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大阪府で継続的に取り組んできたESCO事業を、府営公園に活用した取り組みについて、

大阪府住宅まちづくり部公共建築室設備課の松尾博司様、都市整備部都市計画室公

園課の加藤温様、東芝エレベータの飛松健一様、吉村優太様にお話を伺いました。

水銀灯の製造、輸出入禁止を背景に公
園照明灯の改修にESCO事業を活用。
―近年大阪府では、府内施設の照明等の更新

に ESCO 事業の導入実績が多数あります。府

営公園に ESCO 事業を導入することになった背

景についてお聞かせください。

松尾　大阪府では約20年前から府内施設の省

エネルギー化、地球温暖化対策、水道光熱費の

削減に取り組み、そのためにESCO事業を積極

的に活用してきました。府営公園においては「水

銀に関する水俣条約」の発効を背景に、多くの

水銀灯が設置されている公園で水銀灯を早期

にLED化する必要がありました。そこで大阪府

の建築施設のESCO事業を展開してきた公共建

築室と公園管理を行う公園課が協議、連携し、

参加者を募って予備調査会、現地調査などを行

い、ESCO事業としての成立性を確認して公募

を行いました。

加藤　一般競争入札も検討したのですが、公

園施設の老朽化に伴い、優先度の高い施設改

修も多く、設計工事を一貫して行ってもらえる

ESCO事業は非常に魅力的でした。そして何より

ESCO事業は初期費用がかからずリース的に支

払いを行うことができるため、導入を進めました。

松尾　対象とした16の府営公園で3期に分け

てESCO事業を導入し、先の2事業はすでに運

用がスタートしています。今回の「山田池公園外

7件」は3期目の事業になり、この実施によって、

ほぼすべての公園で照明設備の改修を終える

ことができました。

飛松　具体的な照明台数でいうと、まず 16 の

公園に対する総数では公園照明灯 LED 器具が

2,124 台、管理事務所やトイレなどの施設にお

いて 3,023 台の LED 器具を設置しました。今

回の「山田池公園外 7 件」ESCO 事業につい

ては、公園照明灯 LED 器具が 928 台、施設

住之江公園　大池と野球場の間を走る園路のLED照明灯❶の照明。

大阪府住宅まちづくり部
公共建築室設備課 参事
松尾　博司　様

東芝エレベータ株式会社 
ビルファシリティー部 主任
エネルギー管理士
飛松　健一　様

大阪府都市整備部
都市計画室公園課 課長補佐　
加藤　温　様

東芝エレベータ株式会社
ビルファシリティー工事技術部 
エネルギー管理士
吉村　優太　様

Lighting Scene

No.11　2021-4

C O N T E N T S

特集　屋外の照明

■ 巻頭インタビュー
2 大阪府山田池公園外7件ESCO事業

公園施設の照明

大阪府住宅まちづくり部
公共建築室設備課 参事
松尾　博司　様

大阪府都市整備部都市計画室
公園課 課長補佐　
加藤　温　様

東芝エレベータ株式会社 
ビルファシリティー部 主任
エネルギー管理士
飛松　健一　様

東芝エレベータ株式会社
ビルファシリティー工事技術部 
エネルギー管理士
吉村　優太　様

■ 施設例
5 大阪府山田池公園外7件ESCO事業

（住之江公園・二色の浜公園）

6 埼玉県立大学

8 グランドニッコー東京 台場　屋上ライトアップ改修 

■ ライティングシーン施設例
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22 東芝共創センター

ウイルス抑制・除菌照射器　UVeeユービー
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巻頭インタビュー
大阪府山田池公園外7件ESCO事業

