
2021-1
No.10

特集 スポーツ施設の照明



2 2021-1　Lighting Scene No.10

Lighting Scene

No.10　2021-1

C O N T E N T S

巻頭インタビュー

「等々力球場」の建築と照明
神奈川県川崎市、等々力緑地内に立地する市民球場「等々力球場」の建築と照明につい

て、川崎市建設緑政局の平井正明様、川本拓様、釣井駿佑様にお話を伺いました。

1967年から多くの公式大会が行われ、
地域に愛され続ける市民球場。
―はじめに、今回の球場整備計画について概要
をお聞かせください。
釣井　旧等々力球場は、高校硬式野球の選
手層の拡大や技術の向上を目的に、昭和42年

（1967年）に供用開始し、高校生による硬式野
球の練習や大会、社会人野球の大会、首都大学
リーグ、一般の方々の練習・試合などに利用さ
れてきました。大もとになっている計画としては、
平成23年3月に策定された「等々力緑地再編整
備実施計画」があり、球場についても、施設の老
朽化対策、収容人員の拡大、防球対策、施設の
機能向上と諸室の整備などの方向性が定めら
れました。さらにその後、より具体的な整備内容
の「等々力硬式野球場整備計画」が平成25年3
月に策定され、平成27年度から旧球場の解体
を行い、平成28年度から改築工事に着手して、
今年、令和2年10月に供用開始となりました。
―大もとになっている等々力緑地の再編整備
実施計画についてお聞かせください。

川本　等々力緑地は、全体で56.4ヘクタール
の都市計画緑地となっており、陸上競技場、野
球場、テニスコート、アリーナ、ミュージアム、釣
り池など様々な施設を持つ公園・緑地を再整
備していく計画です。これまで実施計画に基づ
く段階的な整備に加え、公園施設の一体的・横
断的な維持管理・利活用の検討など、公園のさ
らなる魅力向上に向けた取組を進めてきまし
たが、マーケットサウンディングの実施や、平成
30年度にPFI法※1に基づく民間による再編整備
事業の提案を受け、今年度、あらためて実施計
画の改定に向けて取り組んでいるところです。
　緑地はもともと多摩川の旧河川敷だったこ
ともあり、周りの住宅地よりも低い地形になっ
ていることから、令和元年の台風19号通過に
伴い浸水被害を受けました。等々力緑地は地
震や火災時の広域避難場所や警察・消防等の
広域活動拠点としても位置付けられています
が、今回の浸水被害を踏まえた緑地の役割の
検証など、防災対策の充実に向けたさらなる
検討も改定作業のなかで進める必要があると

特集　スポーツ施設の照明

■ 巻頭インタビュー
2 「等々力球場」の建築と照明

川崎市　建設緑政局
等々力緑地再編整備室室長
平井　正明　様

川崎市　建設緑政局
等々力緑地再編整備室課長補佐
川本　拓　様

川崎市　建設緑政局
等々力緑地再編整備室
釣井　駿佑　様

■ 施設例
5 等々力球場

6 帯広市総合体育館（よつ葉アリーナ十勝）

8 世田谷区立九品仏小学校 体育館棟 改修工事

10 小田原テニスガーデン

12 世田谷区立東玉川小学校体育館棟 改修工事

■ ライティングシーン施設例
14 本田味噌本店　綾部新工場

16 米子コンベンションセンター BiG SHiP

18 大阪ガスケミカル 酉島事業所

20 吹田市文化会館　メイシアター

22 tbc東北放送　新社屋スタジオ

川崎市　建設緑政局
等々力緑地再編整備室室長
平井　正明　様

川崎市　建設緑政局
等々力緑地再編整備室課長補佐
川本　拓　様

川崎市　建設緑政局
等々力緑地再編整備室
釣井　駿佑　様

3階客席上段から望む、昼間の等々力球場。

※ 1　PFI 法：民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律
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考えています。
　これだけ広大な公園・緑地の維持管理は非
常にコストもかかりますので、民間活力の導入
を検討することで、将来的に、より魅力的な場に
していけるよう視野を広げて取り組んでいると
ころです。

本格的なつくりが「野球好き」の心を
とらえる、県内最大級の野球場。
―新しい等々力球場の概要についてお聞かせく
ださい。
川本　新球場は、両翼100m、センター122ｍ
のフィールドとなり、この点では横浜スタジアム
より大きく、県内最大級の規模になりました。ま
た、もともと北西側だったホームベースの位置
を北東側に変えて、西日の太陽を背にして守備
ができるようになりました。収容人数は、内野
席2階が2,050人、3階が3,182人、車いす利用者
の専用席が30人、芝生の外野席では4,000人、
車椅子利用者の専用席が17人となっています。
平井　人工芝については、旧等々力球場もか

なり昔に導入していましたが、今回はプロ野球
の球場でも使われている人工芝を使っていま
す。等々力球場は使用頻度が非常に高いので、
排水性のいい人工芝であれば大雨が降っても
使える率が高まりますし、維持管理の点でも多
くの利点があります。
―新しい等々力球場の設計コンセプトについ
てお聞かせください。
平井　等々力球場はもともと高校野球の大会
で利用されてきた球場で、例えば高校球児に
とっては、小学校、中学校、高校とずっと野球を
やってきて、これが最後の試合になる、というこ
ともあります。自分自身が高校まで野球をやっ
ていて、等々力球場で試合をしたこともありま
したので、実質上、人生最後の試合になったと
しても「ここで負けたのなら仕方ない」と思って
もらえる球場になれば、という発想がありまし
た。たまたま基本計画の段階で携わらせていた
だけたので、そういう思いを随所に入れさせて
いただいて、限られた予算の中で、可能な限り
やっていこうと。

川本　屋内ブルペンが1塁側と3塁側にあり、
ダッグアウトには素振り室を備えていたり、前
列のバーにもたれて前かがみになってチーム
メイトの応援をしたり、と、ちょっとしたところで
すが、野球が好きな方からは非常にご好評をい
ただいています。選手のロッカールームも1塁
側と3塁側にそれぞれ2室ずつ、計4室整備して
いて、仕切りを隔てて個別の椅子が並んでいる
ような、本格的なつくりになっています。
平井　もうひとつ特徴的な部分として、他の球
場では通常あまり無いことだと思いますが、外
野のさらに外側、公園内の園路から球場内を
見ることができるんです。高校野球にしても夏
は有料となりますが、そうした有料の試合で
も、緑地内を散歩している方が自由に見られる、
非常に開放的な設計になっています。これは、
等々力球場を要塞のような囲われた空間にし
て閉じさせるのではなく、あくまでも公園の中
の野球場として、公園と一体化させる狙いがあ
ります。

