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C O N T E N T S

巻頭インタビュー
中規模ハイグレードオフィスビル

「B
ビ ズ コ ア

IZCORE築地」の建築と照明
日鉄興和不動産が展開している中規模ハイグレードオフィスビル「BIZCORE」シリーズ

第3弾「BIZCORE築地」が完成し、建築と照明について、日鉄興和不動産の北川彰宏様

と、戸田建設の中本裕美子様、出雲宙様にお話を伺いました。

「BIZCORE」シリーズ第3弾となる
「BIZCORE築地」が誕生。

―はじめに、「BIZCORE」の第 3 弾が築地に

建設された理由をお聞かせください。

北川　「BIZCORE」の BIZ はビジネスの意味で、

CORE は中心、つまり新時代を担う企業ビジネ

スの本質を追求するためのオフィスという意味

が込められています。シリーズ第３弾を築地に

建設したのは、築地市場移転後の再開発が注

目されており、今後予定されている環状 2 号

線や BRT の整備によって利便性の向上が見込

まれ、さらなる発展が期待されている好条件

の立地だからです。

―次いで、建築設計についてお聞きします。外

観デザインの設計意図は。

北川　外観デザインは「BIZCORE」シリーズで

統一性をもたせています。具体的にはアルミ

カーテンウォールを施したファサードと各フロア

の独立性を強調するフレームを組み合わせるこ

とで、企業の信用力や先進性を想起させるデザ

インとしています。洗練された造形美に加え、遮

熱・断熱効果を意識した機能美も備えています。

　1 フロアごとにフレームで囲んだ立体感のあ

る表情が独立性を強調し、フロア全体が働く

方にとっての「自分の城」であり、ここで働く

誇らしさを生み出すデザインであり、一つひと

つの「自分の城」を積み重ねた「積層」のイメー

ジは企業同士のシナジー創出によるさらなる

成長を表現しています。

―1 フロア 200 坪の無柱空間とした基準階テ

ナントオフィスの建築的な特徴は。

中本　貸床面積を最大限に確保すると共に執

務空間としての開放性・快適性とレイアウトの

柔軟性を実現するためにできる限り整形な無

柱空間としています。また、南側の全面カーテ

ンウォールにより、採光に優れた明るい空間を
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創出しています。

北川　整形無柱空間なので、天井の耐震性を

配慮して天井裏にしっかり耐震ブレースを入れ

て、地震等による天井の落下防止を図った安

全設計としています。

―1 階のエントランスホールについては如何で

しょうか。

中本　まず、外部から続く落ち着いたダイヤ

モンドブラック水磨きの壁で建物内部へ導入

し、エントランスホールではサモア SC（御影

石）の割肌のコンセプトウォールの壁が迎え入

れ、そこから続くサモア SC のビシャン仕上げ

の壁がエレベーターホールまで引き込むデザイ

ンとしています。仕上げを変え素材感を出しな

がら落ち着いた石の空間とすることで、上質で

洗練された空間であることと同時に、心地よさ

も追求しています。この建物の導入の形を、折

り上げ天井の照明計画でも表現しています。ま

た、天井高さは 3.5 ｍとし、自動ドアやガラス

を同じ高さにして空間の制約のある中での開

放的な広がりを感じさせる空間を目指しました。

北川　「BIZCORE 築地」 は無人ビルなので、

無人受付システムを採用しています。エントラ

ンスホール内には、コミュニケーションが喚起

できるよう椅子を配置し、エレベーターホール

にはデジタルサイネージを設置して地域周辺

のグルメ情報等の案内を流しています。

「憩」をテーマに品格ある緑化計画と
した屋上庭園。
―次いで、四季の移り変わりを感じることがで

きるという屋上庭園については。

中本　緑化全体のテーマは「品格のある和

モダンの緑化計画」で、エントランスの「導」、

道路側の「華」、屋上部の「憩」の 3 つの種

類の緑化を計画しました。屋上部は「憩」をテー

マに「地上部のデザインを踏襲しつつ、憩いの

場として柔らかな表情を生み出す緑化空間と

なることを心がけました。

基準階にLEDシステム天井器具グ
リッドタイプ＋調光センサーを採用。
―続きまして、照明設計についてお聞かせくだ

さい。まず、照明設計コンセプトから。

北川　照明は LED の特性である省エネルギー、

長寿命、低発熱、即時点灯などのメリットを活

かすために、全て LED 器具の採用を照明設計

の基本コンセプトとしています。そして、どの

位置に執務机が設置されても仕事に集中でき

る視認性とその空間で過ごす人に心地よい明

かりを提供する照明計画を意図しました。

―2 階～ 8 階の基準階に LED システム天井器

具グリッドタイプが採用された理由は。

出雲　理由は、入居企業様が組織の変更や増

基準階オフィスフロアにはLEDシステム天井器具グリッドタイプ（カバーシリーズ）❸を採用。

６～8m角エリア毎に調光センサーを設置。 薄形LEDシステム天井器具の600mm角
グリッドタイプ（カバーシリーズ）❸

基準階エレベーターホールの照明❶

トイレのLED照明❶

足元用にLEDライン器具❷を
設置したパントリー。
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員などによる間仕切り変更やレイアウト変更

