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安川電機創立 100 周年を機に新築された本社棟では、さらに次の
100 年に向けた、敷地全体で 100 項目にわたる環境負荷低減のため
の取り組み「100 のエコ」を実現しました。中間期の日中には、太
陽光による発電量が本社棟の消費電力を上回る日も見られ、一時
的に ZEB を達成しています。竣工後に消費エネルギー計測と運用
調整を実施し、2015 年度の一次エネルギー消費量は、同規模のオ
フィスビル統計データ※1の基準値に対して 76%の削減を実現しま
した。その実績が評価され、2017 年 6 月に第五回カーボンニュー
トラル賞（建築設備技術者協会主催）の大賞を受賞しました。基本
設計段階から 100 のエコに関する分科会を立ち上げ、施主と一緒
に議論を重ねながら、地域性や施設の特性に合わせた省エネ導入を
行った、当社の設計姿勢に対しても高い評価をいただきました。

The headquarters of YASKAWA Electric Corporation was constructed for its 
100th anniversary, and Mitsubishi Jisho Sekkei realized "the 100 ECO items" 
to reduce the environmental load in the entire facility for the next 100 years. 
There are times of the year that the amount of electricity generated by solar 
energy surpasses the amount of power consumption at the headquarters, 
which is occasional realization of ZEB. Energy consumption was measured 
and its operation was adjusted after completion, and realized 76% reduction 
of the primary energy consumption in 2015, according to the data in DECC*. 
Such achievement was recognized and won the fifth Carbon Neutral 
Award from JABMEE in June 2017. Mitsubishi Jisho Sekkei established a 
subcommittee on the 100 ECO items at the basic design phase and spent 
a lot of time discussing with the client what types of energy saving were 
appropriate for the building and the region, and such design approach was 
also highly recognized in the award.

*DECC  Data base for Energy Consumption of Commercial building. The 
data referred above is the statistical information as of April 2013.

W i n n e r  o f  t h e  C a r b o n  N e u t r a l  Aw a r d  –  H e a d q u a r t e r s  o f  YA S K AWA  E l e c t r i c  C o r p o r a t i o n

カーボンニュートラル賞大賞を受賞
安川電機本社棟

100 のエコ
［出典］安川電機ホームページ
https://www.yaskawa.co.jp/robot-vil/eco-100/index.html

※1…DECC（非住宅建築物の環境関連データベース）データ（2013年4月統計処理情報）

ワークプレースとトップライト

年間一次エネルギー消費量の比較

自然採光により、日中は照明を使わずに執務可能な環境を実現。
夏季の直接光を効果的に遮断する建物形状で、室内への熱負荷
を軽減。

The 100 ECO items
Source  Website of YASKAWA Electric
https www.yaskawa.co.jp robot vil en eco 100 index.html

Workplace and top light

Comparison of annual primary energy consumption

安川電機本社棟
eadquarters of YASKAWA Electric Corporation
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A medium scale o   ce building in Chiyoda ku, Tokyo, is planned, aiming 
for the realization of ZEB by the integration of environmentally advanced 
technologies including radiant air conditioning, VAV air conditioning utilizing 
the Coanda e  ect, active chilled beam, and light guide plate. articularly, 
technologies including the radiant air conditioning that gently heats or 
cools a room via the radiant e  ect of water pumped through the ceiling, 
and the VAV air conditioning that utilizes the Coanda e  ect, the tendency 
of a fluid jet to stay attached to a smooth surface, to deliver heated or 
cooled air along the ceiling, are included to limit the  oor height and to 
realize energy saving as well as cost reduction. In addition, the facade 
is an all glass-covered stair hall which is also used as a void for gravity 
ventilation that utilizes solar heat, creating a balance between the design 
and environmental friendliness.
Furthermore, ambient lighting system combining with acrylic light guide 
plate and ED is installed as it fits the exposed beam form in order to 
uniformly illuminate the ceiling. It is combined with task lighting system to 
make it energy e   cient.

中規模事務所ビルで ZEB をめざす
環境先進プロジェクト

M e d i u m - S c a l e  O f f i c e  B u i l d i n g  A i m s  f o r  Z E B  –  A d v a n c e d  E n v i r o n m e n t a l  P r o j e c t

変風量コアンダ空調と導光板照明のモックアップ実験
変風量コアンダ空調用に開発した自立式風速一定吹き出し口（特許出願済み）

空気温度分布シミュレーション（室内断面図）

気流シミュレーション

空調システム模式図

Mockup experiment of VAV air conditioning and lighting system with light guide plate

Di  user for VAV air conditioning

Acrylic light guide plate

Independent di  user that keeps constant air velocity, developed for VAV air 
conditioning (patent pending)

Air temperature distribution simulation (cross section of the interior)

