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自然の明かりのサイクルを
オフィス照明に

私たちには、日中は体温が上がり活動的になり、

夜間は体温が下がり休息的になるという特徴があります。

これは、身体が季節や時間のサイクルに沿った体内時間、

「サーカディアンリズム」を持っているからです。

しかし、常に均一な明るさを求め、強い光を浴び続けることの多い現代社会では、

その大切な感覚が保ちにくくなっています。

我々は、「サーカディアンリズム」の原理を応用したオフィス照明によって、

人間本位の快適なオフィス空間を提案します。

全く新しい、次世代のオフィス照明、「次・オフィスライティングシステム※」を感じてください。

もっと質の良い明かりをオフィスに。

※『THE Office Lighting System』、『次・オフィスライティングシステム』は（株）石井幹子デザイン事務所の登録商標です。また、意匠登録、特許出願済みです。
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次・オフィスライティングシステム3つのポイント

contents

3つのポイント

自然の変化を感じられる明かり ............................................2-3

季節と時間に合わせて明るさと色温度を自動制御 ................4

PC画面は見やすいまま、オフィス環境を向上 .......................5

タスク・アンビエント方式で明るさにメリハリを .........................6

オフィスの変化にも柔軟に対応...............................................7

導入事例

東京むさし農業協同組合 本店オフィス ....................................................8-9

日本コープ共済生活協同組合連合会 ................................................ 10-11

宏輝株式会社 .............................................................................................. 12

蒲郡信用金庫 .............................................................................................. 13

プロダクトラインナップ ............................................................................ 14-16

ショールーム ...................................................................................................17

撮影協力／東京むさし農業協同組合

快適

運用効率

省エネ



2 3

自然の変化を感じられる明かり
さわやかな朝の光から活力ある昼、そして安らかな夕暮れから夜までの光の移り変わりを

明るさと色温度の変化で表現します。時間や季節と共に変化するやわらかな光が、

ワーカーのストレスを軽減し、健康的で快適に作業できるオフィス環境を実現します。

撮影協力／東京むさし農業協同組合

昼白色
〈色温度：5000K〉

電球色
〈色温度：3000K〉

日没 夜日の出 日中

快適

光によって生体リズムのズレを防いでいる
人は、日中身体を動かし、夜は休める「サーカディアンリズム」という生体リズムをもっています。朝の明

るい光を浴びることで、「サーカディアンリズム」は24時間周期に正しく調整されます。一方、夜の明る

い光は、脳や自律神経系を必要以上に緊張させ、生体リズムを乱してしまうので、夜は照明の色温度

を低く、適度な照度に抑えることがポイントです。「次・オフィスライティングシステム」は、オフィスワーカー

への余分な刺激が少ない、生体リズムを保つ光環境を作りやすい照明だと思います。

九州大学大学院 芸術工学研究院
デザイン人間科学部門主幹教授
専門分野である生理人類学、人間
工学の見地から照明を研究。岡村
製作所をはじめ様々な企業と共同
研究し、人に優しい製品を生み出
す大きな力となっている。

