Book 2015

Environm
ental Review



開発：前田建設工業（株）など

8:00 10:00 14:00 17:00 サーカディアン照明イメージ

照度
(lx)

8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 ・・・

700

500

300

就業前 昼休み 午後 残業夕方午前

3,500K 4,000K 3,700K 3,000K

従来照明 知的照明

300lx,3000k

700lx,5000k

300lx,4000k 500lx,5000k

700lx,5000k600lx,4000k500lx,3000k

コンピュータ
照度センサー
人工知能ｿﾌﾄｳｴｱ

開発：同志社大学三木光範教授など

タスク照明イメージ Task lighting image

色温度・照度を
調整できる

Color temperature 
and brightness are adjustable

在席 在席 在席 在席不在 在席 在席

人感センサー

本建物では、全館に LED 照明を採用し、明るさ（照度）や光の色（色
温度）を変えられるシステムを含む、４つの異なった照明システム
を導入しました。
それぞれのコンセプトに基づき快適な執務空間を実現することで、
知的生産性や労働生産性を向上させるとともに、不要な照明を減灯・
消灯することで省エネルギー効果も両立します。

環境配慮型次世代照明システム
人 間 の 1 日 の 生 体 サ イ クル（サーカディアンリズム）に 合 わ せ、
時間帯により照度と色温度を変化させることで快適な照明環境を
実現します。

知的照明システム
天井照明を個別に調節し、必要な場所に必要な照度と色温度を提供
することで、各ワーカーが好む照明環境を作り出す。不要な照明を
減灯・消灯し、省エネ化も実現します。

タスクアンドアンビエント照明システム
通常よりも照度を抑えた天井照明（アンビエント照明）にて全体の
明るさ感を確保しながら、ワーカーの手元に必要な明るさをタスク
照明で確保します。

人感センサーシステム
部屋全体を一定の照度と色温度にて照明しながら、天井面設置の人
感センサーにより、不在の場合はゾーン単位で減灯・消灯や減光制
御を行います。

4 つの照明システム
The building uses LED lighting throughout. There are four different 
lighting systems, including systems that can change the brightness and 
color (color temperature) of the light.
Each system helps to realize a comfortable workspace in ways based 
on its own concept, for higher productivity by knowledge workers, 
and also contributes to energy savings by reducing or turning off 
unnecessary lighting.

Next-generation environmental lighting system 
This system achieves a comfortable lighting environment by varying the 
brightness and color temperate at different times of the day according 
to the daily cycle of the human body (circadian rhythm).

Intelligent lighting system 
This system adjusts individual ceiling lights to provide the necessary 
brightness and color temperature at the necessary place. Workers can 
create the lighting environment they prefer, which helps to reduce or 
turn off unnecessary lighting and save energy.

Task ambient lighting system
This system provides lower than normal ceiling lighting (ambient 
lighting) for the entire room, while workers secure the brightness they 
need by adjusting the lighting at their desks.

Person sensor system
This system illuminates the entire room at a constant brightness and 
color temperature, but uses person sensors in the ceiling to detect 
unoccupied zones and reduce or turn off lighting in those zones.

Four lighting systems
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水輻射パネル 空気輻射パネル

躯体蓄熱分の利用

昼間 夜間

建物躯体への蓄熱

Daytime Nighttime

Use energy stored in building framework Store energy in 
building framework

Water radiant panel Air radiant panel

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

冬期 

夏期 
Summer

Winter
冬期 

夏期 
Summer

Satisfied

Dissatisfied

Fairly satisfied

Neither

Fairly dissatisfied

Winter

満足 

やや満足 

どちらでもない 

やや不満 

不満 

Satisfied

Dissatisfied

Fairly satisfied

Neither

Fairly dissatisfied

満足 

やや満足 

どちらでもない 

やや不満 

不満 

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

想定基準ビル

茅場町計画目標値

空調熱源

26

18 6 8 21 4

17 30 29 5

107kg-CO2 / ㎡ / 年

57kg-CO2 / ㎡ / 年

空調搬送 照明 コンセント

▲45％  目標

その他

Theoretical standard building

Air conditioning
heat source

Air conditioning
transport

Lighting Outlets Other

Kayabacho Green Building target values

Project Data

Completion May, 2013
Location Chuo-ku, Tokyo
Building Use Office

Site Area 387㎡
Total Floor Area 2,869㎡
Floors 10 above ground, 
 1 basement, 2 penthouse
Structure S, partially SRC

輻射空調により、気流感が少なく静穏で温度ムラのない快適なオフィ
ス空間を提供するとともに、空気ではなく水によって冷熱や温熱を
運ぶことで効率よく熱を伝達し、省エネルギー化を図っています。
また夜間に冷熱を生成・蓄熱することで、日中の空調消費電力のピー
ク負荷を抑制しています。

ハイブリッド輻射空調
Radiant air conditioning provides an even and comfortable office 
environment, quietly and with little sense of air currents. Delivering 
warm and cold energy via water instead of air, it is efficient and 
contributes to energy savings. Cold energy is generated and stored at 
night, which reduces the peak load during daytime air conditioning 
hours.

Hybrid radiant air conditioning

温度環境の満足度

CO2 排出量原単価　目標値

湿度環境の満足度Satisfaction with environment temperature

CO2 emission volume unit target value

Satisfaction with environment humidity
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