Air  ow simulation

Figure of air conditioning system

変風量コアンダ空調の吹き出し口

アクリル導光板照明

東京都千代田区で計画中の中規模事務所ビルで、天井輻射空調や変
風量コアンダ空調、アクティブチルドビーム、導光板照明などの環
境先進技術を統合し、ZEBの実現を目指しています。とくに、天井
面に冷温水を流して穏やかに冷暖房する「天井輻射空調」や、流体
が平滑な面に付着する特性 “コアンダ効果 ”を利用し、天井面に空
調空気を這わせて搬送する「変風量コアンダ空調」などを導入する
ことで、階高を抑制し、省エネ・省コストを実現します。また、ファサー
ド面を全面ガラス張りの階段室とし、日射熱を利用した重力換気の
ボイドと兼用することで、意匠性と環境性の調和を図っています。
さらに、室内に露出する梁型を活かし、アクリル導光板と LED を
組み合わせたアンビエント照明を設置。天井まわりを均一に明るく
したうえで、手元のタスク照明を併用し、省エネ化を図ります。

風量が変動しても風速を一定に保つ「コアンダ空調用吹き出し口」
を開発。
梁型を活かして設置する「省エネ型導光板照明」を開発。
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超高層ビルとして ZEB Ready を達成
大手門タワー・ＪＸビル

A c h i e v i n g  Z E B  R e a d y  f o r  a  s k y s c r a p e r  –  O t e m o n  To w e r  J X  B u i l d i n g

Otemon Tower JX Building is a 22-story skyscraper complex completed in 
2015 with the latest energy-saving technologies including high performance 
exterior system and radiant air conditioning. This building achieved the 
ZEB Ready*1 that was said to be very di   cult to achieve in a skyscraper. 
Actual measured value for its annual primary energy consumption is under 
1000MJ m2, which is less than half of the average skyscraper. 
Besides, in collaboration*2 Task Desk (office desk with personal air 
conditioning) was developed and installed on the environmental 
demonstration floor in order to provide comfortable air conditioning for 
everyone. This personal air conditioning has won the eighth Environmental 
Technology Award held by JABMEE. Moreover, as the first private 
development with the capability to store and purify Imperial Palace moat 
water, it enhances the value of one of Tokyo's major tourist attractions 
through improved water quality.

*1 ZEB Ready  In comparison to the actual measured value for large-scale 
buildings from Data-base for Energy Consumption of Commercial building, 
Otemon Tower JX Building achieved more than 50% of energy saving.
*2 Shinichi Tanabe aboratory at Waseda niversity, Mitsubishi Estate Co., 
td., Takasago Thermal Engineering Co., td.

高性能外装システムや天井輻射空調などの最先端省エネルギー技術
を導入し、2015 年に竣工した 22 階建ての複合ビル「大手門タワー・
JX ビル」。一次エネルギー消費量実測値が年間 1000MJ/㎡・年を切
り、平均的な高層ビルの半分以下に消費エネルギーを抑え、超高層
ビルでは非常に困難とされる ZEB Ready※1 を実現しました。
また、環境実証フロアに共同開発※2した「タスクデスク（デスク組込型
パーソナル空調）」を採用し、すべての人にやさしい空調を提供。これに
より建築設備技術者協会（JABMEE）主催の第８回環境技術優秀賞を受賞
しました。さらに、民間では初となる皇居のお濠の水の浄化・貯留施設
を整備し、水質改善による都市観光資源の価値向上にも貢献しています。
※ 1…DECC（非住宅建築物の環境関連データベース）の大型ビル実績値に対して、50％

以上のエネルギー削減を達成。
※ 2…早稲田大学田辺研究室、三菱地所、高砂熱学工業

エアフローウィンドウシステムなどの最先端技術で 50％以上の省
エネを達成。
タスクデスクで、さらなる快適性を追求。

大手門タワー・JX ビル
Otemon Tower JX Building

作業効率に関するアンケート（2016 年夏季に実施）

好みの温熱環境に対応するパーソナル空調

一次エネルギー消費量実測値（一番右が 2016 年の実測値）

早稲田大学田辺研究室他と共同研究・開
発したタスクデスク（特許出願済み）

Survey on working e   ciency (carried out in summer 2016)

Personal air conditioning which temperature can be controlled for each 
user's preferred environment

Actual measured value for primary energy consumption (Right  actual 
measured value of 2016)

Task desk , researched and developed 
in collaboration with Shinichi Tanabe 

aboratory at Waseda niversity 
(Patent pending) etc.
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EA モーターダンパ

LED照明

OAエコレーター

外部への排気

高低差

外部からの吸気

除湿
低温冷水コイル
（潜熱処理用）
※冬期は暖房用 温水コイル

冬期暖房用
温水コイル
（夏期不使用）

通常の空調機 顕熱潜熱分離処理空調機

18℃

13℃

18℃

8℃

8℃
23℃

低温冷水

低温冷水

外気・室内レタン空気 外気・室内レタン空気

高温冷水

冷却用
冷水コイル
（顕熱・潜熱 処理用）

室温冷却用
高温冷水コイル
（顕熱処理用）
※冬期は冷房用に使用







夏季（冷房） 冬期（暖房）

空調機
外調機

空調機
外調機

ヒート
ポンプ

ヒート
ポンプ
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0ｍ

地中に
熱を放出

地中から
熱を採熱

地中熱
約15℃

季節間で
熱のリサイクル
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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

「快適

ifi

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
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開発：前田建設工業（株）など

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

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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