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C O N T E N T S

巻頭インタビュー

「樋之上保育園」の建築と照明
40年以上、地域の保育福祉に貢献してきた「樋之上保育園」の新しい園舎の建築と照

明について、樋之上保育園の岡山量正様、小川洋子様、誠信建設工業の國田欣吾様に

お話を伺いました。

老朽化と待機児童解消のニーズに応
えて園舎を改築。
―はじめに、樋之上保育園の概要についてご紹
介ください。
岡山　社会福祉法人真栄会の初代理事長は私
の父で、元は教員をしていました。40年以上前に
遡りますが、樋之上町に大阪府が府営団地を建
てることになり、保育園の需要が高まりました。そ
こで父が府の要請に応え社会福祉法人真栄会
を立ち上げ、樋之上保育園を開園しました。以来、
子どもの最善の利益を担保する保育を実践する
と同時に、保護者の皆さまが安心して仕事がで
きる支援を大切にした運営を行っています。
小川　今回の改築は開園から41年経った老朽
化も理由ですが、枚方市の待機児童解消のお
役に立つという面もあります。現在府営団地か
らだけでなく広く子どもをお預かりしているな
かで、待機児童の問題を抱えている地域があり、
定員数を増やすためにも改築しましょうという
流れになりました。150名だった定員が改築に

より200名以上を受入れられるようになりまし
た。枚方市では最大規模です。
國田　弊社はこの地域で長く歩んできた会社で
あり、岡山理事長とは地域活性、社会貢献活動
などでご一緒させていただく機会もあります。マ
ンションや公共工事を中心に携わってきました
が、10年ほど前から福祉施設も携わらせていた
だいており、地域のお役に立てることに喜びと
誇りを感じています。今回も設計事務所から、細
やかな配慮と斬新なアイデアを組み合わせた
プランがあがってきて、素晴らしい保育園に生
まれ変わったと思います。

伸びやかな空間設計と安全性と快適
さを担保する設備を導入。
―次に建築設計のコンセプトをお聞かせください。
國田　内部も外部も伸びやかで、全体に光や
風が入りやすい園舎を目指しました。内部は無
垢の床材をはじめ北山丸太など自然素材を
使って明るい雰囲気を大事にしています。外観
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のデザインは周囲の風景を引き締めるようにモ
ダンにし、なおかつ周辺の緑地とマッチするよ
うに茶系の濃淡と白い陶器タイルのツートンカ
ラーにしています。
岡山　園からは、明るくて広い空間を基本に、
保育士が子どもたちの様子を常に把握できる
保育室を希望していましたから、期待通りのも
のができて大変喜んでいます。
小川　41年前に建てられた園舎はトイレに
行ったり園庭に出たりする際の動線に難があり
ましたので、今回はその問題をクリアして欲し
いと依頼しましたが、子どもも動きやすいし保
育士も動きやすい保育室の配置などを実現し
ていただきました。
―保育園という施設における特徴的な設備や
機能はありますか。
岡山　ひとつには安全対策がありますね。入退
園、入退室のオートロック、監視カメラなどのセ
キュリティをはじめバリアフリー、扉の指詰め防
止、広い廊下、わかりやすい避難経路など安全

性を重視しています。
小川　安全面ではもうひとつ、3階と屋上を災
害時の一時的な避難場所にしています。実は、
園舎のそばを淀川が流れていますが、万一氾濫
した場合ここは5mの浸水地域に指定されてい
るのです。避難場所として樋之上団地がありま
すが大勢の子どもたちを移動させるのは大変
ですから一時的な避難場所を設けました。玄関
を入ると吹き抜けになっており、避難場所を考
えたおかげで階段が屋上まで続き、外光をより
多く取り込むことができ開放的な空間になりま
した。あと、ぜひ設けたいとこだわったのはラン
チルームです。ランチルームがあると保育室で
遊んでいる最中にお昼になっても、そのままに
して食後にまた続きに取り組めます。また給食
室が隣にあるので、子どもたちは野菜の切り方
や果物のむき方、大鍋での調理などを目の前で
見ることができ、日常のなかで食育が実現する
と考えたからです。
國田　床暖房も特徴です。空調はもちろんあり

ますが、全室床暖房が入っています。コンクリー
トのなかに埋込んで、コンクリートを暖めること
で急に熱くなったり冷たくなったりしない「蓄熱
型の床暖房」で、これは非常に優れものです。導
入しているところは少ないですね。
小川　朝5時半にタイマーをかけると6時くらい
から暖かくなって、11時にはもう暑いくらいにな
るのでタイマーを切ります。それで快適な暖か
さが一日保たれます。子どもの健康面でもとて
も良いと思います。

子どもたちにとって「やさしい光」を考
えた照明設計。
―続いて、照明設計について伺っていきます。
まず照明設計のコンセプトからお願いします。
國田　電気設備の担当から上がってきた提案
は、子どもたちにとって「やさしい光」であること、
そしてメンテナンスしやすく衛生的であることで
した。0歳児からお預かりしますから非常にデリ
ケートな乳児のことも配慮する必要があります。