公園施設の照明
大阪府山田池公園外7公園のうち、二色の浜公園、住之江公園の取材を実施しました。

内 LED 器具が 1,200 台となっています。

照明設備をLED化。施設管理上でも
大きなメリット。
―大阪府としてESCO事業活用によるメリット

をどのような点で感じていますか。

加藤　やはり一番はLED化ですね、特に公園照

明灯に関しては、今までランプ交換について非

常に手間がかかっており、そのメンテナンス作

業が公園事務所にとっても負担になっていまし

た。また高所にあるHIDランプが切れると、その

都度高所作業のコストが必要となります。改修

により、基本的にはメンテナンスフリーのLED照

明となり、もし不具合が生じた場合でも、ESCO

事業者の東芝エレベータさんに連絡すれば、原

因確認から修繕まで、ワンストップサービスで対

応してもらえるのは大きな安心感です。またほ

とんどの公園では、公園事務所などの施設照

明も蛍光灯からLED照明に改修したので、予備

の蛍光灯などのストックもほぼ不要となりまし

た。さらにESCO事業で導入したパッケージエア

コンについては、最新型になって効率の向上は

もちろん、法定点検や年次点検もセットになっ

ているのでその点でも助かっています。

松尾　先行する二つの事業の成果としては

LED化や空調改修などにより光熱費は大幅に

削減できています。また私はそれ以上に、コスト

以外の部分で、大阪府の環境への取り組みとし

て、水銀灯のLED化によって水銀レスを実現し

た点が大きいと思っています。

加藤　もう一つ付け加えると、 昨年の事業

では蓄電池を内蔵したソーラー外灯を導入し

たことで、防災面での対応力も強化されまし

た。ESCO 事業ではこういうこともできるんだ

な、と思いましたね。定期的に点検に回っても

らっているので気軽に相談できる専門家が身近

にいると心強いです。

4種のポール径に対応する「LED街路
灯」で作業効率をアップ。
―今回の「山田池公園外 7 件」ESCO 事業で

は、公園照明灯に「LED 街路灯（リニューア

ルタイプ）」が導入されました。どのような特

長があるのでしょうか。

飛松　冒頭に話が出たように「水銀に関する

水俣条約」の採択で、多くの公園照明灯に使わ

れている水銀ランプの製造、輸出入が今年から

禁止になっています。地球温暖化防止のために

もCO２削減を図るLEDへの置き換えが進めら

れています。このLED街路灯リニューアルタイプ

の特長としてはまず、既設のポールで使用され

ている4種類のポール径（φ48.6m、φ60.5m、φ

76.3m、φ89.1m）に取り付けできるマルチアダ

プタを搭載しています。そのため「マルチ街路

二色の浜公園　海浜緑地の見晴しの丘と園路を明るく照らすLED照明灯❶❹による照明。

住之江公園　陽が落ちた児童遊戯場に向かう園路を照らすLED照明灯❶

二色の浜公園　大阪湾を望む遊歩道を照らす公園照
明灯は既存デザインを活かしリニューアル用LEDラン
プ❺を採用。

二色の浜公園　芝生の丘の方面に向かう園路のLED
照明灯❶
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灯」と呼んでいますが、これにより既設ポールの