に対応しやすいからとうかがっております。この

600mm角グリッドタイプは事務所ビルではスタ

ンダードで、これ以上小さくなると設備機器等の

設置や天井裏の点検は難しいです。最近、設備

機器は600mm角グリッドに合わせたサイズのラ

インアップが多くなってきており、自由度も高く

なっています。ただ、今回は天井裏の高さにある

程度の制限がありましたので、制限のある空間

の中に無理なく納まる照明器具を模索する中で、

東芝ライテックから紹介いただいた新しく発売

された非常に薄いタイプの器具を実験したとこ

ろ、ぴったり納めることができました。またグレ

アに関しても、通常のルーバーとは異なり特殊

加工の下面カバーにより眩しさがより低減され

ていることから、快適な光環境となることが実

物を見て分かりましたので、この薄形の600mm

角グリッドタイプを採用することとなりました。

照度750ルクスを確保し、調光センサー
を配置して省エネ・省コスト化を実現。
―基準階でのLED照明による平均照度、及び色

温度は如何でしょうか。

北川　あらかじめ設定した机上面照度 750 ル

クスを確保しつつ、アルミカーテンウォールより

自然光を採り入れることで照明負荷の低減を

図っています。

出雲　調光センサーは一辺 6 ～ 8m のエリア

毎に設置しており、LED 照明との連動による昼

光利用制御で省エネとなるよう計画しています。

色温度は 4000K に統一しています。器具の平

均演色評価数は Ra83 で PC 画像の色合いや

人の顔も鮮明に映ります。

―照明制御システムはどのように活用されてい

るのでしょうか。

出雲　事務所エリアの照明制御は、基本的に

は入口のスイッチによる ON ／ OFF 操作とし、

最終退室時にはカードリーダーからの信号によ

り自動で OFF になるように制御しています。共

用エリアについては、一番最初に入館された

方のカードリーダーからの信号により照明を点

灯させ、最終退室信号により消灯するよう制御

しています。トイレは人感センサーにより ON/

OFF します。

―エントランスホールの照明設計のポイント、

器具選定、照度などについては。

出雲　天井面を上品な仕上がりに見せるため、

最終的には LED ダウンライトを採用しました。

色温度は 3000K とし、落ち着いた空間をつく

るように計画しています。平均照度は 200 ルク

スです。

―屋上庭園については如何でしょうか。

中本　建築のところでお話しましたが、憩いの

場として柔らかな表情を生み出す緑化空間を

テーマとして、エレベーターホールを出た正面

の壁面緑化と屋上庭園と同じレベルで周囲に配

置した緑化の 2 種類で構成しています。その中

にデザインと機能性にこだわったソファやテーブ

ルを配置することにより、快適なリフレッシュス

ペースを提供することを意図しています。

出雲　屋上庭園は、効率的に照度を保つよう

照明を配置し植栽を照らしながらも、器具の

存在を極力表に出さないよう目線に入らない

位置に照明を配置し植栽をライトアップしてい

ます。明るさと暗さがリズミカルに響き合って

程よく空間を引き立てるよう計画しています。

―本日は貴重なお話を聞かせて頂き、有難う

ございました。

エントランスホールの照明　LEDダウンライト❶とLEDライン器具❷による建築化照明。

器具が目立たないよう配置された屋上庭園の照明❹❺ 屋上庭園のLED一体形スパイク式
スポットライト❹

LEDダウンライト❶と間接照明❷による1階エレベー
ターホールの照明。

特集 BIZCORE 築地
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員などによる間仕切り変更やレイアウト変更
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の中に無理なく納まる照明器具を模索する中で、

東芝ライテックから紹介いただいた新しく発売

された非常に薄いタイプの器具を実験したとこ

ろ、ぴったり納めることができました。またグレ

アに関しても、通常のルーバーとは異なり特殊

加工の下面カバーにより眩しさがより低減され

ていることから、快適な光環境となることが実

物を見て分かりましたので、この薄形の600mm

角グリッドタイプを採用することとなりました。

照度750ルクスを確保し、調光センサー
を配置して省エネ・省コスト化を実現。
―基準階でのLED照明による平均照度、及び色

温度は如何でしょうか。

北川　あらかじめ設定した机上面照度 750 ル
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毎に設置しており、LED 照明との連動による昼
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最終退室時にはカードリーダーからの信号によ

り自動で OFF になるように制御しています。共

用エリアについては、一番最初に入館された

方のカードリーダーからの信号により照明を点

灯させ、最終退室信号により消灯するよう制御

しています。トイレは人感センサーにより ON/

OFF します。

―エントランスホールの照明設計のポイント、

器具選定、照度などについては。

出雲　天井面を上品な仕上がりに見せるため、

最終的には LED ダウンライトを採用しました。

色温度は 3000K とし、落ち着いた空間をつく

るように計画しています。平均照度は 200 ルク

スです。

―屋上庭園については如何でしょうか。

中本　建築のところでお話しましたが、憩いの

場として柔らかな表情を生み出す緑化空間を

テーマとして、エレベーターホールを出た正面

の壁面緑化と屋上庭園と同じレベルで周囲に配

置した緑化の 2 種類で構成しています。その中

にデザインと機能性にこだわったソファやテーブ

ルを配置することにより、快適なリフレッシュス

ペースを提供することを意図しています。

出雲　屋上庭園は、効率的に照度を保つよう

照明を配置し植栽を照らしながらも、器具の

存在を極力表に出さないよう目線に入らない

位置に照明を配置し植栽をライトアップしてい

ます。明るさと暗さがリズミカルに響き合って

程よく空間を引き立てるよう計画しています。

―本日は貴重なお話を聞かせて頂き、有難う

ございました。

エントランスホールの照明　LEDダウンライト❶とLEDライン器具❷による建築化照明。
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特集 BIZCORE 築地

LEDシステム天井器具600mm角グリッドタイプ（カバーシリーズ）❸を採用した基準階フロア。

風除室から望むエントランスホールの照明❶❷

照明器具の存在感を抑えた屋上庭園の照明❹❺グリッドタイプの器具❸に組み込まれた各種の設備機器。

最新の大規模オフィスビル同等のスペックを有する中規模ハイグレードオフィスビル「BIZCORE」シリーズの第3弾

「BIZCORE 築地」が、神保町エリア、赤坂エリアに次いで築地エリアに誕生。貸室約200坪の整形無柱空間を実現し、

共用部に1階エントランス、屋上には庭園を配置しています。貸室の照明はLEDシステム天井器具600mm角グリッドタイ

プを採用し、調光センサーを使用して無駄なく最適な明るさを確保しています。

優れた省エネ性能と建築設備等に高い適応性を発揮する、LEDシステム天井器具グリッドタイプ＋調光センサーを採用。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

室内

❶ LEDユニット交換形ダウンライト
LEKD153013L-LS9 433 消費電力：10.6W
LEKD103015LY-LD9 84 消費電力：8.3W

❷ LED屋内用ライン器具
LEDL-06501L-LD9 15 消費電力：15.5W
LEDL-12501L-LD9 12 消費電力：28.5W

❸ LEDシステム天井器具グリッドタイプ（カバーシリーズ） LERC-64410W-LD9 1302 消費電力：30.7W

屋上庭園
❹ LED一体形スパイク式スポットライト LEDG87908L(K)-LS 10 消費電力：7.8W
❺ LEDガーデンライト全周ルーバー付 EFX-12502K 8 消費電力：7.3W

【 物件概要 】
所在地：東京都中央区築地四丁目 6 番 4 号
延床面積：6,757.73 ㎡
基準階貸室面積：661.41 ㎡
構造・規模：鉄骨造（一部 RC 造）、地上 8 階地下 1 階
施主：日鉄興和不動産㈱
設計・監理：戸田建設㈱ 一級建築士事務所
施工：戸田建設㈱ 東京支店
竣工：2019 年 7 月

広く開放的な整形無柱空間の貸室の照明は、オフィス入居者のレイ

アウト変更にもフレキシブルに対応し、省エネ性にも配慮し LED システ

ム天井器具 600mm 角グリッドタイプを採用。調光センサーを区画毎に

設置し、あらかじめ設定した照度 750 ルクスを維持しながら、LED 器

具と調光センサーとの連動によりさらなる消費電力の削減を図っていま

す。照明器具には、眩しさ感を大幅に軽減する特殊加工の下面カバー

が装備されており、快適な執務空間を提供すると共に、器具の演色評

価数は Ra83 のため、人の顔や PC 画像の色合いも鮮明に映ります。

エントランスホールは、サモア SC（御影石）を素材とした落ち着いた

空間としています。照明は LED ダウンライトを採用して意匠性に配慮し、

周囲の折り上げ天井は LED ライン器具による柔らかな間接光で人々を

迎え入れる温かな空間造りとしています。屋上庭園は、憩いの場として

随所にソファやテーブルを配置。照明は、LED スポットライトや LED ガー

デンライトを使用し、器具の存在を意識させずに植栽を効果的にライト

アップしています。

日鉄興和不動産は、港区赤坂に本社を置く総
合デベロッパーです。ビル事業と住宅事業を中
心に事業を展開しています。ビル事業では、港
区・中央区・千代田区を中心に大規模都市開発