エントランス　LEDユニット交換形ダウンライト❺の照明。 廊下　外光の届きにくいスペースもLEDユニット交換形
ダウンライト❺で200ルクスを確保。

（上）3歳児保育室、（下）4歳児保育室　広い保育室全体
をLEDベースライト埋込形（アルミルーバー付）❶❷で明
るく照射。

2歳児保育室　 LEDベースライト丸形埋込形（パネルタイプ）❹で柔らかい照明環境を演出。
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デザイン的なコンセプトとしては、0歳児から2
歳児の保育室には、柔らかいイメージで丸形の
照明器具を、3歳児から5歳児の保育室には、ど
んどん成長していくイメージで角形の照明器具
を採用しました。
小川　0歳から2歳の保育室はクルミの木材が
床に用いられ、3歳から5歳の保育室はタモの木
材が用いられていますが、木のもっている優しい
雰囲気が照明ととても合っていると感じています。
―0歳から2歳児の保育室、お昼寝室にLEDベー
スライトパネルタイプを用い、3歳から5歳児の保
育室にはLEDベースライト埋込形のアルミルー
バー付を用いている点についてご説明ください。
國田　乳児はお昼寝時間をはじめ横になって
お休みする時間が長く、上向きになり天井、照
明器具を見る機会も多くなります。そのためパ
ネルタイプの柔らかい照明が選ばれました。ま
た0歳児のお昼寝室にはLEDベースライト埋込
形のルーバー付を採用していますが、これは照
明器具が直接目に入ることがないように配慮
したことと、乳児の吊り上げおもちゃやモービ
ルなどを取り付けるための手掛かりにもなりま

すが、照明の影が出ないようにルーバー付を用
いました。3歳から5歳児の保育室はルーバーに
よって横方向のまぶしさを抑えて直下の照度を
確保しています。

共用スペースの特徴をふまえた照明
環境を実現。
―共用部の照明設計についてお聞きしていきま
す。玄関から吹き抜けの照明についてご説明く
ださい。
國田　エントランスにはユニット交換形のダウ
ンライトを採用しています。玄関は北向きで奥
行きがあり、日光が直接入りにくいため安定的
な照明が必要と考え、昼白色の拡散タイプを用
いて全体的に明かりが広がるように配慮し、照
度は200ルクスを確保しています。また吹き抜け
も同様で日中は外光を取り込めますが、夕方な
どでも広い空間全体に明かりが広がるように考
えられています。
岡山　避難場所となるように屋上までの階段
を設けたのですが、結果としてこの吹き抜けは
園を象徴するような非常に魅力的な空間にな

りました。また私は遊戯室の開放感も素晴らし
いと思っています。旧園舎ではフラットであった
天井が勾配天井に生まれ変わり、広くて伸び伸
びと遊ぶことができ、さまざまな行事も開催で
きる遊戯室になりました。
國田　舞台にはLEDベースライト埋込形を用
い、行事などに使われる大道具の接触などを考
慮しルーバー付としました。遊戯室全体は天井
高3.7m～4.7mの勾配天井として、LEDベースラ
イト直付形を採用し、全体として500ルクスの照
度としています。また化粧梁のある部分は梁に
沿ってレイアウトし大きな天井面が単一になら
ないように配慮されています。
―今回は配線器具についても工夫が凝らされ
て、各プレートが据付けられた壁に合わせた塗
装がなされて一体感を演出しています。
國田　電気設備の担当から提案を受けて、非
常に良いアイデアだなと思い、園からも了承を
得て採用しました。壁と一体になった温かみの
ある雰囲気が演出できていると思います。
―本日は貴重なお話を聞かせていただきあり
がとうございました。

ランチルーム　北山杉を用いた木の温もりに満ちたランチルーム。

4歳児保育室　広い空間でも保育士が全体に目が届くように設計。

トイレ　ビビットな色のトイレに映えるLEDベースライト直付形❸による照明。

壁に合わせてプレートを塗装し一体感を演出している配線器具。

特集 樋之上保育園 園舎
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トイレ　ビビットな色のトイレに映えるLEDベースライト直付形❸による照明。

LED ベースライト埋込形
（アルミルーバー付）

LEDユニット交換形
ダウンライト

遊戯室　勾配天井の開放的な空間が広がる遊戯室はLEDベースライト埋込形
（アルミルーバー付）❶❷とLEDベースライト直付形❸で500ルクスを確保。

5歳児保育室　LEDベースライト埋込形のアルミルーバー付❶の照明。 吹抜け　LEDユニット交換形ダウンライト❺による光の広がりで大空間を演出。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

園内

❶ LED ベースライト TENQOO シリーズ埋込形システムアップ LEKR416523N-LS9 104 消費電力：32.5W
❷ LED ベースライト TENQOO シリーズ埋込形システムアップ LEKR4165253-LS9 34 消費電力：17.0W
❸ LED ベースライト TENQOO シリーズ直付形 LEKT407403W-LS9 24 消費電力：24.8W
❹ LED ベースライト TENQOO シリーズ丸形埋込形パネルタイプ LEKR660701FW-LD9　 46 消費電力：57.7W
❺ LED ユニット交換形ダウンライト LEKD153015WW-LS9 70 消費電力：10.6 Ｗ

開園以来、地域きっての大規模保育園として乳幼児の健やかな成長と、保護者が安心して働ける環境をサポートしてきた

樋之上保育園では、老朽化と近隣の待機児童解消のため、園舎を改築しました。乳児、幼児の保育室、エントランス、遊戯

室など空間ごとに練られた照明設計のもと快適な照明環境を実現しました。

保育室、共用スペースなど空間ごとに配慮された照明空間を演出。

【 物件概要 】
所在地：大阪府枚方市樋之上町 6-1
敷地面積：2,147.28 ㎡
延床面積：1,691.26 ㎡
規模・構造：鉄筋コンクリート造 2 階建
施主：社会福祉法人真栄福祉会
設計：企業組合もえぎ設計
施工： 建築／誠信建設工業㈱　
 電気／㈱アジア化成工業所　
 電気協力会社／㈱マルフジエンジニア
竣工：2020 年 2 月