活用ができて、手間とコストが削減できます。

吉村　色々なサイズのポールに適用できるた

め、施工にあたり事前調査の手間が省けます。

また職人さんの感想ですが、従来の照明器具よ

りとても軽量なので作業しやすいという声が耳

に入っています。実際、施工現場で1日の作業が

スムーズにいったときは今までの1.5倍くらいの

台数を設置することができました。

飛松　施工時は高所作業車を立てて、周囲に

カラーコーンを置いて、公園利用者の皆さんに

配慮して作業します。工事時間の短縮は安全性

から考えても利用者にとっても作業者にとって

もメリットがあります。

吉村　デザイン的にも今までの照明器具よりス

タイリッシュで、明るさを感じられますね。

松尾　私も改修前と比べて明るくなったと思い

ます。また、個人の好みの問題ではありますが、

非常にシンプルですっきりしたいいデザインだ

と思います。それによって公園自体の景観を引

き立たせることもできるのではないでしょうか。

また今後の要望としては、大阪府では300Wの

水銀灯を採用している施設も多いので、300W

相当のバリエーションがあれば、さらにいい改

修が可能になると思います。また、明るさの向き

が下向きメインとなっているので、光害を意識

しながらも、もう少し広がりのある器具のバリ

エーションがあると、置き換え需要に対して対

応しやすくなると思います。

公園施設内も、使用目的に応じて快
適な照明環境を創造。
―今回は公園照明灯に「リニューアル用LEDラ

ンプ」も採用していますね。

吉村　HIDランプと安定器をLEDランプと電源

ユニットに交換するだけでLEDへリニューアル

できる器具に採用しています。公園それぞれに

規模もさまざま、個性もロケーションも異なり

ますので、そのなかでデザイン性や景観などを

考慮して、従来の照明器具を活用したほうが良

いと判断した場合は、その旨提案し、採用してい

きました。

松尾　そのあたりについては丁寧な説明があ

り、十分検討しながら配置を決めていくことが

でき、非常に納得、満足しています。

―公園照明灯以外にも管理事務所、ホール、更

衣室、トイレなど施設内の照明もリニューアルし

ていますが、その照明設計の考え方を教えてくだ

さい。

飛松　公園によって付帯設備がさまざまで、事

務所棟や施設が多いところ、少ないところがあ

ります。各公園の施設の使用目的などを洗い出

して、まず従来の照度を確保することを前提に、

器具の選定、色温度を検討し、空間ごとに快適

な照明環境を創造していきました。また今回の

トピックとして住之江公園の管理事務所の窓

口にカメラ付LED器具を導入しています。カメラ

をLED器具にコンパクトに一体化し録画も簡単、

今後公園に限らずさまざまな施設で防犯強化

や抑止力強化といった用途で普及していくと思

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。

住之江公園　日没後の大池を挟んで対岸を望む。

住之江公園　大池にかかる「たいこ橋」手前の園路を明るく照らすLED公園照明灯❶

二色の浜公園　スポーツハウスの受付前ロビーLED
ダウンライト❼（電球色）の照明。

二色の浜公園　各種施設の照明もLED器具にリニューア
ル。LEDユニットフラット形軒下用シーリング❻は更衣室
やトイレなどに設置。

二色の浜公園　薄暮のスポーツハウス前の園路。（左）
住之江公園　野球場の施設内通路のLEDベースライトの
照明。（右）

特集 大阪府山田池公園外 7 件 ESCO 事業（住之江公園・二色の浜公園）
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二色の浜公園　夕方から夜間の通行も安心の照度を確保。

二色の浜公園は
「重耐塩」仕様。

住之江公園管理事務所窓口にカメラ付
LED ベースライトを採用。

LED 街路灯
リニューアルタイプ❶

住之江公園は
「防鳥針」仕様。

二色の浜公園　4種のポール径に対応するマルチタイプのLED街路灯❶を採用。

大阪府では府内施設の運営管理に早くから ESCO 事業を活用してきました。府営公園においても 16 の公園について、

ESCO 事業によって段階的に改修を進め、このたび山田池公園外 7 件の ESCO 事業を実施。全体で 928 台の公園照明灯、

1200 台の施設照明を LED 器具へ改修し、4 月 1 日より事業がスタートしました。

ESCO事業で施設照明に「マルチ街路灯」「LEDランプ」などを採用し省エネ、省CO2化を推進。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

住之江公園
❶LED街路灯リニューアルタイプ　250W形水銀ランプ器具相当 LEDG-10831N（K） 80 消費電力：37.3W
❷LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ直付形W230 LEKT423203N-LS9 15 消費電力：13.6W
❸LEDベースライトTENQOOシリーズ40タイプ埋込形W300 LEKR430403N-LS9　 22 消費電力：28.4W

二色の浜公園

❶LED街路灯リニューアルタイプ　250W形水銀ランプ器具相当 LEDG-10831N（K） 85 消費電力：37.3W
❹LED街路灯リニューアルタイプ　100W形水銀ランプ器具相当 LEDG-04831N（K） 24 消費電力：17.5W
❺街路灯リニューアル用LEDランプ（電源別置形）＋電源ユニット LDTS71N-G-E39＋LEK-720016A31 10 消費電力：75.8W
❻LEDユニットフラット形軒下用シーリング LEDG85902（K）N 67 消費電力：14.1W
❼LEDダウンライトLED一体形（電球色） LEDD87042N（W）-LS 10 消費電力：5.1W