「インターシティ」、中規模ハイグレードオフィ
スビル「BIZCORE」を代表とするビルの開発・賃
貸を行っています。住宅事業では、分譲マンショ
ンの「LIVIO」、外国人向け高級賃貸マンション

「HOMAT」をシリーズ展開しています。

特集 BIZCORE 築地
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エントランス、総合受付などがある1階は吹抜けになっており、開

放感を演出し、利用者を穏やかに迎えます。吹き抜け天井に光膜照明

を採用し、TENQOOシリーズ直付形の昼光色を552 台配置しています。

天候、時間にかかわらず自然光のような白く爽やかな空間を創りました。

2階の外来待合スペースは、折り上げ天井に TENQOOシリーズ直付形

の温白色を採用しています。19 階の特別病棟は、ラウンジの天井がゆ

るやかに曲線を描く折り上げ天井になっており、TENQOOシリーズを

間接照明として、壁際にはグレアレスの LEDダウンライトを配し、電球

色で統一しています。また特別個室はTENQOOシリーズ電球色を採用

し、プライベート感に満ちた空間で治療に専念できる環境をつくってい

ます。このほか 9 階の職員食堂は温白色の LEDダウンライト、間接照

明にてしつらえ、緊迫した医療環境の中で落ち着ける空間を提供してい

ます。院内全体の照明が上品で洗練され、どこにいても快適で落ち着

ける照明環境を創出しています。

光膜照明や間接照明の効果的な採用で、快適で穏やかな照明環境を創出。

2019 年 7 月に東京医科大学の新病院が開院しました。新病院は �患者ファーストのものづくり� をコンセプトに、

都心の快適な大学病院として生まれ変わりました。照明設計においてもそのコンセプトのもと、くつろげる空間、快適

な入院生活ができる環境のため各フロアやスペースの機能によって、LED 器具を使い分けて配置しています。

特集 東京医科大学　新大学病院
【 物件概要 】

所在地：東京都新宿区
延べ床面積：約 98,000 ㎡
病床数：904 床
階層：地上 20 階・地下 2 階
施主：学校法人東京医科大学
設計・施工：株式会社 大林組
開院：2019 年 7 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

院内

LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形 ❶ LEKT407693D-LD9（昼光色） 403 消費電力：43.0W
LED ベースライト TENQOO シリーズ 20 タイプ直付形 ❷ LEKT207323D-LD9（昼光色） 149 消費電力：21.6W
LED ベースライト TENQOO シリーズ 70 タイプ直付形 ❸ LEKT407323WW-LS9（温白色） 28 消費電力：19.7W

LED ベースライト TENQOO シリーズ直付形
❹ LEKT407323WW-LS9（温白色）　 22 消費電力：19.7W
❺ LEKT407323VL-LS9（電球色） 16 消費電力：21.3
❻ LEKT407693VL-LD9（電球色） 42 消費電力：47.0W

LED ダウンライト ❼ LEKD256013WW-LS9（温白色） 109 消費電力：17.5W
LED ダウンライト（グレアレスタイプ） ❽ LEKD1563013L-LS9（電球色） 17 消費電力：10.8W

9階特別病棟ラウンジ　LEDベースライト❺とLEDダウンライト❽の電球色で統一。Ra90以上の高演色。

2階外来待合スペース　LEDベースライト❹で間
接照明を計画。

特別個室　LEDベースライト❺❻で落ち着きある
空間を創出。Ra90以上の高演色。

3階外来エリアから見た光膜照明。

職員食堂　LEDダウンライト、間接照明❼を中心に
配置。

552台のLEDベースライト❶❷の光膜照明によっ
て3層の吹抜け空間の開放感を演出。

特集 東京医科大学　新大学病院



98 2020-1　Lighting Scene No.6 2020-1　Lighting Scene No.6

生産とオフィスの機能分離が図られた新工場は、工場棟と事務棟の2

棟からなり、シンプルな平面構成や大スパンによる柱の少ない構造によ

り、最先端の自動生産システムにフレキシブルに対応できるつくりとなっ

ています。外観は白を基調とした、周辺環境と調和しつつ存在感のある

デザイン。企業の顔となる施設と位置付けられ、コーポレート・アイデ

ンティティをモチーフにした外構計画などが実施されています。

照明設計では、省エネ性を重視するだけでなく、作業環境の運用効

率を確保しつつ、保守性やフレキシビリティにも配慮し、各スペースごと

に適材適所の照明器具が選ばれました。

　とりわけ目を引くのが、幹線道路側に位置する長さ180mにもなる事務

棟のライトアップ。2階部分の大きな開口部と縦ルーバーの外装意匠がファ

サードの特徴となっており、夜間には色温度5000KのLED小形角形投光器

によるアッパー照明とLEDライン器具屋外防水用ライン器具による間接照

明により建物を印象強く浮かび上がらせています。また、事務棟前面に広が

る外構緑地には、曲線状に延びる歩行路沿いに電球色のLEDガーデンライ

トを配置して、無機質でない上品かつ温かみのある空間を演出しています。

長さ180mの事務棟の印象的なファサードを、LED小形角形投光器とLEDライン器具屋外防水用ライン器具によりライトアップ。

北九州空港を海上に望む福岡県苅田町の新松山臨海工業団地の広大な敷地に、ユニ・チャームプロダクツが国内市

場はもとより海外市場に向けた新たな生産拠点として九州工場を建設しました。薄暮から夜にかけて、空港を結ぶ県

道 245 号線を行き来する人々に、その美しいライトアップと外構照明が新工場の存在をアピールしています。

事務棟ライトアップおよび外構の照明　150Wコンパクトメタルハライドランプ器具相当のLED小形角形投光器❶とLEDライン器具屋外防水用ライン器具❷
により事務棟2階をライトアップ。外構緑地には2700KのLEDガーデンライト❸を計60台採用。

特集 ユニ・チャームプロダクツ（株） 九州工場
【 物件概要 】

所在地：福岡県京都郡苅田町鳥越町 13-3  
構造規模：工場棟・鉄骨造、　事務棟・鉄骨造
施主： ユニ・チャームプロダクツ㈱
設計： 鹿島建設㈱
施工： 建築／鹿島建設㈱
 電気工事担当／㈱きんでん・㈱関電工
竣工： 2019 年 3 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

事務棟外観
❶ LED 小形角形投光器（8,000lm クラス） 耐塩形中角タイプ LEDS-08908NM-LS9 62 消費電力：60.0W
❷ LED ライン器具 屋外防水用ライン器具（昼白色） LEDL-12902N-LS9 83 消費電力：20.5W

外構 ❸ LED ガーデンライト 全周配光タイプ LED ユニットフラット形 ロングポール LEDG-67305 改＋ LPD-100GX 改 60 消費電力：5.0W