0 歳から 2 歳児までの保育室、お昼寝室は LED ベースライトパネルタ

イプを用い、間接光のような柔らかい雰囲気をつくると同時に寝ていると

きに直接強い明かりが目に入らないようにしています。3 歳から 5 歳児の

保育室は LED ベースライト埋込形のアルミルーバー付を設置。ルーバー

によって横方向のまぶしさを抑えて床面を明るく照射します。保育室はいず

れも 500 ルクスという十分な照度を確保しています。エントランス、吹き抜

け、廊下などには LED ユニット交換形のダウンライトを用い、日光が直接

入りにくい空間も考慮し昼白色の拡散タイプによって明りが広がるようにし

ました。遊戯室は天井高 3.7m ～ 4.7m の勾配天井に LED ベースライト

直付形を採用し、舞台と出入口のある両サイドは大道具との接触を考慮

して LED ベースライト埋込形ルーバー付を設置。500 ルクスの照度により

明るさと開放感に満ちた空間になっています。このほかランチルーム、職

員室、トイレなどに LED ベースライト埋込形が採用されるなどオール LED

化され、それぞれの空間にあった照明器具が設置されています。

定員が200名となった園舎は0歳から5歳児ま
での各保育室、共用スペースの遊戯室、ランチ
ルームなどが広々と設計されました。無垢の床
材や北山丸太など自然素材を用い、光や風が
入りやすい設計で、明るい空間が特徴です。2階
の保育室から階段で園庭に出られるなど、動線
も改善。木のぬくもりに満ち、安全面にも細かく
配慮し、蓄熱型の床暖房など最新設備も整えら
れました。

特集 樋之上保育園 園舎
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体育館の 2 階と 3 階を占めるアリーナは、曲線を持って海側にゆるや

かに傾斜している天井が特徴的で、3 階のギャラリースペース背後のガ

ラス窓が広く、日中は外光がふんだんに入り込むよう設計。また、2 階

海側には木製のスライド格子窓を取り付け、通気性を調整できるように

するだけではなく、通路側に設けられた木ルーバーとデザイン的に統一

感を持たせています。

アリーナの広さは縦に 36m、横に 32m あり、バスケットボールコート、

バレーボールコートなら 2 面、バドミントンコートなら 6 面とれる空間と

なっており、体育館としての水平面照度と均斉度を確保するため、天井

梁に器具光束 32,800lm（700W 形水銀ランプ器具相当）の LED 高天

井器具広角タイプを縦 6m 間隔、横 5m 強の間隔で分散配置しています。

採用された LED 高天井器具は、見上げる動作の多いスポーツの照明

環境づくりに適した拡散カバー付きのまぶしさ低減形で、さらに 2 灯タ

イプの下面ガードを装備しました。緊急避難所の照明に求められる調

光機能、100V 電源対応、耐震クラス S2 の性能も備えています。

独創的なアリーナ天井に LED 高天井器具を配置し、十分な照度の快適な体育環境を創出。

2020 年 4 月に開校した沖縄県恩納村立うんな中学校は、統合前の 5 中学校では生徒数が少なく限定的だった体

育活動や文化活動を、多くの生徒が集中することにより充実させることができると考え、屋内運動場棟を校舎棟に

接続して建築。バスケットボールコートを 2 面とれる広いアリーナには 36 台の LED 高天井器具が採用され、明る

い体育環境を実現しています。

2 階アリーナの照明風景　グレアを抑える拡散カバー付き LED 高天井器具❶を一定の間隔で分散配置。光色 5000K による明るい競技環境を創出。

特集 恩納村立うんな中学校 屋内運動場（体育館）棟
【 物件概要 】

所在地：沖縄県国頭郡恩納村字恩納 7409-1
建築面積：1,949.28 ㎡（校舎／プール棟等含む）
延床面積：4225.32 ㎡
運動場面積：アリーナ 1,136.4 ㎡／武道場 140.6 ㎡
構造規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上 3 階建
施主：恩納村
設計：㈱国建
施工： 建築／㈱福地組・（資）平安名組 JV 
 電気／㈲新成電設・㈲上間電設工業 JV 
竣工：2020 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
アリーナ ❶ LED 高天井器具（まぶしさ低減形）700W 形水銀ランプ器具相当広角タイプ＋下面ガード LEDJ34001N-LD9D＋LEDX-20070G 36 消費電力：187.6W

舞台
❷ LED ボーダーライト 12 灯 4 回路 AL-LED-BL-12-4CH 5 消費電力：159W
❸ LED ボーダーライト 12 灯 4 回路ジョイントボックス付 AL-LED-BL-12-4-JCH 1 消費電力：159W

武道場 ❹ LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付下面開放 LEKT425693N-LS9 18 消費電力：43.0W

うんな中学校の屋内運動場棟は、校舎棟と一
体化させる形で建てられ、外観も校舎棟と同
じコンセプトのもとデザインされています。1
階は駐車場となっており、2階にアリーナと舞
台、更衣室、3階にギャラリースペースと武道場
という空間構成で、体育授業や式典・イベント
での利用はもとより、充実した施設がスポーツ
系、武道系、芸術系などの部活動興隆の土台
となればと期待されています。