安河内 朗 氏

専門家の声
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出典：株式会社岡村製作所　オフィス研究所

低評価

　悪い 良いPC画面の見やすさ

　悪い 良い仕事への集中

　悪い 良い気分や思考の転換

窮屈 ゆとりゆとり感

緊張 リラックスリラックス感

不快 快適快適感

　悪い 良い居心地感

ある ない心身の疲労感

ある ない仕事中のストレス感

低い 高い仕事中の覚醒度

どちらでもない 高評価

● 次・オフィスライティングシステム
● 従来型のオフィス照明（天井面蛍光灯）

ワーカー心理への作用

小さな発光素子の集合体で光を作り出してい

るため、拡散性が高く広い範囲を照らすこと

ができます。ムラが少なく、眩しさも軽減され

ているため、やわらかな印象の光になります。

複数個配置LED 次・オフィスライティングシステムのLED

一般的な大電力タイプLED

小電力タイプのLEDを複数個配置

大電力タイプのLEDを数個配置

配光

配光

発光面（点灯時）

発光面（点灯時）

面発光に近いため
眩しさ軽減

大電力仕様のため、発光
点が眩しく不快

ムラのない照度

カゲが重複

ムラなく綺麗な
配光を実現

配光特性が狭く、
照明ムラができる

照度分布（机上面）

照度分布（机上面）

ワークスタイルの
変化と明るさの関係

書類を用いる筆記作業から、液晶

モニターを用いるPC作業へとワー

クスタイルが変化し、従来ほどの

強い明かりを必要としないケース

が増えています。ワークシーンに

応じて明るさを調節することで、

省エネと快適性の両立が可能にな

ります。

季節と時間に合わせて明るさと色温度を自動制御 PC画面は見やすいまま、オフィス環境を向上
明るさと色温度は、時間および季節毎に変化します。

24時間365日分の制御プログラムがプリセットされており、オフィスの中にいても、

時間と季節の変化を感じ取れるようになっています。

ワーカーを対象にしたアンケート調査の結果、次・オフィスライティングシステムは、「PCの見やすさ」を損なわず、

「覚醒度」（眠気のなさ）を維持したまま、「ゆとり」や「リラックス」といった印象をもたらし、

仕事のしやすさに関係する「気分や思考の転換」「仕事への集中」に好作用を与えることがわかっています。

快適
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出典：株式会社岡村製作所　オフィス研究所

1.0

0.5

導入前

［kwh／席・日］
平均電灯
電力使用量

導入後
0

0.44

削　減

1.1

確実な省エネ効果

次・オフィスライティングシステムを導入したオフィスの電灯電力

消費量を計測した結果、導入前（天井面蛍光灯を採用した従来型の

オフィス照明）に比べ、約60%の削減となりました。

タスク・アンビエント方式で明るさにメリハリを オフィスの変化にも柔軟に対応
アッパーライトは天井面の反射による間接光でオフィス全体をやさしく照らします。ダウンライトは机上面

での作業がしやすいように、手元を明るく照らします。タスク（机上面）とアンビエント（オフィス全体）をそ

れぞれ個別に照らすことにより、メリハリがあり、ムダの少ない光環境を作り出すことができます。

家具と一体になっている次・オフィスライティングシステムは、ビル設備の一部である天井照明を改修する

のに比べ、大がかりな設備工事が不要で、容易に導入することが可能です。家具と同様に扱うことができる

ため、レイアウト変更にも柔軟に対応できます。また、オフィスの移転や改装後もそのまま使用できるため、

初期投資が無駄になりません。

ビル設備である天井照明を一切変更せずに導入することも可能です。

明るさが不十分な場合はスタンドライトやスポットライトなどを併用することで調節します。

省エネ 運用効率

次・オフィスライティングシステムは自然光との調和が可能で、積極的

に取り入れることで明るさが補われ、さらなる省エネが期待できます。

また開放感も高まり、居心地の良いオフィス空間となります。

自然光との相乗効果

撮影協力／東京むさし農業協同組合

省エネルギー性能

導入前前前
天井照天井照天井天井照明（蛍明（蛍明明（蛍光灯）光灯）光灯光灯灯灯灯

導入導導 後後
次・オフィスライテライ ィンググシステシシ ム
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・「来訪されるお客様に、居心地の良さを感じていただけている」