事務棟屋内
❹ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 連結用 埋込形 下面開放 W150（3,200lm タイプ） LEKR415323J1/J2/J3N-LS9 48 消費電力：19.5W
❺ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 連結用 埋込形 下面開放 W150（2,500lm タイプ） LEKR415253J1/J2/J3N-LS9 56 消費電力：17.0W
❻ LED ベースライト TENQOO スクエアパネルタイプ 埋込形 乳白パネル □ 450 LEKR745851FN-LD9 9 消費電力：43.0W

工場棟屋内
❼ LED 高天井器具 角形シリーズ（光源寿命 60,000 時間タイプ） 広角タイプ LEDJ-20038N-LD9 8 消費電力：222W
❽ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 直付形 W70 LEKT407523N-LS9 42 消費電力：32.5W
❾ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ 連結用 埋込形 下面開放 W150（2,000lm タイプ） LEKR415203J1/J2/J3N-LS9 22 消費電力：13.6W

渡り廊下 ❿ LED 屋内用ライン器具 LEDL-09501N-LS9 60 消費電力：22.5W

事務棟/2階事務室　3,200lmタイプの埋込形LEDベースライト（連結用）❹を6灯1列とし、3.6mの間隔で8列配置。

工場棟/ホール　自然光を取り入れるトップライト
を中央に設け、11灯連結のLEDベースライト❾を
左右に配置。

工場棟と事務棟を結ぶ渡り廊下
工場見学通路として展示パネルが
並ぶ渡り廊下は、ガラスウォール
下部に設置した5000Kの LED 屋
内用ライン器具❿により明るさが
確保された、屋外からも目を引く
照明演出。

事務棟/2階会議室（左）および食堂（右）　会議室にはLEDスクエア器具❻を、食堂にはLEDベースライト❺を採用。

工場棟/工作室　LED高天井器具❼8台とレース
ウェイに設けたLEDベースライト❽が影を抑えた作
業環境を創出。

衛生用品大手ユニ・チャームの生産子会社であ
るユニ・チャームプロダクツが、陸・海・空の要
所である北九州地区に国内 4番目となる工場を
建設。2019 年 3月に竣工しました。スマートファ
クトリーをコンセプトとした新工場は、さまざまな
自動設備や IoT の活用による最先端の生産機能
を持つ。輸出の利便性、国内流通の効率化、事
業継続性、あるいは地域共生など、あらゆる視点
から高いレベルを追求した工場となっています。

2階外周部に設置されたLED小形角形投光器❶

特集 ユニ・チャームプロダクツ（株） 九州工場
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新たな街の玄関口として目を引く大屋根形状の外観デザインが採用さ

れた「てだこ浦西駅」駅舎。ドーム形の大屋根は、側面にガラスや有孔

折板を多用することにより、プラットホームに自然光が差し込むよう設

計され、また通風も確保。明るく開放的なホーム空間となっており、外

部からはモノレールの往来が見え、ホームからは新しい街並みが見え、

発展していく街との一体感の醸成も考えられています。夕方から夜間に

かけては、ホームの照明と大屋根ライトアップの明かりが漏れ光となり、

薄暮の中に駅舎を浮かび上がらせます。

ホーム空間に採用された主要な照明器具は、ベース照明とライトアッ

プ照明の２タイプ。ベース照明には機能性を重視して5000Kの LED高

天井器具が選ばれ、10 灯 2列、計20 灯が整列配置されました。大屋

根の構造体を照らし上げるLED小形角形投光器には、ベース照明の昼

白色とは対照的な 3000Kの LED 投光器を採用。天井梁上と軌道外側

に計18灯を設置し、個性的な駅舎デザインの新しさと上質感を演出し

ています。

ガラス材や有孔折板が多用された大屋根を、屋内から LED 小形角形投光器によりライトアップ。

県内唯一の鉄道路線として 2003 年に開業して以来、地域発展に貢献してきた沖縄都市モノレール（愛称：ゆいレール）

が 2019 年 10 月に延長開業。沖縄本島中部からのパークアンドライドの拠点機能が期待される終着駅「てだこ浦西駅」

は、大屋根構造を採用した駅舎本体のデザイン性とその美しいライトアップが、新たな街のランドマークとなっています。

大屋根ライトアップおよびプラットホームの照明　 ベース照明のLED高天井器具❶は昼白色、ライトアップ照明のLED小形角形投光器❷は電球色と、照明演
出の目的に合わせて光色を選択。

特集 沖縄都市モノレール てだこ浦西駅 駅舎
【 物件概要 】

所在地：沖縄県浦添市前田 1586-2
建築面積：733.86 ㎡
延床面積： 442.17 ㎡（建築基準法上）／
 2,191.69 ㎡（プラットホーム階、軌道床階、コンコース階、ピロティ）
構造規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造地上 1 階（建築基準法上）
施主：インフラ／沖縄県　インフラ外部／沖縄都市モノレール㈱
設計： 建築／八千代エンジニヤリング㈱・㈱ワールド設計共同企業体
 設備／㈱総合設備企画
施工：建築／㈱仲本工業・共和産業㈱・㈱富士建設特定建設工事共同企業体
電気／相互電気㈱　機械／南西空調設備㈱
竣 工：2019 年 10 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

ホーム
❶ オイルミスト対応 LED 高天井器具 広角タイプ LEDJ10915NW-LS9OP 20 消費電力：64.0W
❷ LED 小形角形投光器 広角タイプ LEDS-08908LW-LS9 18 消費電力：60.0W

改札口、
コンコース
および階段

❸ LED ライトエンジンダウンライト一般形Φ 150　ランプ：LED ライトエンジン 2000 クラス
LEDD-16001M-LD9

46 消費電力：18.2W
LECF/18N-W19GH5085

❹ LED ライトエンジンダウンライト傾斜天井用Φ 150　ランプ：LED ライトエンジン 1600 クラス
LEDD-16701M-LD9

11 消費電力：13.8W
LECF/14N-W15GH5085

❺ LED 小形角形投光器 広角タイプ LEDS-08908NW-LS9 4 消費電力：60.0W

ピロティ ❻ LED ブラケット　ランプ：LED 電球 ミニクリプトン形
LEDB88908(K)

20 消費電力：7.0W
LDA7L-G-E17/S/60W

薄暮時外観　大屋根側面に使われたガラス材と有孔折板部からの漏れ光が個性的なデザインをアピール。

コンコース　浦添在住の絵本作家わだみずき氏のアートガラス
作品を、LED小形角形投光器❺により天井内から輝かせた照明
演出。

ピロティ　琉球石灰岩や花ブロックを用いた地域
色ある外壁に合わせてLEDプラケット❻を採用。

昇降空間　傾斜天井用のLEDダウン
ライト❹が天井面にすっきり調和。

改札口　機能性と快適性を重視してベース照明に
は昼白色のLEDダウンライト❸を配置。

鉄道交通と自動車交通を連結するパークアンドラ
イド構想の拠点として整備が進む「てだこ浦西駅」
周辺地域。中心となる駅は、地上駅の特性を活
かした大屋根形状とし、新しい街づくりを先導す
るランドマーク性やゲート性を意識したデザイン
を採用。名称に地元ゆかりの太陽の子を意味す
る “てだこ”を冠に含み、建築にも地域性ある意
匠を導入。地域の新たな交流を生み出す場とし
ても期待されています。