体育館舞台照明　4 回路タイプの 12 灯 LED ボーダーライト❷❸を計 6 台連結設置。18 チャンネルタイ
プのフェーダボックス DMX 制御により、式典や文化イベントなどで幅広い照明演出を実現。

アリーナの照明風景　3 階武道場前のギャラリースペース中央から望む。

武道場の照明　箱形40タイプの直付LEDベースライト❹を18灯採用し、動作が見やすい照明環境を実現。下面ガードを取り付けた LED 高天井器具❶

特集 恩納村立うんな中学校 屋内運動場（体育館）棟
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「自律」「協働」「創造」を教育目標に掲げるうんな中学校は、村内

にある大学と連携した外国語や理科など授業、職場体験や職業人講和

といった地域連携などの特色を持ち、また学校運営に地域の声を積極

的に生かしていくコミュニティスクールを推進しており、生徒や教職員、

保護者だけではなく、さまざまな人々が来訪することが想定されてい

ます。

そうした人々を迎え入れるエントランスホールは、生徒の下駄箱奥

にスペースが広がり、さらに正面奥にコミュニティーホール、左奥に

学習ラウンジ、右奥は長い廊下と、カバ桜のフローリングが続く、広

い一体空間となっています。

採用されたベース照明器具は、光に方向性を持たず空間全体に明

るさが広がる LEDスクエア器具。天井面をスッキリと見せる直付埋込

兼用形で、万が一接触などにより破損しても簡単に取り換えられるLED

バータイプが選ばれました。エントランスホールだけで 16 台が分散配

置され、清潔感ある5000K の照明光が、木を随所に取り入れたインテ

リアの優しい表情を生かしたエントランス風景を演出しています。

生徒たちが中学 3 年間を積極性をもって過ごせるよう、明るい LED 照明を適材適所で配置。

沖縄県恩納村は、村内の公立 5 中学校を統合し、2020 年 4 月に「うんな中学校」を開校しました。新築された校舎は、

青い空に映えるコーラルホワイトの外壁にブラウンをアクセントとして加えた周囲になじむ色彩計画で、内装では優し

い色合いのカバ桜をフローリング材として全面的に敷設。照明器具は各スペースの用途に適した LED 器具をそれぞ

れに採用しています。

2階エントランスの照明風景　FHP32形×3灯用省電力タイプのTENQOOスクエアLEDバータイプ直付埋込兼用形❶16台を分散配置し、明るい照明環境を創出。

特集 恩納村立うんな中学校 校舎 / プール棟
【 物件概要 】

所在地：沖縄県国頭郡恩納村字恩納 7409-1
敷地面積：約 24,212 ㎡
建築面積：2,735.76 ㎡（屋内運動場棟等含む）
延床面積：8089.56 ㎡
構造規模：鉄筋コンクリート造、地上 4 階建
施主：恩納村
設計：㈱国建
施工： 建築／㈲国吉組・㈲田仲建設 JV
 電気／㈲共栄電工・當亜電設（同）JV
竣工：2020 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

屋内

❶ LED ベースライト TENQOO スクエア LED バータイプ直付埋込兼用形下面開放 　□ 570 LEKR750452FN-LD9 35 消費電力：34.0W
❷ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形下面開放 LEKT425693N-LS9 350 消費電力：43.0W
❸ LED ベースライト TENQOO シリーズ黒板灯 LEKT414693N-LS9 56 消費電力：43.0W
❹ LED ベースライト TENQOO スクエア LED バータイプ直付埋込兼用形下面開放　 □ 570 LEKR750652FN-LD9 36 消費電力：47.5W
❺ LED ユニット交換形ダウンライト一般形白色反射板φ 100 2500 シリーズ LEKD253013N-LS9 9 消費電力：17.1W
❻ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形下面開放グレア抑制 LEKT425693DN-LS9 12 消費電力：43.0W

トレーニングスペース ❼LEDベースライトTENQOOシリーズ防湿・防雨形（ステンレス白色タイプ）40タイプ直付形W70 LEKTW407323SN-LS9 6 消費電力：19.5W

新世代型教室　Hf32形×2灯用器具相当の明るさのLEDベースライト直付形❷を採用。

普通教室　高出力タイプ6,600lmのLEDベースラ
イト❷9灯とLED黒板灯❸2灯を採用。

コモンスペース　リラックスできる会話空間に適
したLEDダウンライト❺を1スペースに3台設置。

（左）家庭教室　（中）音楽教室　LEDベースライト直付形❷を16台設置。
（右）トレーニングスペース　台風対策として防湿・防雨タイプのLEDベースライト❼を耐風圧用補強金具で固定。

図書室　6,850lmのTENQOOスクエアLEDバータ
イプ直付埋込兼用形❹18台を分散配置。

コンピュータ教室　目が疲れやすい授業内容を考慮
してグレア抑制タイプのLEDベースライト❻を採用。

（右上）2階コミュニティーホール　吹き抜け構造
で3階まで木ルーバーの意匠が続く。

特集 恩納村立うんな中学校 校舎 / プール棟
恩納村の中学校統合は、5校に分散していた
生徒たちが学年・学級規模が大きい 1つの学
校で学ぶことにより、人間関係の固定化緩和、
社会性の促進、学習機会の保障、あるいは保
護者を含めた地域の一体化などにつながると
して進められました。東シナ海に面した日本
屈指のリゾート地である地域特色から、第 2
外国語授業を導入、さらに地域連携など独自
の教育施策も計画されています。
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診療棟全体の照明は、来院者に対して安心感を与え、医療従事者