ホームベース後方からセンター方向を望む。 ホームベース側の照明塔（2カ所）。

● 照明塔の配置図

内野・外野側の照明塔
（4カ所）。

センターフェンス側からホームベース方向を望む。 照明塔は6基とし、JIS-Z9127に基づいて、
器具取り付け位置の最下段の高さは30mに設計。
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わかっていても驚くLED器具の即時
点灯。防災拠点としての光の確保にも
期待。
―既に多くの予約が入っていると伺いましたが、
照明に対する評判はいかがですか？
釣井　LEDは点灯するのが早いので、そこはとて
も評判がいいですね。ピッと押したら1秒くらいで
明るくなって「早いですね」と、わかっていても昔
のイメージがあるせいか、よく驚かれています。
川本　LED投光器の明るさは災害拠点となっ
た際にも生かされるのではないかと思っていま
す。緑地内の施設にはそれぞれ災害時の役割
があり、野球場は消防機関の活動拠点という位
置づけで、1塁側の内野と外野の間の大きな開
閉部から消防車が出入りできる構造になってい
ます。災害時にはここに消防車が集積する形に
なります。また、3塁側の屋内野球練習場の空間
では救援物資などを集積できる設計になってい
ます。そういう役割もあるので、明るい照明があ
ることは非常時にも役立つのではないかと期
待しています。
―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。

等々力球場では、最新のJIS-Z9127※2

に基づき、競技者がプレーしやすい照
明環境を実現しています。
● 野球場の照明設計について
　一般的な野球場の照明設計は、球速の早い
内野は高照度で、外野は飛球の頻度や球速を
考慮して、内野に比較し低照度で設計します。良
好なプレー環境を得るために、内野から外野に
かけての照度差を滑らかにする必要があります。
　照明塔は6基設けるのが一般的で、競技者や
審判からの眩しさを避けるために、照明塔を設
置してはいけない範囲があり、それを避けるよ
うに照明塔の位置を設計します。それと同時に、
照明塔同士の最大距離から照明の高さも決定
します。
● 等々力球場の照明塔と器具取り付け高さ
　今回、等々力球場では、ホームベース側2基、
内野および外野側4基の、全6基の照明塔を設
け、JIS-Z9127に基づいて計算した結果、最下段
の照明器具の取り付け高さを30mとしています。
● 等々力球場における照明設計の主な流れ
　まず、照明塔の位置と投光器の設置高さの決
定から始まり、要求照度に対して投光器の必要

台数の検討、同時に概略のエーミング（向き）を
検討、さらに近隣への光害状況を計算しました。
この段階で、高出力LED投光器が登場したため、
光源をHID器具からLEDに切り替え、最も明る
い照度をJIS基準の「運動競技区分Ⅰ」に対応す
る内野1,000ルクス、外野750ルクスにて再設計
しました。
　その後、実際の照明架台に合致させた精密
な検討、グレアの検討、フライボールに対応する
ため、上空30ｍでの鉛直面照度と下方向の照
度の検討などを行いました。LED投光器はこれ
までのHID器具に比べて光の指向性が強いた
め、上空への光量が落ちてフライボールが見え
にくくなることが指摘されているためです。
　以上のことを繰り返し再検討し、設計を詰め
ていきました。
● 器具設置後の照度、均斉度などの数値測定
方法
　測定するポイントはJIS規格で細かく決めら
れていて、それに沿って測定を行います。内野
は5mピッチ、外野は10mピッチで、グラウンド

（GL）面を測定しました。同時にグレアも測定
し、ほぼ設計通りの照明環境を確認しました。

特集 等々力球場

3階客席の上段からライト方向を望む。 日没後。ナイター競技にも十分な明るさを確保。

100% 点灯時（運動競技区分Ⅰ）
平均照度 ： 内野　1,000 ルクス以上

外野　750 ルクス以上
均 斉 度 ： 内野　0.70 以上

外野　0.50 以上

75% 点灯時（運動競技区分Ⅱ）
平均照度 ： 内野　750 ルクス以上

外野　500 ルクス以上　
均 斉 度 ： 内野　0.60 以上

外野　0.50 以上

50% 点灯時（運動競技区分Ⅲ）
平均照度 ： 内野　500 ルクス以上

外野　300 ルクス以上　
均 斉 度 ： 内野　0.50 以上

外野　0.30 以上

30% 点灯時（軟式の運動競技区分Ⅲ）
平均照度 ： 内野　300 ルクス以上

外野　200 ルクス以上　
均 斉 度 ： 内野　0.50 以上

外野　0.30 以上

※ 2　JIS-Z9127：日本産業規格 スポーツ照明基準
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3階客席からレフト方向を望む　硬式野球「運動競技区分Ⅰ」の照度で点灯。LED投光
器❶❷❸の効果的な配置により、内野から外野への滑らかな照度変化も確保。

LED投光器
1.5kW効率重視形
メタルハライドランプ
器具相当

（写真は中角形）

ホームベース後方からセンター方向を望む　全6カ所の照明塔のうち内野・外野側
に配置された4カ所の照明塔。それぞれにLED投光器❶❷❸を配置。

レフト側ファウルライン上　LED投光器❶❷❸の配光を綿密に計算しグレ
アを抑えた光環境を実現。2本脚の照明塔はホームベース側照明塔。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

照明塔
❶ LED 投光器 1.5kW 効率重視形メタルハライドランプ器具相当 狭角形 耐塩形 LEDS-70409NN-LJ2 34 消費電力：800W
❷ LED 投光器 1.5kW 効率重視形メタルハライドランプ器具相当 中角形 耐塩形 LEDS-70409NM-LJ2 132 消費電力：800W
❸ LED 投光器 1.5kW 効率重視形メタルハライドランプ器具相当 広角形 耐塩形 LEDS-70409NW-LJ2 50 消費電力：800W

リニューアルされた等々力球場の照明は、LED 投光器を採用し、JIS-Z9127 に基づいた各運動競技区分に適合する

照度にボタンひとつで切り替え可能。競技者にとっては眩しさを抑え競技に集中しやすい光環境を、観客にとっては

活気あふれるプレーを快適に観戦できる光空間を創出しています。

LED投光器を効果的に配置し、間引き点灯による意匠性も持たせながら、公式大会に対応する照明環境を実現。

【 物件概要 】
所在地：川崎市中原区等々力 1 番
建築面積： 6,300.48 ㎡
延床面積： 11,980.1 ㎡
構造・規模：鉄筋コンクリート造、プレキャスト鉄筋コンクリート造、
一部鉄骨造・地上 3 階建
施主：川崎市
設計：㈱山下設計
施工： 建築／鹿島・石井・松浦共同企業体
 電気／千代田・信号器材共同企業体
リニューアルオープン：2020 年 10 月