天井の梁に設置されたベース照明器具（左）と
LED小形角形投光器（右）

特集 沖縄都市モノレール てだこ浦西駅 駅舎
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本館内にある 2 カ所の中庭は、これまで機械置場となっていましたが、

リニューアル工事では竣工当時の意匠を生かし、多機能な大空間に生ま

れ変わりました。北回廊の中庭「光の広間」は、半円柱型の構えの建物

を囲むつくりの全面にガラスの大屋根をかけました。約 28m × 18m の

1 階フロアは光が差し込む空間として、石造りの重厚感ある雰囲気も生

かし、レセプション、イベント、特別作品の展示などフレキシブルな活用

が予定されています。そして天井高 16m の鉄骨部分に、700W 形水銀ラ

ンプ相当の LED 高天井器具を 10 台設置。使用目的や外光により、5 ～

100％の調光で適切な照明環境を創ります。また軽量化により建築物へ

の負荷を低減し、落下防止ワイヤーの装備で安全面にも配慮しています。

このほか廊下、ショップ倉庫、スタッフルームなどには TENQOO シリーズ

を採用し省エネ性に優れた快適な照明環境を実現しています。

多機能な大空間「光の広間」に使用目的に応じた照明環境を創造。

京都市美術館は 2017 年から休館し、老朽化をはじめとする諸課題を解決するリニューアル工事が行われてきました。

2020 年 3 月 21 日にリニューアルオープン予定の同館は「将来的に国の文化財に登録されること」を目指して、

「故」と「新」を融合させ、現代の美術館として求められる機能を整備してきました。また各フロア、スペースごとに、

ふさわしい照明設計が行われました。

2階のバルコニーから見たLED高天井器具❶による照明

LIGHTING SCENE 京都市京セラ美術館
【 物件概要 】

所在地：京都府京都市左京区岡崎円勝寺町 124
規模：地下 1 階地上 2 階建
施主：京都市
基本設計：青木淳建築計画事務所・西澤徹夫建築事務所 JV
実施設計：松村組
施工：建築／松村組　電気／中電工
リニューアルオープン：2020 年 3 月 21 日

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

館内
❶LED高天井器具 軽量タイプ（特注） LEDJ-34001L-LD9K 10 消費電力：187.6W
❷LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形W120 LEKT412693N-LS9 213 消費電力：43.0W
塔柱・架台・避雷針 5

2階バルコニーから「光の広間」を望む。 廊下の TENQOO直付タイプ❷の照明LED高天井器具

1 階フロアから半円柱型の壁面と 2 階バルコニーを望む。

1 階中央から大屋根を望む。

1933年の開館以来、活発な美術館活動を行っ
てきた京都市美術館は、2015年に策定した「京
都市美術館再整備基本計画」に基づき、リニュ
ーアル準備が進められてきました。美術館正面
の広場、ファサードの「ガラス・リボン」、現代アー
トに対応する設備を整えた「東山キューブ」、歴
史的空間で美術を体感できる「本館　南回廊・
北回廊」などをはじめ、非公開だった2カ所の中
庭「光の広間」「天の中庭」が新設されます。

LIGHTING SCENE 京都市京セラ美術館
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大阪国際空港のエプロンは、ターミナルビルや格納庫といった空港施

設の前に、1,828m の長さを持つ A 滑走路と並行して広がる駐機エリア。

この広大なエリアをこれまでナトリウムランプ器具およびメタルハライド

ランプ器具を搭載した 35 基の照明灯が照らしてきましたが、今回の照明

リニューアルではエプロン北端側、格納庫付近の照明塔を、計 38 台の

LED 投光器を搭載した 5 基の照明塔に更新しました。また、その他の

エリアの既存エプロン照明でも、部分的に灯具の入れ換えが行われ、計

41 台の LED 投光器が採用されました。

器具はパイロットへの配慮として上方光束を抑えるアルミ製遮光板を

取り付けた特注品で、航空局の要求仕様に対して試行錯誤しながら開発

したエプロン照明専用器具。1kW メタルハライドランプ器具相当の明る

さにより、駐機スポット内 20 ルクス、全般 10 ルクスの照明基準をクリア。

オレンジ色の既存照明が立ち並ぶエプロン中央に対して、明るい昼白色

で照らされた北端エリアが、新生伊丹にフレッシュ感をプラスしています。

エプロン北端エリアに新たな照明塔を 5 基設置。専用開発の昼白色 LED 投光器を採用。

1939 年に開港した現在の大阪国際空港（伊丹空港）は、半世紀以上にわたる歴史の中で、随時設備の更新を重

ねてきました。そしていまエプロン照明設備の経年劣化対策として照明リニューアルを実施。塔柱・架台ごと新しく

した 5 基の照明塔を含め、上方光束を制限したエプロン照明専用の LED 投光器が計 79 台導入されました。

格納庫付近の照明　エプロン照明器具として専用開発したLED投光器❶❷を高さ17mの照明塔に設置し、エプロン照度基準に適合する明るさを確保。

LIGHTING SCENE 大阪国際空港エプロン照明灯
【 物件概要 】

所在地：大阪府豊中市蛍池西町 3 丁目 555 番地
敷地面積：311.9ha
施主：関西エアポート㈱
施工：電気／オリックス・ファシリティーズ㈱
完成：2019 年 1 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

エプロン
❶ LED投光器1kW効率重視形メタルハライドランプ（専用安定器点灯形）器具相当 耐塩形（正置形） LEDS-50407-OS-005 51 消費電力：505W（200V）
❷ LED投光器1kW効率重視形メタルハライドランプ（専用安定器点灯形）器具相当 耐塩形（吊下形） LEDS-50407K-OS-006 28 消費電力：505W（200V）
塔柱・架台・避雷針 5

照明塔架台（左：全点灯／右：消灯）　上段に正置形❶を、下段に吊下形❷を設置。亜鉛めっき処理を施した照明塔灯柱。

格納庫前　作業環境に適した 5000K の明かりが格納庫前のエプロンを照らす。

格納庫前　写真奥側エプロン中央エリアのナトリウムランプ色と対照的な手前側昼白色の照明環境。

近畿地方の空の玄関口として半世紀以上にわ
たり親しまれたきた大阪国際空港は、関西国
際空港と神戸空港が開港した今も、国内線の
みの運用で年間 1500 万人以上もの航空旅客
で賑わう基幹空港。厳しい運用時間の制約の
ため、極めて効率的に運用されており、世界
的にも最高レベルの定時運航率で知られてい
ます。

LIGHTING SCENE 大阪国際空港エプロン照明灯
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延床面積が 5,300 坪を超えるセンター内は、1 階 2 階を合わせて約