に対しては機能的であることです。色温度は各ゾーンの機能に合わせ

て、病室が 3000K、廊下・待合室が 3500K、診療室・検査室などは

4000K に設定されています。2 階の手術前ホールや 4 階の NICU ※など

はクリーン度が求められるため、HACCP・クリーンルーム兼用形の LED

ベースライトを設置。手術前ホールは 4000K、NICU ※の処置ゾーンは

3000K、スタッフゾーンは 3500K としています。NICU ※は新生児の目に

優しい照明とするため調光機能付としています。内視鏡室は LED ベース

ライトと LED ユニット交換形ダウンライトを併用。患者とモニター両方

を見やすい明るさにするための調光機能付です。各階にあるスタッフス

テーションは埋込形の LED ベースライトと LED 一体形ダウンライトを

設置。天井面をすっきりと見せ、作業を行うカウンター面を明るく照射

します。エレベーターホールや廊下は LED ダウンライトを 3500K の温

白色に統一し、落ち着きと癒しをもたらす空間を演出しています。

患者に安心感を与え、医療従事者にとって機能的であるLED器具を採用。

横浜市では、旧市民病院の老朽化等により再整備を進めてきた新市民病院がこのたび完成、開院の運びとなりました。

新市民病院は隣接する三ツ沢公園と一体となる次世代型の「パークホスピタル」として療養環境を重視し、市行政や

関係機関と連携した政策的医療を積極的に担うとともに、地域医療全体の質向上にも貢献します。

手術前ホール　クリーン度を重視したLEDベースライトHACCP・クリーンルーム兼用形❶の照明。

LIGHTING SCENE 横浜市立市民病院
【 物件概要 】

所在地：神奈川県横浜市神奈川区三ツ沢西町 1-1
敷地面積：23,836.46 ㎡（診療棟）
延床面積：68,790.79 ㎡（診療棟）
規模・構造：地下 2 階・地上 7 階建 S 造一部 RC 造
施主：横浜市
設計：㈱佐藤総合計画
施工： 建築／戸田建設㈱・㈱松尾工務店・馬淵建設㈱ JV
 電気／㈱九電工・㈱大三洋行・丸子電気工事㈱ JV
竣工： 2020 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

院内

❶LEDベースライトTENQOOシリーズ埋込形HACCP・クリーンルーム兼用形 LEKR425693VW-LD9 319 消費電力：45.0W
❷LEDベースライトTENQOOシリーズ埋込形HACCP・クリーンルーム兼用形 LEKR425693VL-LD9 14 消費電力：45.0W
❸LEDベースライトTENQOOシリーズ埋込形HACCP・クリーンルーム兼用形 LEKR425693VWW-LD9 11 消費電力：45.0W
❹LEDベースライトTENQOOシリーズ埋込形下面開放 LEKR415693W-LD9　 409 消費電力：43.0W
❺LEDベースライトTENQOOシリーズ埋込形システムアップ LEKR416693VW-LD9+F-41123 247 消費電力：43.0W
❻LEDユニット交換形ダウンライト LEKD153013WW-LD9 1450 消費電力：10.6W
❼LED一体形ダウンライト LEDD-05011BN-LS1 181 消費電力：7.8W
❽LEDユニット交換形ダウンライト LEKD2533013W-LD9 112 消費電力：17.5W

NICU※　調光可能な LEDベースライトHACCP・クリーンルーム兼用形❷❸の照明。

（左）スタッフステーション　LEDベースライト❹ LED一体形ダウンライト❼を配置。
（右）内視鏡室　調光可能な LEDベースライト❺とLEDユニット交換形ダウンライト❽の照明。

（左）エレベーターホール　LEDユニット交換形ダウンライト❻の温かみある照明。
（右）廊下　LEDユニット交換形ダウンライト❻の照明。

新市民病院は、三ツ沢球技場からの声援、照
明の影響が少ない南側に入院病棟と外来を、
球技場側にスタッフ、診療ゾーンを配置してい
ます。またがん医療の充実をはじめとする医療
強化、個室を増やすといった療養環境の改善
はもとより、公園と一体化したロータリーやカ
フェなどが入る利便施設棟を設置しサービス向
上を実現。大規模災害時には災害拠点病院と
して機能します。

LIGHTING SCENE 横浜市立市民病院

LEDベースライトHACCP・クリーンルーム兼用形

LEDベースライトTENQOOシリーズ

LEDユニット交換形
ダウンライト

※NICU：新生児特定集中治療室
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売場の照明風景（エントランス付近から）　110タイプと40タイプの LEDベースライト無線調光器具❶❷を組み合わせて直線状に連結設置。
光色6500Kによる明るい買い物環境を提供。