今回リニューアルされた等々力球場の照明は、最新の JIS-Z9127 に

基づいた設計とし、各運動競技区分の平均照度、均斉度を満たした、

公式大会に対応する照明環境を実現しています。全 6 基の照明塔のうち、

ホームベース側の照明塔 2 基では 12 列 3 段構成、内野および外野側

の照明塔 4 基では 9 列 4 段構成で配置。近くを照らす広角配光の器具

は下段に、その少し遠くを照らす中角配光は中段に、より遠くを照らす

狭角配光は上段に配置しています。

例えば、硬式野球の「運動競技区分Ⅰ」では平均照度が内野 1,000

ルクス以上、外野 750 ルクス以上、「運動競技区分Ⅱ」では内野 750 ル

クス以上、外野 500 ルクス以上と定められている各競技区分に対応して

4 段階の照度レベルを設定し、ボタンひとつで変更が可能。照度レベル

の変更は、点灯状態に意匠性を持たせるため、調光ではなく間引き点

灯によって対応し、内野、外野の照明塔は 1 段ずつ順番に間引き点灯し

ていくようデザインされています。

等々力球場は川崎市の等々力緑地内に立地す
る野球場で、1967年に供用が開始されて以降、
高校野球、社会人野球、首都大学リーグなどの
公式大会や練習に活用されてきました。今回
のリニューアルにより、フィールドは両翼100m、
センター 122mと、横浜スタジアムを上回り県
内最大規模の球場に。外野の外周にある園路
からも球場内を見ることができる、公園と一体
化した開放的な設計も特徴となっています。

特集 等々力球場
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旧総合体育館の倍以上の延べ床面積を持つ新総合体育館は、バスケ

ットボールコートを 3 面とれる客席数 3,000 超のメインアリーナをはじめ、

サブアリーナ、ランニングコース、トレーニング室、スタジオ、さらには

多目的室や研修室、幼児室などさまざまな空間を備え、各スペースは用

途に合わせて LED 照明器具が採用されています。

競技スペースであるメインおよびサブアリーナはともに天井面、壁面を

黒を基調とした内装にまとめ、天井照明には昼白色の LED 高天井器具を

採用し、全体的にシックな雰囲気を演出。メインアリーナでは、128 台

の LED 高天井器具に加え、66 台の LED 投光器を客席スタンド上方に配

置しました。

照明制御は、必要な照度と均斉度を実現する競技別パターンに加え、

6 種類の間引きパターンと 5 段階の調光パターンを設定。明るさは投光

器を消した状態で床面平均照度 1,500 ルクス以上、鉛直面でも 1,000 ル

クスを確保。LED 投光器も含めた全点灯では床面平均で 2,700 ルクスを

超える明るい競技環境を実現しています（ハンドボールセンターコート使

用の場合）。

各種公式競技で使用できる平均照度1,500ルクスを確保し、メインアリーナはテレビ中継にも配慮。

北海道帯広市は、総合体育館の老朽化、狭あい化への対応や、耐震化の必要性から、機能も設備も最新の体育館

を隣接地に新築しました。旧施設の 2.5 倍の延べ床面積を持つ新体育館は、LED 高天井器具、LED 投光器をはじめ、

数多くの LED 照明器具が採用され、各スペースそれぞれに明るい競技環境・健康増進環境を創出しています。

メインアリーナの照明風景　広さ約 66 × 46m、天井梁高さ 14m の大空間に、ハイパワータイプの LED 高天井器具❶計 128 台を 2 台 1 組で整列配置。

特集 帯広市総合体育館（よつ葉アリーナ十勝）
【 物件概要 】

所在地：北海道帯広市大通北 1 丁目 1 番地
建築面積：8,689.70 ㎡
延床面積：14,493.06 ㎡
収容人員： メインアリーナ／ 3,803 席（車椅子 28 席）
 サブアリーナ／ 224 席（車椅子 2 席）
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：PFI による新総合体育館整備運営 オカモトグループ
設計：山下設計、岡田設計、創造設計舎共同企業体
施工：建築／宮坂・萩原・川田・市川共同企業体
電気／川岸・北海電工特定建設工事共同企業体
竣工：2021 年 7 月（2019 年 12 月一部竣工）

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

メインアリーナ・サブアリーナ ❶ LED高天井器具ハイパワータイプ700W形メタルハライドランプ器具×2灯相当広角タイプ LEDJ-63001N-LD9 191 消費電力：375.2W
メインアリーナ ❷LED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 LEDS-50409NW-LJ2 66 消費電力：499W（200V時）
トレーニング室 ❸LEDベースライトTENQOOスクエアLEDバータイプ埋込形□600下面開放タイプ LEKR760902W-LD9 37 消費電力：63.5W

スタジオ ❹ LEDベースライトTENQOOスクエアLEDバータイプ埋込形□600下面開放タイプ LEKR760112W-LD9 21 消費電力：73.5W

トレーニング室　天井面をスッキリ見せる埋込形
の LED スクエア器具❸を 3 列等間隔で配置。

メインアリーナ　1kW効率重視形メタルハライドランプ器具相当のLED投光器❷を観客席天井部に並べて配置。

サブアリーナ　15.4m の高さに 64 台の LED 高天井器具❶を配置し、約 1,600 ルクスの床面平均照度を確保。

スタジオ　色温度 4000K の FHP45 形× 4 灯用器具
相当 LED スクエア器具❹を計 21 台整列配置。

約半世紀にわたり十勝地域の人々に親しまれてき
た帯広市総合体育館は、PFI事業※1として2020年
に建て替えられ、ネーミングライツにより「よつ葉
アリーナ十勝」の名で呼ばれることとなりました。
新体育館は2つのアリーナを中心に、各種スポー
ツの全国大会やプロ競技にも対応でき、さらには
見本市など多様なイベントの開催も可能。高齢者
や障害者、お子さまへの配慮も取り入れた、誰も
が利用しやすい施設へと生まれ変わりました。

特集 帯広市総合体育館（よつ葉アリーナ十勝）

（上）グレアを抑える拡散カバー付きの下面ガ
ードと体育館用ガードを装備したLED高天井
器具❶

（下）高天井器具と同じ高さの客席上部に設置
したLED投光器❷

※1  PFI 事業：民間資金活用による公共施設整備等の促進事業
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既設照明は、蛍光灯器具 +HID 高天井器具が使用されていましたが、