2,300 坪と広い常温倉庫のほか、+5 度に温度管理された 500 坪超の冷

蔵倉庫と-25 度を維持する冷凍出荷待機所を 1 階に配置したフロア構

成となっており、オフィスや共用部も含めたそれぞれのスペースに適した

LED 照明器具が採用されています。

自動倉庫、ピッキング専用自動倉庫、自動仕分け装置などが導入さ

れ、通過形流通センターと在庫形物流センターの機能を併せ持つ 1 階

常温倉庫では、商品の積み込み作業や確認作業がしやすい明るさを確

保するため、天井には高さ 5.5m のレースウェイにハイパワータイプの

LED ベースライトを整列配置。6,900lm タイプの LED バーを 2 灯装備

した反射笠器具で、仕分けソーターシュート付近で床面平均 400 ルク

スの平均照度を実現しています。

常温倉庫の LED ベースライトは 1 階 2 階とも有線 T/Flecs システムに

よる照明制御ができるように通信機能を持たせた器具が採用され、フ

レキシブルなエリア設定とそれぞれに最適な制御により効果的な省エネ

ができる照明設計となっています。　

高天井対応の 13,800lm タイプ LED ベースライト 2 灯器具など、多彩な LED 照明器具を採用。

創業から約 70 年の間、安定した物資流通を担い続けることにより沖縄の産業発展・生活向上に貢献してきた

琉球海運が、うるま市の中城（なかぐすく）湾港内に県内最大級となる物流センターを新設しました。自動倉庫を

はじめとする先進の物流設備が導入され、照明関連でも最適な照明制御を可能にする通信機能付き LED ベースラ

イトが採用されています。

1階常温倉庫の照明　250Wメタルハライドランプ器具に相当する明るさのLEDベースライト❶を高さ5.5mのレースウェイに配置し、影が少なく明るい作業環境を創出。

LIGHTING SCENE RKK 中城総合物流センター
【 物件概要 】

所在地：沖縄県うるま市勝連南風原 5195-35 
敷地面積：44,018 ㎡
延床面積：17,653 ㎡
構造規模：鉄骨造 地上 2 階建
施主：琉球海運㈱
設計：㈱フジタ一級建築士事務所
施工： 建築／㈱フジタ
 電気／㈱きんでん
運営：琉海ロジスティクス㈱
竣工：2019 年 9 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

常温倉庫
❶ LEDベースライトTENQOOシリーズ ハイパワー器具40タイプ直付形 反射笠（LEDバー2灯） LEKT427133TN-LS2 改 197 消費電力：86.0W
❷ LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ直付形 反射笠 LEKT415693N-LS9 改 224 消費電力：43.0W
❸  LEDベースライトTENQOOシリーズ 防湿・防雨形40タイプ 直付形 反射笠 LEKT415323SN-LS9 118 消費電力：19.5W

冷凍・冷蔵倉庫
❹ 直管形LEDベースライト 冷凍倉庫用器具 LET-42562K-LS9＋LDL40T・D/171-24-S 96 消費電力：42.5W
❺ 直管形LEDベースライト 冷凍倉庫用器具 LET-42502-LS9＋LDL40T・D/171-24-S 18 消費電力：41.5W

事務所 ❻ LEDベースライトTENQOOシリーズ 40タイプ埋込形 W150 LEKR415693N-LS9 105 消費電力：43.0W
エントランス ❼ LEDダウンライト LED一体形 高気密SB形［屋内・軒下兼用］埋込穴φ100 LEDD87000N(W)-LS 75 消費電力：6.4W

1階冷凍・冷蔵倉庫　冷蔵倉庫（左）には C級対応❹の、冷凍倉庫（右）には F級対応❺の LED冷凍倉庫用器
具を採用。

1階配車事務所　5000Kの埋込形 LEDベースライト
❻を採用。

2階常温倉庫　6,900lmタイプのLEDベースライト直付形反射笠❷を採用し、400ルクスの平均照度を確保。

エントランス　白い天井に馴染む LED ダウンライト❼

常温倉庫天井に埋め込み設置された
有線 T/Flecs システム通信機器

沖縄を中心に北は北海道から南は台湾まで、海
上輸送を主軸とした物流サービスを展開している
琉球海運が、集荷から配送までの一貫した「総
合物流」の実現を目指して新設。自動倉庫や
自動仕分け、商品管理システムなど各種最新
の設備が導入され、温度帯は常温・冷蔵・冷
凍に対応。通過型流通センターと在庫型物流
センターの両機能を備えた沖縄県内最大級の
収容能力を誇る物流センターです。

LIGHTING SCENE RKK 中城総合物流センター

エリアコントローラー
TTFAC01A

通信ユニット
TTFCU01A
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今回実施された S1 スタジオのリニューアルは、隣接する S2 スタジオ

とそれぞれの収録に対応しやすいよう、調光操作卓・ソフトウェア・周

辺機器構成などの設備構成を共通化することで、作業性、使い勝手を

向上させています。

スポットライト、ブロードライト、ホリゾントライトは、すべて RDM

に対応した LED 照明器具を導入。なかでもスポットライトには、6 型

レンズを搭載したハロゲン 1kW 相当、8 型レンズを搭載したハロゲン

2kW 相当、9 型レンズを搭載したハロゲン 3kW 相当の新型 LED スポッ

トライトを採用しています。

照明バトンのうち 77 掛のエリアバトンは、コンパクトサイズで、かつ

回転が可能。器具の吊り込み範囲を、直線バトンの「線」から「円」へ

変化させることができ、よりきめ細かく表現力豊かなライティングを実

現。さらに、セット間の隙間スペースにも降ろしやすく、仕込みのデッ

ドスペース解消にも貢献します。

新型 LED スポットライト、回転可能なエリアバトンによる、先進のスタジオライティング環境。

さまざまな番組制作にも対応可能な日本テレビ汐留本社の S1 スタジオが、昨年の S2 スタジオに続き、照明・美

術設備のリニューアルを実施。最新の LED 照明器具と照明制御システムを導入し、使い勝手の良いスタジオ照明

環境を実現しました。

スタジオ内全景と LED 照明器具　手前側に LED ブロードライト❹、奥側に LED スポットライト❶❷❸をセットしたエリアバトン。

LIGHTING SCENE 日本テレビ　S1 スタジオ照明・美術設備リニューアル
【 物件概要 】

所在地：所在地：東京都港区東新橋一丁目 6 番 1 号
スタジオ面積：697.5 ㎡
施主：日本テレビ放送網㈱
リニューアル施工：東芝ライテック㈱
リニューアル完成：2019 年 7 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 型　名 台数 備考

S1スタジオ

❶ LED スポットライト（ハロゲン 3kW 相当） 日本テレビ仕様（9 型レンズ搭載） 30 消費電力：292W
❷ LED スポットライト（ハロゲン 2kW 相当） 日本テレビ仕様（8 型レンズ搭載） 60 消費電力：246W
❸ LED スポットライト（ハロゲン 1kW 相当） 日本テレビ仕様（6 型レンズ搭載） 30 消費電力：115W
❹ LED ブロードライト（ハロゲン 1kW 相当） AL-LED-BRH-L 54 消費電力：162W
❺ LED ホリゾントライト　5 色タイプ　アッパー ― 163 消費電力：140W
❻ LED ホリゾントライト　5 色タイプ　ロアー ― 56 消費電力：140W
❼ 照明バトンリモート操作卓 ― 1 式