　新築された店舗は、正面から見て左右35m×奥行32mと正方形に近

い建物形状で、売場は天井高さが3.6mと高く、柱が少なく圧迫感を感

じさせない広い空間です。天井や床に加えて什器も白を基調としており、

柱と壁面の黄色が映える明るく開放的な雰囲気の店舗設計となってい

ます。

　売場に採用された照明器具は、LEDベースライトの無線調光器具で、

昼光色の明るさ高出力タイプです。エントランスから奥に向かって白い

天井面に約2.7m間隔で横向きに10列の光の直線が並び、縦方向に設

置された什器に影が生じにくい照明レイアウトとなっています。売場外

周通路上には、壁面に沿う形でLEDベースライトをぐるりと連結設置し

て、鉛直面の照度を確保。空間全体を見渡した時の奥行き感と明るさ

感を高める照明設計となっています。

　売場は、陳列商品の種類や、什器の高さの違いなどから、レジ周りを含

めて7つの照明エリアに分けられ調光制御。売場以外の6空間と合わせて

計13エリアそれぞれに、午前/夕方、午後、夜間、時間外の調光率が設定さ

れ、いつ訪れても商品が見やすく快適な売場環境が創り出されています。

照明制御に無線 T/Flecs システムを採用し、時間帯に合わせた快適な照明環境を創出。

2020 年 3 月、千葉県にドラッグストアのマツモトキヨシが新店舗をオープンさせました。建屋上部は遠くからも目を

引くマツモトキヨシならではの黄色のサインスペースとし、薄暮時に LED アームレス照明がライトアップ。売場は白を

基調とした店舗づくりで、6500K のベース照明が明るく清潔感ある光環境を創り上げています。

LIGHTING SCENE マツモトキヨシ
【 物件概要 】

所在地：千葉県
敷地面積：4,315.89 ㎡
建築面積：1119.96 ㎡
構造規模：鉄骨造 平屋建
施主：㈱マツモトキヨシホールディングス
設計：㈱エムケイプランニング
施工： 内装工事／セック㈱
 電気／会田電業㈱
竣工：2020 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

屋内
❶LEDベースライトTENQOOシリーズ無線T/Flecsシステム110タイプ高出力タイプ直付形 特注品 172 消費電力：103.5W
❷LEDベースライトTENQOOシリーズ無線T/Flecsシステム40タイプ高出力タイプ直付形 特注品 32 消費電力：43.5W
❸LEDベースライトTENQOOスクエアパネルタイプ埋込形□450 LEKR745851FWW-LD9 8 消費電力：43.0W

屋外
❹LEDアームレスサイン照明器具1200タイプ 特注品 24 消費電力：28.4W
❺LEDアームレスサイン照明器具900タイプ 特注品 1 消費電力：21.3W
❻LEDアームレスサイン照明器具600タイプ 特注品 2 消費電力：14.2W

売場壁面　壁面上部にも光がまわるように、壁面から約0.5m
の間隔を取って連結した無線調光器具❶❷を設置。

エリア設定　売場内は外周、レジ周りを
含めて7エリアに分けて調光制御。

店舗外装サインスペース　看板の上側にLEDアームレスサイン照明器具❹❺❻を配置。アーム付き看板照
明で生じやすい横方向の光ムラがなく、明るく均一な光のグラデーションを実現。

売場の照明風景　奥側からレジ方面を望む。

調剤室　明るさ高出力タイプの LEDベースライト
❶により手元も見やすい照明環境を実現。

調剤カウンター前 　落ち着いた雰囲気を演出する
3500Kの LEDスクエア器具❸を8灯設置。

首都圏を中心に全国に1681※店舗を展開する
ドラッグストア大手のマツモトキヨシが、千葉県
に新店舗を出店。売場面積約920㎡の郊外型店
舗で、ヘルス&ビューティー関連商品をメインに、
日用雑貨や食料品などの生活必需品から医薬
品までを幅広く取り揃え、さらに店舗一角に調
剤室を併設することで、地域に密着したかかり
つけドラッグストアを目指しています。

LIGHTING SCENE マツモトキヨシ

※2019年9月時点
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建物前に広がる平尾大池公園や背側に迫る山林など、周囲の風景に

なじむだけでなく、近隣地域の持つ高級感・上質感を強く意識して建

築設計された、しらゆりセレモニーホール福岡平尾。建物は外観、内

装ともにグレーと白を基調としたシックなデザインが採用され、屋内は

利用するお客さまが心地よく過ごせるように、高い天井とカーテンウォー

ルの採用などによる開放感が重視された空間となっています。

照明設計においては、高齢者などを含む不特定多数の来場者がある

ことから、ロビーなどでは足元が暗くならないよう明るさを確保しなが

ら、空間によっては照明が脇役に徹したり、あるいは主役となったりす

るようなメリハリのある照明環境を創り上げています。

屋外照明では、「地域のランドマークとなる」という建築コンセプト

を受けて、夜間の建物ライトアップを照明計画として取り込みました。

庇下に金属製建材を使用し、間接照明として防雨形の LED ライン器具

を配置することにより、金属の反射が光をより浮き上がらせる効果を得

ており、広いガラス面からの漏れ光とあわせて、建物全体の存在感を

より高めています。

金属製の庇下を間接照明によりライトアップ。加えて漏れ光の美しいカーテンウォール構造を採用。

人々の悲しみに携わる葬祭事業を通じて地域社会に貢献したいと考える（株）やまそうが、新たな葬祭会場を福

岡市中央区にオープン。高級住宅地として知られる周辺地域にふさわしい落ち着いた佇まいとアーバンチック

なセンスを感じさせる会場を目指し、照明設備においても地域のランドマークとなれるよう夜間の LED ライト

アップを実施しています。

外観のライトアップ風景　北面を除く屋根の庇下に5000Kの防雨形 LEDライン器具❶を間接照明として配置し、薄暮から夜間のライトアップを実施。

LIGHTING SCENE しらゆりセレモニーホール 福岡平尾
【 物件概要 】

所在地：福岡県福岡市中央区平尾 5 丁目 22-34
敷地面積：5780.76 ㎡
建築面積：630.86 ㎡
延床面積：1043.45 ㎡
構造規模：鉄骨造、地上 2 階建
施 主：㈱やまそう　代表取締役　植村 政人
設 計：滝口建築事務所
施工：建築／入江建設㈱
電気／藤榮電氣工事㈱
竣 工：2020 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