頻繁なランプ交換の手間や高所作業の負担および消費電力量等が課題と

なっていました。このため今回の照明リニューアルでは、省エネ性能に優

れ、長寿命による省メンテナンスでランプ交換の手間を軽減するなどの

特性のある LED 照明を採用。ベース照明に省エネタイプの TENQOO 反

射笠器具 10 台×３列をレースウェイに配置し、その反射笠器具間のレー

スウェイに沿って 1 台ごとにコントロールでき、瞬時点灯・再点灯が可能

な LED 高天井器具無線 T/Flecs 仕様を 4 台× 4 列配置。各照明器具に

はボール等による衝撃から器具を保護するため、TENQOO 反射笠器具に

はガードを、LED 高天井器具には体育館用ガード + 拡散下面ガードを装

備し、万全な安全対策を図りつつ平均照度約 500 ルクスの高照度を確保。

LED 高天井器具無線 T/Flecs 仕様はタブレット操作器で競技種目に合わ

せてエリア別点灯や使わないコートの消灯を可能とし、さらに調光制御

により競技種目に応じた適切な明るさを無駄なく容易に操作できるよう

にしています。ステージ照明は TENQOO 反射笠器具（ガード付）に更新し、

アリーナ照明と一体感をつくり出しています。

TENQOO反射笠器具+LED高天井器具T/Flecs仕様を採用し、競技種目に適切な明るさを無駄なく容易に確保。

体育館の照明は、これまで蛍光灯器具 +HID 高天井用器具を使用していましたが、照明リニューアルで LED の特性

である省エネをはじめ長寿命、省メンテ等の TENQOO 反射笠器具と瞬時点灯・瞬時再点灯等が可能な LED 高天井

器具 T/Flecs 仕様の併用を採用。高照度の確保と調光制御で無駄なく適切な点灯パターンを可能にしています。

入口側からステージ側方向を望む　全点灯時の TENQOO シリーズ反射笠器具❶と LED 高天井器具 T/Flecs 仕様❷

特集 世田谷区立九品仏小学校 体育館棟 改修工事
【 物件概要 】

所在地：東京都世田谷区奥沢 8 丁目 12 － 1
規模： 地上 3 階建、体育館面積 683 ㎡
施主：東京都世田谷区
照明更新設計：㈱マルタ設計
照明更新施工：東都電設㈱ 
照明更新完成：2020 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

アリーナ
❶ TENQOOシリーズ直付形反射笠器具（ガード付） LEKT415403N-LS9 30 消費電力：24.8W
❷ LED高天井器具無線T/Flecs仕様（体育館用ガード+下面拡散ガード付） LEDJ-20504N-WD9 16 消費電力：135.0W

ステージ ❸ TENQOOシリーズ直付形反射笠器具（ガード付） LEKT415693N-LS9 14 消費電力：43.0W

ステージ側コーナーから入口側方向を望む　全点灯時のTENQOOシリーズ反射笠器具❶＋
LED高天井器具T/Flecs仕様❷

TENQOOシリーズ反射笠器具のみの点灯時❶　
3列をレースウェイに配置。

入学式や卒業式等、ステージとしての
機能性を配慮しステージ照明をLED化。

（左）LED高天井器具無線T/Flecs仕様（体育館用
ガード・拡散下面ガード付）❷ （中）無線T/Flecsエ
リアコントローラー。  （右）LED高天井器具無線
T/Flecs用タブレット操作器。

TENQOOシリーズ反射笠器具（ガード付）❶

LED高天井器具T/Flecs仕様のみの点灯時❷　
TENQOOシリーズ反射笠器具に沿って設置。

ステージ照明に採用した
TENQOOシリーズ反射笠器具❸×２列配置。

東京・世田谷区立九品仏小学校は、東急大井
町線九品仏駅より徒歩 4 分。学校全体の児童
数は 276 名（2019 年度）。昭和 27 年に開校
以来、「子どもを主役に…」を合言葉に地域
の支援を得ながら今日に至っています。「世田
谷 9 年教育」の取組みを行いつつキャリア教育
を柱に教育活動が進められています。体育館
は省エネ・省メンテ等を考慮し照明を LED 化。
快適な体育館での活動を LED で実現しました。

特集 世田谷区立九品仏小学校 体育館棟 改修工事
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既設の全天候型テニスコートの夜間照明は、北側コート 8 面のべース

ライン後方のコート間に照明柱（13.4 ｍ高、コート面から 14.8 ｍ）8 基

を配置し、1 基当たり照明架台部に HID ランプ投光器を 9 台（下段×中

段×上段各 3 台）計 72 台設置していました。今回、夜間照明のリニュ

ーアル工事では、この既設照明柱を流用して、メタルハライドランプ 1㎾ 

相当の LED 投光器（広角配光）を照明架台部に同位置、同台数で取替え、

照明柱 1 基当たり LED 投光器 9 台× 8 基、合計 72 台が新たに新設さ

れました。照度は公式競技レベルを想定して全点灯時平均照度約 500

ルクスを得ており、プレーに支障のない明るさを確保すると共に、均斉

度 0.85（最小照度 / 平均照度）と高く、また、プレーの妨げになるグレ

アを抑えつつ、上空のボールが見易い良好な光環境をつくり出していま

す。消費電力が少なく、光源寿命 40,000 時間の LED 照明を採用した

ことで、大幅な省エネ（既存 HID 器具比約 52％削減）、省メンテナンス

に貢献しつつ、使用状況に応じてコート別点灯も可能とし、さらに LED

照明の特性である瞬時点灯・再点灯や虫が寄りにくいなどの利点も活か

して夜間も明るく安全・快適にプレーできる照明環境を創出しています。

テニスコートの夜間照明をLED投光器に更新し省エネ化。明るくムラのない快適なプレー環境を実現。

小田原テニスガーデンは北側コート 8 面の夜間照明を LED 投光器にリニューアル。消費電力の少ない長寿命の LED

照明を採用したことで、省エネ、省メンテナンスに貢献し、既存照明と同等以上の明るさを確保しながら快適にプレー

ができる照明環境をつくり出しています。また、施設の西方には箱根の山々を望むことができ、自然環境も最適なロ

ケーションの中、市民に愛されるテニスコートとなっています。

8 基の既設照明柱を活かして 8 面のテニスコートを LED 投光器❶でムラなく明るく照射。

特集 小田原テニスガーデン
【 物件概要 】

所在地：神奈川県小田原市蓮正寺 83 － 1
施設規模：テニスコート 16 面（砂入り人工芝コート）
照明面積：約 5,365 ㎡
施主：小田原市
運営：小田原スポーツ・文化運営企業体
照明更新施工：㈲三木電気工事
照明更新完成：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

屋外テニスコート ❶ LED 投光器 LEDS-50409NW-LJ2（広角形） 72 消費電力：499W

昼間のテニスコートの照明　8面のベースライン後方のコート間に照明柱4基を対面配置（合計8基）。

テニスコートのナイター照明　照明柱1基当たりLED投光器❶ 9台×8基合計72台を設置。

小田原市が目指す「生涯スポーツの振興」を
実現するため、スポーツ施設では、小田原市
総合文化体育館、小田原アリーナ、小田原テニ
スガーデン、城山陸上競技場等を擁しています。
小田原テニスガーデンは1997年8月に開設。テ
ニスコート16面、うち夜間照明設備北側8面に
設置し、観客席（椅子席、芝スタンド）、管理
棟や駐車場も完備。2020年3月にはLED照明
の改修工事が完了しました。