副調整室 ❽ 日本テレビ仕様 調光操作卓 ― 1 式
SCR室 調光主幹盤・調光器盤・直回路 MC 盤 ― 1 式 315 回路

日本初の民間放送テレビ局として 1953 年に開
局し、現在 5 大ネットワークのキー局のひとつ
となっている日本テレビ。2003 年の汐留移転
により新本社となった日本テレビタワーが、築
15 年を迎えた 2018 年から設備機材のリニュー
アルが行われ、今回、昨年の S2 スタジオに
続いて、S1 スタジオの照明設備、昇降設備リ
ニューアルが実施されました。

調光操作卓　S2 スタジオと共通仕様とした調光操作卓❽。RDM の双方向通
信により LED 照明器具の吊り位置情報などの認識を可能とした。

LED ホリゾントライト　2 種類の異なるブルー
LED を搭載し多彩な色彩表現を可能にした 5
色タイプの LED ホリゾントライト❺❻。

❺❻ LED ホリゾントライト
5 色タイプ

エリアバトンと LED スポットライト　回転可能なエリアバトンを 77 掛導入。エ
リアバトンは LED スポットライト❶❷❸ 3 台分に対応したコンパクトサイズ。

（左） ❶LEDスポットライト（ハロゲン3kW相当）
（中）  左：❸LEDスポットライト（ハロゲン1kW相当）

 右：❷LEDスポットライト（ハロゲン2kW相当）
（右） ❹LEDブロードライト（ハロゲン1kW相当）

❼照明バトンリモート
操作卓

タブレット操作器

LIGHTING SCENE 日本テレビ　S1 スタジオ照明・美術設備リニューアル



NC加工機ライン　蛍光ランプ器具に換えて5,200lmタイプ昼白色のLEDベースライト❸を採用。機械や作業台の配置に合わせて照明レイアウトも変更。

アルファテクニクスは築 10 年以上が経過した本社工場の照明設備老

朽化対策として、それまで蛍光ランプ器具を中心としてきたベース照明

器具を省エネかつ長寿命の LED ベースライトへと更新。現況に即した

照明レイアウトに改善して、全体的に明るさ感を増した照明環境を創り

上げました。

同時に、映像録画カメラ付きの LED 照明器具、ViewLED[ ビューレッ

ド ] を導入しました。セキュリティ視点はもちろん、労働災害や自然災害、

ライン稼動トラブルなど、工場に起こりうるさまざまな経営リスクが増

大している中で、防犯システムだけでは対応しきれないリスクの解消・

軽減に、カメラ映像を活用しようとするものです。

設置場所は NC 加工機ライン、CAD ルーム、エントランス、会議室

の 4 カ所。来訪者を見つめ、従業員を見守り、機械の稼動を録画する

ViewLED が、アルファテクニクスの強靭な企業体質づくりに貢献してい

ます。

カメラ付き LED 照明 ViewLED の導入により、明るく安心できる社内環境を実現。

3 次元モデル試作で成長するアルファテクニクスが
2019 年秋、照明設備の LED リニューアルを行い、
一部にカメラ付き LED 照明器具を採用。
人を見守り、会社を見守るツールとして、
さまざまな役割が期待されています。

執務室　 5,200lmタイプ昼白色の LEDベースライト❸を13台採用。
明るさ感がアップ。　

加工作業室　 従来器具の設置跡が目立たないW230タイプの
LEDベースライト❸を4台採用。

ViewLED SCENE アルファテクニクス　カメラ付き LED 照明リニューアル

LED ベースライトTENQOO シリーズ
カメラ付き LED 照明

照 明 リニ ューア ル照 明 リニ ューア ル V i e w L E D 導 入

NC 加工機ライン 天井高さ：3.0m

ViewLED　NC マシン映像

無人で稼動する
加工機械の状況確認

NC マシン真上のベース照明
器具に ViewLED ❶を採用。

【 物件概要 】
所在地：神奈川県藤沢市葛原 2353
延床面積：355.16 ㎡
構造規模：鉄骨造地上 2 階建
施主：㈱アルファテクニクス
施工：電気／エルティーライト㈱
リニューアル完了：2019 年 10 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

屋内

❶ LEDベースライトTENQOOシリーズ ViewLED 40タイプ 笠なし（トラフ）W70 LEET-40701CM-LS9 + LEDX-CAM-T200 + LEEM-40523N-01 3 消費電力：33.3W
❷ LEDベースライトTENQOOシリーズ ViewLED 40タイプ 笠なし（トラフ）W70 LEET-40701CM-LS9 + LEDX-CAM-T200 + LEEM-40203N-01 1 消費電力：14.0W
❸ LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形W230 LEKT423523N-LS9 40 消費電力：32.5W
　 LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形W70 LEKT407523N-LS9 1 消費電力：32.5W
　 LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形W70 LEKT407693N-LS9 1 消費電力：43.0W

NC加工機ライン　蛍光ランプ器具に換えて5,200lmタイプ昼白色のLEDベースライト❸を採用。機械や作業台の配置に合わせて照明レイアウトも変更。

1980 年の創業以来、試作品の企画・設計・
加工・製作を請け負い、さまざまな分野の新
商品開発に参画してきたアルファテクニクス。
現在では NC マシンを使った 3 次元のモデル試
作に強みをもつ企業として、小さな機器から大
きな舞台装置まで、幅広い対応力を発揮。ま
だ世に出ていない物を形にするという仕事が
ら、何事にもつねにチャレンジする姿勢で取り
組まれています。

ViewLED SCENE アルファテクニクス　カメラ付き LED 照明リニューアル

照 明 リニ ューア ル V i e w L E D 導 入 V i e w L E D 導 入

NC 加工機ライン 天井高さ：3.0m

ViewLED　NC マシン映像

無人で稼動する
加工機械の状況確認

NC マシン真上のベース照明
器具に ViewLED ❶を採用。

CAD ルーム 天井高さ：3.0m

ViewLED　設計作業映像

重要書類の管理や
使用状況の確認など

3 台のベース照明器具のうち中央
の 1 台に ViewLED ❶を採用。　

エントランス 天井高さ：3.0m

ViewLED　来客映像

来訪者の対応や
不審者の確認など

死角の生まれない位置に
ViewLED ❷を設置。

会議室 天井高さ：2.5m

ViewLED　会議映像

空室状況の確認や整理整頓の向上、
労働災害時の記録などに

2 台の LED ベースライトのうち
1 台に ViewLED ❶を採用。
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お客さまの声ユーザーインタビュー

株式会社アルファテクニクス

ViewLED SCENE アルファテクニクス　カメラ付き LED 照明リニューアル

「みる」 ことは 「まもる」 こと。
ViewLEDが気づかせてくれました。
お客様の「想いをカタチに」をモットーに、3D-CAD による設計・デザイン・試作により“新
製品の総合開発支援� に取り組まれている株式会社アルファテクニクス。最先端の加工
マシンと精鋭の職人技術が融合した同社は、照明の LED 化リニューアルとともにカメラ
付き照明 ViewLED を導入しました。社長の倉田裕司様と工場長の倉田啓太様にお話を
伺いました。

