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ZEB化技術

PROFILE

Takafumi Kajiyama

環境デザイナーとして、建築設備だけでなく、建物の形状、

仕様が重要であると考え、魅力的で環境負荷の小さい建物を設計するべく、

建物の基本計画段階からプロジェクトに参加し、

ZEBを理想とする環境建築の実現を目指しています。

技術センターZEB実証棟 （設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

省エネから、ゼロエネへ。
都市型ZEBのパイロットビル

ZEBとは、「ゼロ・エネルギー・ビル（Zero Energy Building）」の略、建物で消費するエネルギー
を削減し、太陽電池などの創エネルギー設備を持つことで、年間のエネルギー収支がゼロとなる
建物のことです。なかでも、ZEB実証棟はエネルギー使用の多い都市に建つZEB「都市型ZEB」を
コンセプトとした建物です。
新しい採光システム「T-Light Cube」や自然換気で自然エネルギーを有効に活用、さらにT-Zone 
Saverによる低照度タスク＆アンビエント照明システム、燃料電池の排熱を利用した躯体放射アン
ビエント空調システム「T-Radiant Slab」と床吹出タスク空調「T-Personal Air III」など、高効率
設備システムの採用により一般ビルに比べ75％の省エネルギーを実現します。また、屋根面に設
置した高効率太陽電池に加え、外壁にも建材一体型有機薄膜太陽電池を設置し、建物で使用す
るエネルギーと同量以上のエネルギーを創りだすことができます。
2014年6月の運用開始から2015年5月までの1年間で、エネルギー消費量は一般的な建物の
1/4程度となる463MJ/㎡・年、創エネルギー量は493MJ/㎡・年となり、建物単体での年間エネ
ルギー収支0（ゼロ）を達成しました。



小さな窓と外断熱により熱負荷を削減した、寒冷都市札幌に建つ事務所
ビルです。当社の札幌支店が入居する4～8階では、水の蒸発による冷却を
利用した「フリークーリング」による冷水を床埋設配管に循環して、スケルト
ン天井から放熱する「躯体蓄熱放射冷暖房」、床全面吹出空調システム
「T-Breeze」、太陽光採光システム「T-Soleil」等を採用し、快適な次世代オ
フィスであるとともに省エネルギーな環境配慮型建築を実現しています。

銀座の昭和通り沿い、マロニエ通りの入口に位置する、彫の深い伝統的な
デザインが印象的な事務所ビルです。当社の省エネルギー制御技術 
T-Zone Saver を照明だけでなく換気にも採用し、快適で働きやすいオ
フィスでありながら、省エネルギーを実現しています。

Projects

50％省エネを実現した省エネルギー事務所ビル

大成札幌ビル（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

T-Zone SaverによるLED照明及び
換気の制御を採用した省エネビル

銀座3丁目・Dビルディング（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

最先端の環境配慮技術とBCP対策を備えた国内トップレベルのスマート
オフィスです。外皮は日射遮蔽効果の高いシェードフレームと高性能
Low-Eガラスで構成され、国内初の外付採光ルーバーが導入されています。
執務室はLED照明だけでなく、換気及び空調についてもT-Zone Saverで
最適制御されています。これらの環境配慮技術により、カーボンハーフビル
となっています。

外部採光ルーバーを持つ高性能外皮と
先進の省エネ設備を導入するスマートオフィス

京橋ＭＩＤビル（設計：大成建設株式会社一級建築士事務所）

用途：事務所  店舗
延床面積：6,970㎡
規模：地下1階、地上8階
構造種別：RC造一部S造（TASMO構造）

用途：事務所  店舗
延床面積：3,921㎡
規模：地下1階、地上10階
構造種別：S造

用途：事務所、店舗 
延床面積：11.916㎡ 
規模：地下1階、地上12階 
構造種別：RC造一部S、及びSRC造（免震構造）  

お問い合わせ先 営業推進本部 企画推進部 プロモーション室  TEL：03-5381-5127（ダイヤルイン）
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