特集 小田原テニスガーデン

LED投光器❶搭載照明柱
（No.8）の点灯時。

（上） 照明架台部（消灯時）
（左） LED投光器❶搭載照明柱

（No.8）の消灯時。

ネット超しに見るLED投光器によるナイター照明　コート8面の片面を照らす
LED投光器❶搭載の照明柱4基。
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体育館の既設照明には、天井高 7.45m のアリーナに HID 高天井器具

20 台と蛍光灯器具 30 台、ステージに蛍光灯器具 14 台が設置されてい

ました。今回のリニューアルでは、アリーナに 400W 形メタルハライドラ

ンプ器具相当の LED 高天井器具 20 台を 5 台ずつ 4 列に配置し、その

間に LED ベースライトTENQOO シリーズ 30 台を 3 列に均等配置。ステ

ージにも LED ベースライト14 台を 2 列に配置しました。すべての器具に

球技などによる破損を防ぐガードを付け、高天井器具には上を向いたと

きのまぶしさを抑える拡散下面カバーも取り付けています。体育の授業

では LED ベースライトのみの点灯で使用しますが、入学式、卒業式をは

じめとする学校行事では全点灯での使用を想定し、平均照度 515 ルクス

で明るく華やかな照明演出を実現します。特に LED 高天井器具は無線

T/Flecs システムの採用でタブレット操作器によるオン・オフの操作が可

能。8 エリアの区分点灯と調光制御ができ、幅広く柔軟な運用を行える

メリットがあります。

体育館にLED高天井器具とLEDベースライトを併設。無線システム採用で運用幅も拡大。

東京都世田谷区では環境配慮による次代へつなげる教育環境の整備、施設の老朽化対応を順次進めています。この

たび東玉川小学校では体育館使用にあたっての快適さと利便性をアップするための改修工事が行われ、照明器具もす

べて LED 器具にリニューアルしました。省エネ、メンテナンスフリーを実現し、調光、区分制御などにより運用メリ

ットが広がりました。

体育館入口サイドから見る LED 高天井器具❶と LED ベースライト❷❸全点灯の照明。

特集 世田谷区立東玉川小学校体育館棟 改修工事
【 物件概要 】

所在地：東京都世田谷区奥沢 1-1-1
規模：地上 2 階建　体育館面積 597 ㎡
施主：東京都世田谷区
照明更新設計：㈱マルタ設計
照明更新施工：東都電設㈱ 
改修工事完成：2020 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

体育館
❶ LED 高天井器具無線 T/Flecs 仕様（体育館用ガード+ 下面拡散ガード付） LEDJ-20504N-WD9 20 消費電力：135.0W
❷ TENQOO シリーズ直付形反射笠器具（ガード付） LEKT415403N-LS9 30 消費電力：24.8W
❸ TENQOO シリーズ直付形反射笠器具（ガード付） LEKT415693N-LS9 14 消費電力：43.0W

体育館の横から見たLED高天井器具❶とLEDベースライト❷の照明。

ステージ正面を2階から見たときの全点灯照明。

LEDベースライト❷❸と区分点灯している
LED高天井器具❶

LED高天井器具❶

無線エリアコントローラー

LEDベースライト❷

タブレット操作器

2階から見るLED高天井器具❶のみ点灯した照明。

ステージのLEDベースライト❸の照明。

東玉川小学校は世田谷区の東端に位置し、開
校 69 周年という歴史をもっています。2005 年
には文部科学省が推進する、学校が地域と一
体となり、目標やビジョンを共有して子どもた
ちを育む「地域運営学校」に指定され学内緑
化、学力向上、読書活動、家庭教育などの支
援活動に積極的に取り組んでいます。

特集 世田谷区立東玉川小学校体育館棟 改修工事
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1階仕込み室の照明風景　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による明るい生産環境を創出。

グローバル基準を取り入れ「次世代につなげるみそ造り」の拠点と位

置付けられた新丹波醸房は、旧工場と比較して生産スペース、開発スペー

スともに 2 倍に拡張され、最大生産能力は 1.5 倍。清潔感のある白を

基調とした内外装に、勝利を呼び寄せる色として赤を、エントランスを

はじめ随所に取り入れた印象的な建物デザインとなっています。

照明設計では生産エリアと来客エリアの区分けを意識し、製造工程

は製品の確認がしやすい昼白色の明るい環境を、見学者通路などは明

るさを抑えた電球色の落ち着いた雰囲気を演出。最高水準の衛生管理

が求められる生産エリアには、HACCP 対応器具を採用しました。

天井高さ 10.5m の仕込み室は、設計照度を 500 ルクスとし、400W

形メタルハライドランプ器具相当の明るさで Ra80 の LED 高天井器具を

47 台配置。器具は HACCP に対応するため内部にパッキンを設けて粉じ

んが侵入しない構造とし、ガラスカバーに飛散軽減シートを貼り付けた、

破損してもガラスが飛散しにくい特注品です。取付は、防虫対策として

施されている室内の気密確保を維持するため、施工要領をよく検討、確

認した上で進めました。

仕込み室の LED高天井器具をはじめ、生産エリアの照明にHACCP対応器具を採用。

「西京味噌」で知られる京都の本田味噌本店が、衛生管理の高度化、生産力増強、環境負荷軽減を主目的に、京都

綾部の自社工場を建て替えました。新工場は食品安全マネジメントシステム「FSSC22000」を取得するため HACCP

に準じた衛生管理を実施。照明においても特注品を含む HACCP 対応 LED 器具が多用されました。

LIGHTING SCENE 本田味噌本店　綾部新工場
【 物件概要 】

所在地：京都府綾部市とよさか町 12 番 2
敷地面積：31,462 ㎡
建築面積：6,409 ㎡
延床面積：9,055 ㎡
構造規模：鉄骨造、地上 3 階建
施主： ㈱本田味噌本店
設計： ㈱都市居住文化研究所
 ㈱熊谷組関西一級建築士事務所
施工： 建築／㈱熊谷組
 電気／㈱きんでん
竣工：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

屋内

❶ LED 高天井器具キャノピー灯（耐塵形・防噴流形・防湿形）
　 400W 形メタルハライドランプ器具相当 広角タイプ / 特注品（HACCP 対応） LEDJ-20915NW-LS9（改） 85 消費電力：126W