防犯だけじゃない、工場をとりまく
不安が増大しています

　アルファテクニクスがカメラ付きLED照明

ViewLEDの導入に至った流れを、倉田社長と

倉田工場長はまず、労災や災害、ライン稼動トラ

ブルといったリスク視点から語られました。

倉田（裕）社長　最近の工場経営は、さまざま

なリスクが増大しています。弊社では以前から、

不審者の侵入などの防犯対策としてセキュリ

ティシステムを導入していますが、それだけで

は対応できないさまざまな不安要素がありまし

た。

倉田（啓）工場長　例えば、少なからず発生す

る労働災害や地震・台風などの自然災害は近

年とくに脅威となっています。失火の可能性も

ゼロではありません。また、加工機ラインの稼

動トラブルや、それによる業務の遅延など、不

安要素を挙げれば切りがなく、心配のタネは

尽きません。

カメラは設置工事の手間や
コストなどが課題で未導入でした

　防犯対策では十分に対応できない不安要素

について、お二人ともにカメラの設置が有効で

あることは感じていたといいます。

倉田（裕）社長　じつは以前にボヤ騒ぎを起こ

したことがあり、大事には至りませんでしたが

NC マシンを 1 台ダメにしました。その際、原

因特定する作業に長時間を要し、工場の稼動

を相当な時間においてストップせざるを得ない

状況に陥ってしまいました。3 次元加工機の稼

動トラブルも日常的にあります。夜間、無人稼

動中に機械が止まった場合などは、映像記録

があればエラー発生状況が検証できるな、と

考えていました。

倉田（啓）工場長　そう、カメラが役に立つこと

は我々もわかっていたんです。でも本格的なカ

メラシステムの導入は施工・コスト面で負担が

大きく、簡易的な商品を自ら設置するのも手間

や不安が尽きず導入には踏みきれませんでし

た。

工場長

倉田 啓太 様

NC マシンの稼動を真上から録画する ViewLED

CAD ルームは中央の 1 台を
ViewLED に

来訪者を見守るエントランスの
ViewLED

お客さまの声ユーザーインタビュー

株式会社アルファテクニクス

ViewLED SCENE アルファテクニクス　カメラ付き LED 照明リニューアル

LEDリニューアルを機にViewLEDを導入、
カメラ設置の課題が軽減されました

　カメラの導入は見送ってきたアルファテクニ

クスですが、照明器具の耐用限度が近づいてい

たことからLEDリニューアルの話が持ち上がり、

それをきっかけにViewLEDの導入を決められ

ました。

倉田（裕）社長　現在の建屋は2008年の本社移

転時のもので、10年を過ぎて蛍光灯も老朽化し

ていたので、暗いと危険ですし省エネも考えて、

すべてをLED器具に換えることにしました。

倉田（啓）工場長　そこで導入を検討したのが

ViewLEDです。まさに我々が待望していた新製

品でした。LEDリニューアルと同時にViewLED

を採用すれば、設置コストを抑えられるなどカ

メラ導入のハードルと感じていたさまざまな課

題がクリアできると考えました。結果としてLED

照明で社内は明るく快適になり、カメラで安心

感も高まりました。明るいLED照明のおかけで

映像もくっきり映っています。

カメラ特有の圧迫感を感じさせ
にくい外観も決め手になりました

　じつはカメラの導入に二の足を踏んでいた理

由が、施工・コスト面のほかにもう１つあったと

いいます。

倉田（啓）工場長　職場にカメラを設置すると

いうのは、どうしても監視するイメージが拭えず、

抵抗がありました。いわゆる監視カメラはそれ

なりに存在感があり、従業員を心理的に萎縮さ

せるのではないかと。ViewLEDがよかったのは、

外観的にもカメラを意識させないスッキリとし

ているところです。

倉田（裕）社長　実際、従業員はあまり気にし

ていないようですね。来社したお客様もほとん

ど気がつきません。もちろん、事前に目的を

従業員に説明してから導入を決めましたし、お

客様にも来訪の際にカメラがあることは伝えて

います。

倉田（啓）工場長　従業員の皆さんには導入前

に、映像記録の必要性を丁寧に説明して、前向

きに賛同を得ることができました。

「もしも」のときの「映像記録」の
安心感は絶大でした！

　ViewLED導入による社内の変化を伺うと、ド

ライブレコーダーを例に挙げ、安心感の向上を

語られました。

倉田（裕）社長　クルマはいま、ドライブレコー

ダーがないと安心できません。それと同じ感覚

です。基本的にはシンプルなものですが、「い

ざ」や「もしも」といった場合のエビデンスとして、

録画されている安心感があります。

倉田（啓）工場長　従業員たちも言っています

が、とくにエントランスに付けたことは、思ってい

た以上に安心感を高めているようですね。

倉田（裕）社長　経営リスクの視点でいうと、さ

まざまなトラブルがあってもその発生状況の把

握にViewLEDの映像記録が頼りになりますか

ら、経営面での安心感も絶大です。もう二度と

手放せません。

倉田（啓）工場長　カメラの録画映像があれば、

侵入者はもちろん、労災も稼動トラブルも発生

状況を後から検証できるので、再発防止にもつ

なげられると思います。

次々と芽生えるViewLEDの活用法

　カメラ映像を従業員の誰もが見られるように

したことも、結果として社内にオープンで明る

い雰囲気を生みつつあるといいます。

倉田（啓）工場長　ViewLEDを便利ツールと位

置付け、Wi-Fiでアクセスする制限は設けずに従

業員全員が見られるようにしています。タブレッ

ト端末を1台用意していますが、実際みんなで

見ているようです。映像は個人のスマートフォン

でも見られます。

倉田（裕）社長　従業員たちも見られることを

意識しているのでしょうか、以前より整理整頓が

できているように感じます。散らかりやすい仕事

ですが、清潔感がアップしました。

倉田（啓）工場長　 エ ント ラ ン ス に 付 け た

ViewLED は多忙時の来客応対にも役立ててい

ます。弊社の規模では受付に人員を割くことは

できませんから、人手不足対策と言えるかもし

れません。

　そのほかにも、さまざまな視点からViewLED

に可能性の広がりを感じられているお二人は、

今後、従業員全員にこのカメラ機能の活用ア

イディアを考えてもらい、積極的に意見交換し

て行きたいと語られていました。社内コミュニ

ケーションの活性化にも効果がありそうです。

映像確認はスマートフォンからも可能
http://www.tlt.co.jp/tlt/promo/viewledmlsj.htm

代表取締役社長

倉田 裕司 様

導入効果

・ 労災や災害時のエビデンス確保による
安心感の向上

・ 労災再発防止などの対応力の向上

・ 機器稼動状況の把握による生産性向上

・ 整理整頓などの啓蒙効果による清潔で
安全な職場環境の維持

・ LED 照明の導入による省エネ性と快適
性の向上

さらに詳細は東芝ライテック
Webサイトでも公開をしています。

是非、ご覧ください。

▼
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