・「職員採用時には、職場の強みのひとつになっていると思う」

・「体にムリのない明るさでリラックスできる」

・ 「革新的な取り組みをしたことで、チャレンジできる気風が醸成された」

・「省エネについての意識が強くなった」

・ 「やわらかい間接照明は雰囲気が良い」

導入後の職員のみなさまの感想

総合企画部　
総務課　課長代理
建設専任担当

本多 聡 さま

東京むさし農業協同組合
本店オフィス
JA TOKYO-MUSASHI

タスク・アンビエントな光環境が
職員一人ひとりの、省エネへの姿勢を変えた

worker's Interview

節電を “行動” という形にできるから、
一人ひとりの中に根付く

本多さま: 本店の新設にあたっては、自然を営む

農業をサポートする農協として、環境に配慮したさ

まざまな機能や工夫を積極的に取り入れました。

当時は、東日本大震災による計画停電を経験

した後でもあり、節電への意識が高まっており、

オフィス照明も省エネ効果が高いタスク・アンビ

エント方式の「次・オフィスライティングシステム」

が候補にあがったのです。しかし、先駆的なタス

ク・アンビエント照明の導入は大きな試みであっ

たため、職員から役員まで何度もオカムラのショー

ルームに通い検証を重ね「これなら間違いない」

と確信を得てから採択しました。

　実際に導入してみると、LEDとタスク・アンビ

エント方式による省エネ効果の高さはもちろん大

きいのですが、それ以上に効果を感じているのが

職員一人ひとりの省エネ意識の変化です。各自

が手元のタスクライトを操作できるので、必要な

光を自分で調節し、ムダを省くようになりました。

節電への働きかけが日常の行為として形になっ

たことで、省エネへの意識が一人ひとりの中に

浸透していると感じます。

時間を感じる光の移ろいが
ワークサイクルを整える

　もう一つの効果は「快適さ」です。人にやさしい

自然な明かりをオフィスに取り入れることができま

した。窓から入る自然の光が、そのまま部屋の奥

まで届いているかのように感じるのは、サーカディ

アンリズムに対応した「次・オフィスライティングシ

ステム」が、季節や一日の光の移ろいを再現して

いるからなのだと思います。

　一日の光の変化もはっきりと感じられ、朝の白

い光に「さあ一日頑張るぞ」という気持ちになり、

夕方に向けて暗くなっていくことで「仕事の区切り

をつけよう」と思う。職員たちは一日のワークサイ

クルを作る気持ちが自然に生まれてくるようです。

かねてから、職員にはワークライフバランスのとれ

た働き方をしてもらいたいという強い思いがありま

した。オフィスの明かりで職員が身体的に時間を

感じとり、働き方にメリハリがついてきていると感じ

ます。

　本店で成果をあげられたので、今後は支店のオ

フィスにも取り入れていきたいと考えています。

三鷹、小平、国分寺、武蔵野、小金井の5つのJAが合併して1998年に発足。

生産者と消費者を結び、安全で新鮮な農産物を消費者に届ける活動をする傍

ら、地域に根ざした金融・共済・冠婚葬祭事業などを行っている。

本店住所：東京都小金井市貫井北町1-10-1

http://www.jatm.or.jp/

〈受賞歴〉

省エネ・照明デザインアワード2012 公共施設・総合施設部門／グランプリ

第26回（2013年）ニューオフィス推進賞／クリエイティブ・オフィス賞

導入事例

1



管理・開発本部
総務部　部長

谷澤 文明 さま
管理・開発本部　
総務部
総務グループ

浅野 小百合 さま
共済推進本部
北海道・東北地区推進部

移転当時の担当者

梅田 悠太 さま
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「我慢する節電」から「充足する省エネ」へシフト