❷ LED ベースライト TENQOO シリーズ HACCP 対応器具 40 タイプ 直付形 防湿形 LEKTW428323AN-LS9 12 消費電力：19.5W
❸ LED ベースライト TENQOO シリーズ イエロー光 LED バー 40 タイプ 直付形 W70 低誘虫タイプ LEKTW407403Y-LS9 50 消費電力：20.3W
❹ LED 一体形ユニバーサルダウンライト 3000 シリーズ HID70 形器具相当 LEDD-30033L 13 消費電力：32.5W
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 広角 高効率タイプ 1500 シリーズ LEKD153013L2-LD9 10 消費電力：10.6W
❻ LED ユニット交換形ダウンライト一般形白色反射板φ 100 広角 高効率タイプ 2000 シリーズ LEKD203013N-LS9 112 消費電力：13.4W
❼ LED ユニット交換形ダウンライト一般形白色反射板φ 100 広角 高効率タイプ 2500 シリーズ LEKD253013N-LS9 39 消費電力：17.1W

食堂　グループミーティングにも使用できる開放的な雰囲気の食堂には、ベース照明としてLEDダウンライ
ト❼を採用。屈曲面タイル貼りの壁面を電球色の間接照明で照らし柔らかな印象を演出。

2階浸漬室　HACCP対応の40タイプ
LEDベースライト❷を採用。

見学者通路　仕込み室の見学ゾーン（左）は電球色のLEDダウンライト❺に加え、ユニバーサルダウンライト
❹を当てて赤い壁面を強調。東側通路には昼白色のLEDダウンライト❻を均等配置。

1階前室 E　防虫対策として低誘虫タイプの
イエロー光 LEDベースライト❸9灯を配置。

西京味噌の味噌蔵としておよそ200年にわたり京
料理を支えてきた本田味噌本店は、国内の健康志
向の高まりや海外の日本食ブームの広がりによる
需要増加などを背景に、誇りを込めて「丹波醸房」
と称してきた綾部工場を同社流通センター敷地内
に増築。新丹波醸房では、安全安心を支える衛生
管理と最新の製造設備、環境配慮設備などが取り
入れられ、生産力と開発力の強化、快適な労働環
境なども実現しています。

HACCP 対応 LED 高天井器具❶（特注品）

LIGHTING SCENE 本田味噌本店　綾部新工場

写真提供：㈱プライズ
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多目的ホール（客席ホール仕様時）　客席照明は LEDシアターシリーズダウンライト❷を52台採用し、明るい雰囲気を創出。

多目的ホールはコンサートや演劇など劇場として使用される時は

2,004 席の客席ホール仕様に、イベントや見本市などでは客席のない

1,879㎡ の平土間仕様に切り替えられる構造となっており、客席ホール

時と平土間時で求められる照明環境が異なることから、それぞれに対応

できる照明器具が設備されています。

今回の照明リニューアルでは、客席および音響反射板に LED シアター

シリーズ ダウンライトを設置し、明るさをアップ。劇場空間用の調色モー

ドを備えた器具で、ハロゲン電球同様の、全光から消灯までの色温度

変化を再現でき、暖かみがあり余韻の残る調光を実現しています。また、

平土間用に備えられた高天井用のダウンライトは、400W 形メタルハライ

ドランプ器具相当の明るさの昼白色タイプに更新しました。

舞台照明のリニューアルでは、多目的ホールは新たに LED ボーダー

ライトを採用。小ホールではスポットライトも含めた全ての演出照明を

LED 化。調光操作卓も更新し、多チャンネル器具やカラー LED 器具の

制御にも対応しています。

シアター用と高天井用の LED ダウンライトを組み合わせ、客席ホール / 平土間の切り替えに対応。

BiG SHiP の愛称をもつ米子コンベンションセンターが、ホール棟の特定天井耐震改修工事にともない、照明設備の

LED リニューアルを実施。客席ホールと平土間の仕様変更ができる多目的ホール、講演会や演奏会・小演劇などが行

われる小ホールともに、使用目的に柔軟に対応した照明演出が可能となっています。

LIGHTING SCENE 米子コンベンションセンター BiG SHiP
【 物件概要 】

所在地：鳥取県米子市末広町 294 番地
延床面積：18,595 ㎡
構造規模：ホール棟／鉄筋コンクリート造、地下１階　地上６階建
客席数：2,004 席（多目的ホール）300 席（小ホール）
施主：鳥取県
設計：㈱佐藤総合計画、A.T.Network、㈱ティビィエム
リニューアル施工： 建築・機械／㈱松本組
 電気／㈲斉木電気設備
 舞台照明／東芝ライテック㈱
リニューアル完成：2020 年２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

多目的
ホール

舞台 ❶ LED ボーダーライト 12 灯 4 回路 AL-LED-BL-12-4CH 30 消費電力：159W
音響反射板／客席 ❷ LED シアターシリーズ ダウンライト AL-LED-TDL-LS 音響反射板54／客席52 消費電力：91.5W

客席 ❸ LED 一体形ダウンライト一般形高天井用Φ 350 LEDD-20035N-LD9 150 消費電力：140W
調光室 ❹ 調光操作卓 LICSTAR-5 TypeS 1式

小ホール

舞台／客席 ❺ LED ロアーホリゾントライト 5 色タイプ AL-LED-LH-L-5L-2 舞台12／客席14 消費電力：126W
音響反射板 ❷ LED シアターシリーズ ダウンライト AL-LED-TDL-LS 24 消費電力：91.5W

舞台
❻ LED スポットライト FORTEX 6 型平凸タイプ AL-LED-ASJ6-L 26 消費電力：102W
❼ LED スポットライト FORTEX 8 型平凸タイプ AL-LED-ASP8-L 32 消費電力：187W
❽ LED スポットライト FORTEX 6 型フレネルタイプ AL-LED-FSH6-L 26 消費電力：115W

エントランスホール・ホワイエ
❾ LED 一体形ダウンライト 9000 シリーズ一般形広角タイプΦ 250 LEDD-95031FN-LD9 32 消費電力：71.4W
❿ LED 屋内用ライン器具 LEDL-12501L-LD9 74 消費電力：29W
⓫ LED 高天井器具スタンダードタイプ 広角タイプ LEDJ-20504N-LD9 8 消費電力：134W

多目的ホール（平土間仕様時）　17,900lmのLEDダウンライト❸がイベントなどに適した明るい環境を創出。

エントランスホール　建築照明をLED高天井器具
⓫とLEDライン器具❿によりリニューアル。

（上）舞台照明に導入したLEDボーダーライト❶  
（中） 音響反射板にはシアター用LEDダウンライ

ト❷を計54台採用。
（下）多目的ホール用調光操作卓❹

小ホール　舞台照明にLEDスポットライト❻❼❽を採用。カラーLED❺により舞台と客席を一体的に演出。

ホワイエ　吹き抜け最上部に器具光束9,500lmの
LEDダウンライト❾を配置。

鳥取県最大の多目的ホールをもつ米子コンベ
ンションセンターは、山陰の文化・情報の拠点
として1998年に建てられたコンベンション施設
です。2016年の鳥取県中部地震の経験から、
特定天井耐震改修工事の対象施設とされ、ま
た築20年を超えたことから、天井以外の施設
内設備も改修。「安心・安全・感動・満足」という
施設コンセプトをよりアピールできるリニュー
アルとなりました。