屋外 ❶LEDライン器具屋外防水用ライン器具（昼白色）1200mmタイプ LEDL-12902N-LS9 49 消費電力：20.5W

屋内

❷LEDユニット交換形ダウンライト一般形白色反射板 広角タイプφ125　2000シリーズ LEKD203014N-LS9 54 消費電力：13.4W
❸LEDユニット交換形ダウンライト一般形白色反射板 広角タイプφ125　2500シリーズ LEKD253014N-LS9 23 消費電力：17.1W
❹LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形W70 LEKT407203N-LD9 60 消費電力：42.5W
❺LEDベースライトTENQOOスクエア バネルタイプ埋込形□600 LEKR760101FN-LD9 5 消費電力：60.5W
❻LEDベースライトTENQOOスクエア バネルタイプ埋込形□450 LEKR745651FN-LD9 6 消費電力：35.5W
❼LEDベースライトTENQOOシリーズ防湿・防雨形（ステンレス白色タイプ）40タイプ直付形W120 LEKTW412523SN-LS9 5 消費電力：32.5W
❽LED一体形ダウンライト 高気密SB形φ100 LEDD87003N(W)-LS 31 消費電力：9.5W

（左）1階ロビー／（右）2階ロビー　1階にはLEDユニット交換形ダウンライト2000シリーズ❷、2階には2500
シリーズ❸を採用。足元が暗くならないよう十分な照度を確保。

（右上）平尾大池越しに見た夜間ライトアップ風景

（左上）1階会食室 　調光可能なLED一体形スクエア器具❻を6台配置。／（左下）厨房　ステンレス白色タイ
プの防湿・防雨形器具を採用。／（右）2階控室　「アーバンホテル」をコンセプトに落ち着いてくつろげる空
間をLED一体形ダウンライト❽をはじめとする住宅照明器具により創出。

（左）斎場 ／（右）小斎場　照明演出が可能な5000Kの調光器具を採用。ベース照明にはLEDダウンライト❸と
LED一体形スクエア器具❺を配置。折り上げ天井にはTENQOOシリーズ直付形❹によるコーブ照明を実現。

福岡県小竹町の地にて創業しその後飯塚市に
本部を構え、筑豊、福岡、筑紫野の 3 エリア
に広く葬儀関連事業を展開する（株）やまそうが、
2020 年 3 月、福岡市中央区の恵まれた地に 9
番目となる新会場を開設。周辺地域に溶け込
むことを意識した建築意匠と照明演出、タイム
カプセルサービスといった新機能など、他会場
にはなかった試みも多彩。しらゆりセレモニー
ホールの新たなフラッグシップ会場です。

LIGHTING SCENE しらゆりセレモニーホール 福岡平尾
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ABS 秋田放送では、これまで情報番組とニュース番組のセットが別々

のフロアに分かれていました。新社屋では、この 2 つのセットをワンフロ

アに集め連携させることで、スムーズで効率的な運用を可能にしています。

照明設備についても、より効率的な運用を目指し、フル LED 化を採用。

各 LED 照明器具を自動認識し、吊位置情報などを調光操作卓・ワイヤ

レス操作器に自動表示する双方向通信（RDM）によって、パッチ作業不

要の優れた使い勝手を実現しています。

また、LED スポットライト、LED ブロードライトの仕様を統一すること

で各セットでの照明器具の共有を可能にし、運用効率を向上。平均演

色評価数については、人の肌や商品の質感もリアルに再現する Ra95 に

統一、相関色温度については、昼白色相当の 5000K に統一しています。

LED スポットライトは小形で高出力の FORTEX シリーズを採用し、6 型

フレネルは緑色、8 型フレネルは赤色の取手により、機種の違いを判別

しやすく、仕込み作業の効率化にも貢献しています。

2つのセットの連携と照明設備のフル LED化により、スムーズで効率的な運用を実現。

日本テレビをキー局とする ABS 秋田放送が、JR 秋田駅前に新社屋をオープン。高い耐震性を確保し、2 系統の

商用電源と無停電電源装置（UPS）を備えた新しいテレビスタジオには、フル LED 化による使い勝手の良い照明

設備を導入。有事の際にも放送を継続できる、安全・安心で、運用効率に優れたスタジオを実現しています。

情報番組用セット　LED スポットライト❶❷、LED ブロードライト❸の仕込みが完了した状態。セット裏には LED ホリゾントライト❹❺を配置。

LIGHTING SCENE ABS 秋田放送　新社屋スタジオ
【 物件概要 】

所在地：秋田県秋田市中通 7 丁目 1-1-2
建築面積：1,951.56 ㎡
延床面積：4,963.69 ㎡
構造・規模：鉄骨造・地上 3 階建
施主：㈱秋田放送
設計：清水建設㈱
施工： 建築／清水建設㈱
 スタジオ照明設備及び昇降設備／東芝ライテック㈱
オープン：2020 年 4 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