worker's Interview

・ 「ライトを個々にON・OFFできるので、まるで自宅にいるように

自分のまわりを好ましい明るさに調節できて嬉しい」

・ 「オフィスのレイアウト変更のときに、面倒な配線の変更をする必

要がなくなり、自分たちで自由に動かせるようになり楽になった」

・ 「光の変化に気持ちが和み、息抜きにもなっている」

導入後の職員のみなさまの感想

32%

27%

2%

34%

どちらかと
言えば
ゆとりがある

ゆとりがある

窮屈である
空間全体の雰囲気・印象

5%

どちらかと言えば
窮屈である

どちらでもない

37%

41%

22%

どちらかと
言えば良い

良い

リラックス感

どちらでもない

タスク・アンビエント方式で
自然と共生する働き方へ

谷澤さま: 2013年に着工したこの建物は、ビル

全体を環境に配慮して設計しました。2020年に

向けてのCO2削減の課題を始め、環境保全の

推進は生協全体の取り組みです。折しも設計当

時は東日本大震災の直後で、節電対策は重要

な課題になっていました。

　オフィス照明に「次・オフィスライティングシステ

ム」を採用した決め手は、LEDとタスクアンビエン

ト方式に、省エネ効果が大きく見込めたことです。

　前オフィスでは、震災後は照明を間引く方法で

節電に取り組んでいましたが、部屋全体が薄暗

いのを我慢しながらの節電でした。「次・オフィス

ライティングシステム」は、不要な明かりは省きつ

つも、人の周辺と作業に必要なところには十分

な明かりが行き渡っています。「必要なところに必

要なだけ」という考え方は、無駄な消費を抑えて

自然と共生する生協のコンセプトにも通じます。

自然光を再現するオフィスの光で
新しい季節の訪れを感じる

浅野さま: 9月になったある日の夕刻、オフィスの

光がぽうっと黄色くなったことに気づきました。そ

れは、ほの明るい「秋の夕暮れの光」でした。室

内にいながら季節の移り変わりを感じた職員たち

はその新鮮な驚きを楽しんでいました。

谷澤さま: 一日の自然光の変化も再現する「次・

オフィスライティングシステム」は、職員の働き方

も変えてくれました。夕方になるにつれ、段 と々日

が暮れるようにオフィスの光が弱くなるので、一

日の終わりを感じるのでしょう、職員の残業時間

が目に見えて減ってきました。自然の時間軸に

沿った光が、職員のワーキングリズムを整えてい

るようです。

浅野さま: 「次・オフィスライティングシステム」は、

日々、リラックスして働ける環境作りに大きく貢献

しています。

日本コープ共済
生活協同組合連合会  
CO・OP KYOSAI

各地の生協や生協連合会が加入する全国連合会。組合員相互の助け

合いにより、組合員のくらしの中で起こる経済的な損失を保障する

ことを中心に、くらしの向上と豊かな社会づくりをめざしている。

本部住所：東京都渋谷区千駄ヶ谷4 -1-13

http://coopkyosai.coop/

導入事例

2



導入事例
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13

天井高を考慮してオプションの「リフレクター」を導入。手元に必要な明
るさを確保しつつも、光源が直接目に入らないため、まぶしさも感じない。

導入を決めた理由は、サーカディアンリズムに即した調色・調光

が容易であることです。せっかく自然光が燦 と々降り注ぐ恵まれ

た空間にいるのですから、オフィス内も太陽の動きに合わせ、朝

からいきいきと働き、夕暮れとともに徐々にクールダウンしていき、

日が暮れた後は職場を後にする。こうした毎日の積み重ねによっ

て初めて社員たちが心身共に健康で働けるオフィス環境が実現

できるのではないかと考えたのです。医薬品原料を扱う会社の

社員が不健康では、話に説得力がなくなりますから。

また、デスクユニットであれば、レイアウト変更や退去時の原状

回復にも容易に対応可能ということも採用理由のひとつです。

12

規則正しい働き方の大切さ

1948年に蒲郡信用組合として設立して以来、現在は愛知県全域と静岡県の湖西市・

浜松市に営業拠点を置き地域社会と産業の発展に貢献している。2015年に本部を

新築・移転する際に、東日本大震災の教訓を基に、地震、津波などの自然災害に強い

環境を目指し「活動し続けることができるオフィス」を計画。

天井からの落下物被害ゼロと、快適で健康的な執務環境を実現するために「次・オフィス

ライティングシステム」を導入。

本部住所：愛知県蒲郡市神明町4-25

http://www.gamashin.co.jp/

蒲郡信用金庫
The Gamagori Shinkin Bank

worker's voice
導入事例

3
宏輝株式会社

医薬品・化粧品原料の製造・販売を行っている。生薬・甘草由来成分であるグリチ

ルリン酸の研究・製造は業界トップ。

医薬品原料を扱うことから社員の健康と、省エネを考慮し、開放的な窓から四季の

景観も感じられる豊かな環境の整っている美術館をオフィスに転用。この豊かな環境

を活かすため、サーカディアンリズムに即した「次・オフィスライティングシステム」を導

入。ビル付帯の設備を使用した場合と比べて約76％の消費電力削減に成功。

COKEY CO.,LTD.

本社住所：東京都千代田区三番町2番地 三番町KSビル1F

http://www.cokey.co.jp/

〈受賞歴〉

省エネ・照明デザインアワード2011 公共施設・総合施設部門／優秀事例　

第24回（2011年）ニューオフィス推進賞／クリエイティブ・オフィス賞
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用

Aption Free用4灯タイプ＋専用Aption Free Manifold用2灯タイプ＋専用Manifold

※ 3灯タイプは壁前への設置を
　想定した形状になっています。

用途や設置場所、必要照度に応じてシェードデザインを選べます。

ONOFFスイッチ
シェードのセンサー部に手をかざすだけで
点灯・消灯させることができます。

4灯タイプ 3灯タイプ 2灯タイプ

テーブルセット　アッパー＆ダウンライト　4灯／2灯タイプ

フロアスタンド　アッパー＆ダウンライト　4灯／3灯／2灯タイプ

CLOVER TYPELINE TYPE

カラー（本体）

G975（ホワイト）

受

受

受 …受注生産となります。

G637（スキップシルバー）

G859（ライトゴールド）

アッパーライト

プロダクトラインナップ

3つのシェードタイプバリエーション

※ 天井高が3000 Hを超える場合に
使用します。

※  ONE BLOCK用、Alt Share HS
用へは取り付けられません。

リフレクター
※ 設置箇所はご要望に応じます。ク

ローバータイプでも、グループ単位

でのONOFFに使用できます。

ONOFFスイッチ

用

アッパー&ダウンライトアッパーライト／アッパー＆ダウンライト

アッパーライト／アッパー＆ダウンライト

用

用 用

ラインタイプ用オプション用
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SHOWROOM OFFICE