シアター用❷ 1 灯と高天
井用❸ 2 灯の LED ダウラ
イトを１組とした多目的
ホール天井照明。

LIGHTING SCENE 米子コンベンションセンター BiG SHiP
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粉体建屋内は大小 5 つのエリアに分かれ、各種粉体の原料・製品の

保管、あるいは加工・保管をしています。加工作業も行われる建屋内

には粉塵が発生するので、これまで使用していた水銀灯では粉塵や埃が

器具内に入るとショートするリスクがありました。またランプ交換の手間

解消が求められ、安定器も寿命を迎えるタイミングであったことから照

明改修工事が検討されました。今回のリニューアルにおける特長は耐塵

性能を第一に考え、保護等級 IP65（外来固形物に対する保護等級で粉

塵が内部に侵入しない）の特殊環境用の LED 高天井器具を採用したこ

とです。－ 20℃～ 40℃の対応温度も使用環境に最適。天井高 10 メー

トルの建屋内に 400W 形メタルハライドランプ器具相当の高天井器具を

落下防止ワイヤーとともに 52 台設置しました。大幅な省メンテ、省エ

ネを図るとともに、これまで 170 ルクス～ 240 ルクスだった各エリアの

平均照度を全体的に 20％アップし、色温度を 5000K に統一して、仕事

のしやすい作業環境の向上も実現しています。

耐塵性能に優れた LED 高天井器具を採用。省メンテを実現しランニングコストもダウン。

大阪ガスケミカルの開発・製造拠点である酉島事業所の粉体建屋は築 24 年で、これまで照明設備は水銀灯を使用

してきましたが、ランプ交換の手間、省エネ、作業環境の改善などを考慮して LED 器具にリニューアルしました。建

屋内で粉体製品の加工をする際に粉塵が発生するため、「保護等級 IP65」の耐塵性能に優れた器具が選ばれています。

物流管理スペースの LED高天井器具❶による照明。

LIGHTING SCENE 大阪ガスケミカル 酉島事業所
【 物件概要 】

所在地：大阪府大阪市此花酉島 5-11-61
延床面積：2479.2 ㎡
施主：大阪ガスケミカル㈱
施工：エルティーライト㈱ 
竣工：2020 年 5 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
粉体建屋 ❶ LED高天井器具（特殊環境用） LEDJ-21901N-LS9 52 消費電力：136.0W

平均照度を225ルクスにした
物流管理スペースの照明。

粉塵を侵入させない特殊環境用の
LED高天井器具を均等配置。

物流管理スペースの2つのエリアの照明。

粉体加工装置が設置された製造エリアの照明。

天井高 10m の建屋全体の明るさと安全性を向上。

大阪ガスケミカルは、高機能素材分野で独自
の技術をもち、CF（カーボンファイバー）材料事
業、ファイン材料事業、活性炭事業などにおい
て様々な製品を世界市場に提供しています。酉
島事業所は商品開発センター、フロンティアマ
テリアル研究所、CF材料事業部酉島製造センタ
ー、物流センターなどを擁する、重要な開発・製
造拠点です。

LIGHTING SCENE 大阪ガスケミカル 酉島事業所

LED高天井器具（特殊環境用）❶
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今回のリニューアル工事では、将来のデジタル化に対応するためイーサ

ネット※による照明回線のネットワーク化を実施。同時に、全ホールにおい

て「調色モード」を搭載した LED シアターシリーズダウンライトを採用す

ることで、ハロゲン電球と同様の暖かみのある調光を可能にしています。

間口 15 ～ 18m、奥行 17m、高さ 7.5 ～ 10.5m の舞台を有し、コン

サートや伝統芸能などに活用される 1,382 席の大ホールには、埋込穴

φ 200mm の LED シアターシリーズダウンライトを、音響反射板に 46 台、

客席の高天井部分に 50 台配置。さらに客席の低天井部分には埋込穴φ

100mm の低天井向け LED シアターシリーズダウンライトを 49 台配置し、

劇場空間が一体となる照明演出を効率よく実現しています。

可変式のステージを備え、多目的に活用可能な最大 622 席の中ホー

ル、人形劇や朗読などに適した 156 席の小ホールでも同様に、設置高

さに合わせてタイプの異なる LED シアターシリーズダウンライトを使い分

け、それぞれの空間に合わせた雰囲気のある光環境を創出しています。

高天井、低天井でLEDシアターシリーズダウンライトを使い分け、劇場空間を効果的に演出。

メイシアターの愛称で知られる吹田市文化会館がリニューアルオープン。1,382 席の大ホール、622 席の中ホール、

156 席の小ホール、それぞれに「調色モード」を備えた LED シアターシリーズダウンライトを採用し、劇場空間の

規模に合わせて、客席と舞台が一体となった特別なあかりを実現しています。

大ホール　音響反射板と客席の高天井部分に LED シアターシリーズダウンライト❶を、2 階席部分に LED シアターシリーズダウンライト低天井向け❷を配置。

LIGHTING SCENE 吹田市文化会館　メイシアター
【 物件概要 】

所在地：大阪府吹田市泉町 2 丁目 29 番 1 号 
延床面積：16,144.80 ㎡
構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造・一部鉄骨造・地下1階、地上4階建 
施主：吹田市
設計：㈱東畑建築事務所
施工： 建築／㈱淺沼組
 電気／㈱きんでん
リニューアルオープン：2020 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

大ホール

客席／音響反射板 ❶ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 200） AL-LED-TDL-L 客席50／音響反射板46 消費電力：91.5W
客席（低天井） ❷ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 100） AL-LED-TDL-S 49 消費電力：30.0W
舞台 ❸ LED ボーダーライト 12 灯 4 回路式 AL-LED-BL-12-4CH  3列 消費電力：159W
調光室 ❹ 調光操作卓 LICSTAR- Ⅴ 1式 ―

中ホール
客席／音響反射板 ❶ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 200） AL-LED-TDL-L 客席32／音響反射板30 消費電力：91.5W
客席（低天井） ❷ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 100） AL-LED-TDL-S 18 消費電力：30.0W
舞台 ❸ LED ボーダーライト 12 灯 4 回路式 AL-LED-BL-12-4CH 2列 消費電力：159W

小ホール
客席（低天井） ❷ LED シアターシリーズダウンライト（開口径目安φ 100） AL-LED-TDL-S 20 消費電力：30.0W
舞台 ❺ LED ボーダーライト 12 灯 3 回路式 AL-LED-BL-12-3CH 1列 消費電力：159W