スタジオ

❶ LED スポットライト　FORTEX 8 型フレネル（昼白色相当）（ハロゲン 1kW ～ 2kW 相当） AL-LED-FSG8-W 18 消費電力：246W
❷ LED スポットライト　FORTEX 6 型フレネル（昼白色相当）（ハロゲン 500W ～ 1kW 相当） AL-LED-FSH6-W 22 消費電力：115W
❸ LED ブロードライト （ハロゲン 1kW 相当） AL-LED-BRH-W 20 消費電力：162W
❹ LED ホリゾントライト 4 色タイプ （アッパー） AL-LED-UH-4W-C 26 消費電力：140W
❺ LED ホリゾントライト 4 色タイプ （ロアー） AL-LED-LH-4W 10 消費電力：140W
❻タブレット形操作器 ― 1

副調整室 ❼調光操作卓　（Smart Console） SC-20 1 式
調光機器室 インテリジェント形調光器盤 PLUG-IN DIMSTAR III 1 式

ABS秋田放送は、1953年に県内初の民間ラジオ
放送局「ラジオ東北」として誕生し、1960年にテレ
ビ放送を開始。以降、社名を「秋田放送」と改め、
ラテ（ラジオ・テレビ）兼営局として地域密着型の
放送事業を展開しています。新社屋は「日本一コ
ンパクトなラテ兼営局」をコンセプトとして、2020
年4月、秋田駅前にオープン。地域に貢献し、気軽
に立ち寄れる、安全・安心な放送局として、秋田
駅西口の新しいランドマークになっています。

トラスバトン　トラスバトンにより昇降装置の台数を減らしてコストを削減。
LED スポットライト❶❷、LED ブロードライト❸の器具情報は RDM 双方向
通信により自動認識。

ニュース番組用セット　UPS 電源コンセントを備えた固定グリッドに、
LED スポットライト❶❷、LED ブロードライト❸を配置。

調光操作卓❼　 RDM 双方向通信により、
LED 照明器具を自動認識。

タブレット形操作器❻

LEDスポットライト
FORTEX 8型フレネル

（ハロゲン1kW～2kW相当）❶

LEDスポットライト
FORTEX 6型フレネル

（ハロゲン500W～1kW相当）❷

LEDブロードライト 
（ハロゲン1kW相当）❸

LEDホリゾントライト
（セット裏側）❹❺

LIGHTING SCENE ABS 秋田放送　新社屋スタジオ
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調光で色温度が変化するLEDシアターシリーズダウンライトにより、芸術的な時間を演出。

ホール棟は、遮音性の高い RC 造。音の響き
に細部までこだわった中型の多目的ホールで、
開口幅 9.4m、 奥行 10.3m、 高さ 9.0m のプ
ロセニアム形式の舞台を持ち、可動式音響反
射板、幕設備、客席全部の埋め床設備、客
席の移動観覧席、可動壁面パネルなどの仕組
みを組み合わせることにより、生音主体のコ
ンサート、演劇、平土間でのリハーサル、講
演会、美術展など多様な使い方が可能です。

アリーナ 高光束タイプのLED高天井器具を均等配置し、
 グレアを抑え十分な明るさを確保。

多目的練習場 400Wメタルハライドランプ器具相当のLED高天井器具により、
 均一な照度を確保。

ステージ　天井の音響反射板に配置されたLEDシアターシリーズダウンライト。 客席　客席照明には、天井高を考慮してLEDシアターシリーズダウンライトを採用。

公式スポーツ大会も可能なアリーナを中心に、柔道場、剣道場、弓道場、ゲートボール場、さらには会議室なども備えた、

三条市体育文化会館のアリーナ棟。それぞれのスペースにおける競技、利用目的に合わせてLED照明器具を巧みに使い

分け、快適な光環境を創出しています。多種多様な「重ね使い」が可能なマルチホールでは、舞台照明、客席照明ともに

LED器具を採用し、フルLEDを実現。スポーツ施設とは対照的な、感性に語りかける光環境を創出しています。

ハイパワータイプのLED高天井器具を均等配置し、各種スポーツ照明基準をクリア。

三条市体育文化会館アリーナ棟は、バスケット
ボールコート 2 面、バレーボールコート 3 面の
広さを持つアリーナに、観覧席 679 席を備え、
公式スポーツ大会のほか展示スペースやイベン
ト会場としても利用可能な設計となっています。
1 階にはトレーニングルーム、2 階には柔道場・
剣道場を備えたマルチルーム、3 階には、弓
道場・ゲートボール場・フットサル場として活
用できる多目的練習場も備えています。

2019年 照明普及賞受賞施設 三条市体育文化会館 2019年 照明普及賞受賞施設 東京医科大学病院
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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。

エントランス　552台のLEDベースライトの光膜照明によって3層の吹抜け空間の開放感を演出。

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

職員食堂　LEDダウンライト、間接照明を中心に配置。

9階特別病棟ラウンジ　LEDベースライトとLEDダウンライトの電球色で統一。

2階外来待合スペース　LEDベースライトで間接照明を計画。

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。

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。

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、

2019年 照明普及賞受賞施設 三条市体育文化会館 2019年 照明普及賞受賞施設 東京医科大学病院
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