オカムラガーデンコート・ショールーム

東京都千代田区紀尾井町4-1

ニューオータニ・ガーデンコート3F

電　話：03（5276）2001

開　館：午前9時～午後6時（土曜日 午前10時～午後5時）

休館日：日曜、祝日

オフィスラボ

東京都千代田区紀尾井町4-1 ニューオータニ・ガーデンコート内

※ご見学を希望の方は担当営業までお問い合わせください。

エフエム・ソリューション

東京都千代田区永田町2-14-3 東急不動産赤坂ビル12階

電　話：03（3593）4601

※ご見学を希望の方は担当営業までお問い合わせください。

オカムラ大阪ショールーム

大阪府大阪市北区大深町4-20

グランフロント大阪 タワーA 21F

電　話：06（4802）3370

開　館：午前9時～午後6時（土曜日 午前11時～午後5時）

休館日：日曜、祝日

東京 オフィスラボ

エフエム・ソリューション大阪

ショールーム

LEDの出力（0～100%）と色温度（3000～5000K）を無線通信で制御します。

DD75ZZ-GA84
※ 専用ソフトウェア付属

※  ラインタイプ・クローバータイプ共通

※  設置する環境により、通信可能範囲が異なります。フロアまたぎ、壁またぎの通信は行えません。

　 詳しくは担当者にお問い合わせください。

LEDタスクライト

調光機能付
Z750（シルバー）
消費電力11W
電源コード長さ：2.0m
調光範囲：25～100%（4段階）　
色温度：5000K

XC20（ブラック）
XC21（シルバー）
色温度：3000K
調光機能付（7段階）
消費電力8W

Z750（シルバー）　
消費電力11W
電源コード長さ：2.0m
調光範囲：25～100%（4段階）
色温度：5000K
※ 各種デスクパネルの「ファンクションレール」
に取り付けます。

 G911（ホワイト）
G721（ネオブラック）
出力：24V
電源コード長さ：1.9m
待機電力ゼロ

700H
ベース・支柱：スチールブラック塗装
消費電力13W
電源コード長さ：3.2m
3段階調光
色温度：3000K

1900H
ベース・支柱：スチールブラック塗装
消費電力13W
電源コード長さ：2.0m
3段階調光
色温度：3000K

 G911（ホワイト）
消費電力6.9W
DC出力：10.5V
電源コード長さ：1.9m
待機電力ゼロ

非接触ONOFFスイッチ
調光調色機能付
G646（ホワイト）,G696（ブラック）
消費電力0.5～6.4W
電源コード長さ：2.0m
調光範囲：10～100%（5段階）
色温度：2700～6500K（5段階）

スタンド用丸ベース付　調光機能付
Z750（シルバー）
消費電力11W
電源コード長さ：2.0m
調光範囲：25～100%（4段階）　
色温度：5000K

Z752（シルバーメタリック）
消費電力7W
電源コード長さ：2.0m
色温度：5000K
スタンドタイプのベースはDD67LCと共通です。

クランプタイプ
DD67LA-Z750　¥41,900

クランプタイプ
DD67FW-G□□□　¥32,700

スタンドタイプ
DD67LC-Z750　¥52,600

クランプタイプ　DD67FM-Z752 　¥16,800
スタンドタイプ　DD67FN-Z752　¥27,500

DD67HZ-XC□□
¥62,400

DD67LB-Z750
￥43,000

LW6LED-G□□□
¥19,900

DD64XB-G204
¥111,400

DD64XA-G204
¥123,900

LW5LED-G911
¥16,000

クランプタイプ /スタンドタイプ

スタンドタイプ

パネル設置タイプ フロアスタンドタイプ

専用コントローラー
次・オフィスライティングシステムは以下のショールーム・オフィスにてご覧いただくことができます。

明るさの個別調節のため、ダウンライトまたはタスクライトの設置をおすすめしています。