大阪府、阪急千里線吹田駅前に位置する吹田市
文化会館は、1985年に、吹田市市制施行45周年
を記念して誕生した多目的ホールです。完成当初
からバリアフリーに対応し、市民から公募した
愛称「メイシアター」として親しまれていましたが、
2018年6月の大阪府北部地震の影響により大
ホール天井部分の安全性確保が困難になったこ
とで一時的に大ホールを閉鎖。今回のリニューア
ル工事を経て全ホールでの営業が再開しました。

大ホール舞台（ホリゾント使用時）　地あかりとしてLEDボーダーライト❸を3列
配置。

中ホール音響反射板　調光時に色温度が連動する「調色モード」を備えたLED
シアターシリーズダウンライト❶により客席と舞台が一体となった演出が可能。

小ホール　小規模空間のため、客席照明にはLEDシアターシリーズダウンライト
低天井向け❷を配置。舞台にはLEDボーダーライト❺を採用。

調光操作卓❹（大ホール）LEDシアターシリーズ
ダウンライト❶

LIGHTING SCENE 吹田市文化会館　メイシアター

※ イーサネットは富士ゼロックス
株式会社の登録商標です。
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新社屋のメインスタジオとなる第 1 スタジオ（スタジオ面積 430 ㎡・

ホリゾント高さ 7m）では、セットや出演者の立ち位置に合わせたきめ

細かなライティングを行えるよう、ショートタイプの照明バトンを採用。

RDM 双方向通信により各 LED 照明器具を自動認識し、マルチファンク

ションベルトフェーダを搭載した調光操作卓とともに、フル LED スタジ

オならではの直感的な操作を可能にしています。また、キャットウォー

クに設置した昇降操作盤は可倒式として通行の妨げにならないよう配慮。

ホリゾントピットでは、転落防止システムとして、LED ライン器具の赤い

光で注意を喚起するなど、細部まで使い勝手の良さが追求されています。

エントランス兼オープンスタジオとなる桜スタジオでは、デザイン性

を考慮して、シルバー塗装の三角トラスバトンを 3 掛け設置。外光と照

明器具のミックス光が違和感を生まないよう、第 1 スタジオと同モデル

の LED スポットライト、LED ブロードライトの 5000K 昼白色相当タイプ

を使用しています。

きめ細かなライティングが行えるショートバトンと、フル LED化による直感的な操作性。

宮城県を放送エリアとするラジオ・テレビ兼営局、tbc 東北放送が、東日本大震災の

経験を踏まえて、災害時にも放送事業を継続できる安全性、信頼性の高い新社屋を竣

工。館内に第 1 スタジオ、エントランスフロアに桜スタジオを設け、どちらも使い勝手

の良いフル LED スタジオとしています。

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のセッティングが完了した状態。セット裏のホリゾントピットには LED ホリゾントライト❹❺を配置。

LIGHTING SCENE tbc 東北放送　新社屋スタジオ
【 物件概要 】

所在地：宮城県仙台市太白区八木山香澄町 26-1
建築面積：2,752.20 ㎡ 
延床面積：9,755.01 ㎡
構造・規模：鉄骨（一部 RC）造・地上 5 階、地下 1 階、塔屋 1 階
施主：東北放送㈱
建築：㈱大林組
設計：㈱山下設計
施工： 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 6 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

第1スタジオ

❶ LED スポットライト　FORTEX8 型フレネル（電球色相当）（ハロゲン 1kW ～ 2kW 相当） AL-LED-FSG8-L 45 消費電力：246W
❷ LED スポットライト　FORTEX6 型フレネル（電球色相当）（ハロゲン 500W ～ 1kW 相当） AL-LED-FSH6-L 40 消費電力：115W
❸ LED ブロードライト（電球色相当）（ハロゲン 1kW 相当） AL-LED-BRHT-L 62 消費電力：228W
❹ LED ホリゾントライト　4 色タイプ（アッパー） AL-LED-UH-4L-C-2 53 アッパーホリゾントライト　消費電力：122W
❺ LED ホリゾントライト　4 色タイプ（ロアー） AL-LED-LH-4L-2 42 ロアーホリゾントライト　消費電力：122W

LED キャスターライト REIMI-BF 10 調光、色温度切替機能（3000K、4000K、5000K）
バッテリー／アダプタ切替機能、角度調整ステー、リモコン付

桜スタジオ
❻ LED スポットライト　FORTEX8 型フレネル（昼白色相当）（ハロゲン 1kW ～ 2kW 相当） AL-LED-FSG8-W 10 消費電力：246W
❼ LED ブロードライト（昼白色相当）（ハロゲン 1kW 相当） AL-LED-BRHT-W 10 消費電力：228W

tbc東北放送は、1952年5月1日、全国で11番目、
東北では初の民間放送局としてラジオ放送を開
始。開局から68年を迎え新たにオープンした新社
屋は、仙台市八木山の緑に囲まれ、地域に開放さ
れた建物となっています。また、制振ダンパーを採
用した制振構造、本線・予備線2系統の電源、72時
間の電力供給が可能な1,000kVAの発電能力を持
つ非常用自家発電設備などを備え、有事の際に
も放送を継続できる高い安全性を確保しています。

桜スタジオ　エントランスホールと一体となったスタジオ。外光に合わせて
5000K 昼白色相当の LED スポットライト❻、LED ブロードライト❼を配置。

照明バトン　きめ細かなライティングが行えるよ
うショートバトンを採用。LED スポットライト❶❷、
LED ブロードライト❸の器具情報を自動認識し、ア
ドレスを液晶パネルに表示。

転落防止システム　LED ライン器具を用いて
ホリゾントピットへの転落を防止。

LED ホリゾントライト
（セット裏側）❹❺

タブレット形操作器

LEDスポットライト
FORTEX 8型フレネル❶

LEDスポットライト
FORTEX 6型フレネル❷

LEDブロードライト
 （ハロゲン1kW相当）❸

調光操作卓　
マルチファンクションベルト
フェーダを備えたフルLED
スタジオ専用調光操作卓。

LIGHTING SCENE tbc 東北放送　新社屋スタジオ
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本誌紹介の照明施設に関するお問い合わせ

北海道地区
東北地区
信越地区

中国地区
四国地区
九州地区
沖縄地区

TEL 082-212-1214
TEL 0898-34-5010
TEL 092-735-3433
TEL 050-3191-3177

TEL 011-624-1155
TEL 022-264-7284
TEL 025-255-5112

首都圏地区 / 関東地区
中部地区
北陸地区
関西地区

TEL 044-331-7601
TEL 050-3191-3160
TEL 050-3191-2737
TEL 06-6130-2325
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