【 公園概要 】
［住之江公園］ 所在地：大阪府大阪市住之江区南加賀屋 1-1-117

 開設年月・面積：1930 年 10 月、15.1ha
 主な施設：テニスコート、野球場、花と緑のスクエアほか

［二色の浜公園］ 所在地：大阪府貝塚市沢 859-1
 開設年月・面積：1951 年 6 月、41.1ha
 主な施設：スポーツ広場、芝生広場、レストハウス、
  テニスコート・野外炉ほか
施主：大阪府
ESCO 事業者・施工：東芝エレベータ㈱
施工協力会社：エルティーライト㈱
竣工：2020 年 9 月 30 日（ESCO 開始日 2021 年 4 月 1 日）

住之江公園では園路の照明を、主に 250W 形水銀ランプ器具相当の

「LED 街路灯（リニューアルタイプ）」に改修。4 種のポール径に対応する

マルチアダプタを搭載し、事前の現場調査の手間を省き、作業効率が高

い点が特長です。またシンプルなデザインは景観に自然と馴染みます。4

メートル超の広い園路も、周囲とともに明るく照らし、夕方以降の利用

者に安心感をもたらします。このほか管理棟や野球場に TENQOO シリー

ズをはじめとする LED 器具を採用しています。二色の浜公園は海辺の

公園で、従来の公園照明灯を 250W 形水銀ランプ器具相当と 100W 形

水銀ランプ器具相当の LED 照明灯に改修。いずれも重耐塩仕様として

います。デザインポールには、水銀ランプと安定器を交換するだけでリ

ニューアルできる LED ランプを採用し、このほか管理事務所、スポーツ

ハウス、トイレなどの施設の照明も LED 器具へ改修し、大幅な省エネ

を実現しました。導入施設の管理は ESCO 事業者が行うため、負担も

大幅に軽減しました。

今回ESCO事業の対象となった8公園のうち、住
之江公園は都心に位置し、ナイター設備を整え
た野球場などのほか10ヘクタール規模のオー
プンスペースを有しており、地元府民の散歩、
通勤路、ジョギングコースなどとしても利用さ
れています。二色の浜公園は大阪湾に面し、各
種スポーツ施設や広場のほか海水浴、潮干狩
りなどの海浜レジャーもでき、大阪府全域から
集う幅広い年代層の利用者でにぎわいます。

特集 大阪府山田池公園外 7 件 ESCO 事業（住之江公園・二色の浜公園）
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グラウンドの照明風景　LED投光器❶❷❸によって照らされたグラウンドを、体育館のファサード越しに望む。

埼玉県立大学のスポーツ施設は、広大なキャンパスの南エリアに一体

的に整備され、建築意匠の美しい体育館を中央に、西側には野球場と

サッカー場を有するグラウンド、東側にはテニスコートが並びます。各照

明器具のリニューアルは、既設の照明塔、設置場所を活用しながら、す

ベて省エネ性能に優れた LED 器具に更新されました。

グラウンドは、既設の 1kW 形メタルハライドランプを、同器具相当の

LED 投光器へ更新。最上段高さ約 15m の照明塔への配置位置は既設

同様とし、狭角、中角、広角の各配光タイプをそれぞれ使い分け、グ

ラウンド全体を照射するよう設計しています。テニスコートでは、既設の

1kW 形メタルハライドランプ器具から、よりグレアを低減して効率的に

コート面を照らす LED テニス用器具に更新し、取付高さ約６.1m に配置。

快適な競技環境を実現しています。

体育館のアリーナ照明も、既設 HID 器具から 1kW 形メタルハライド

ランプ器具相当の LED 高天井器具へ更新し、アリーナ中心エリアで最

大 1,000 ルクス以上の明るさ、5％～ 100％の調光により、トレーニング

から公式競技まで幅広い用途に対応。同時に、ファサードの景観ととも

に、屋内、屋外の 3 種のスポーツ照明が調和した、美しく快適な光環

境を創出しています。

グラウンド、テニスコート、体育館。それぞれの施設と競技に適した LED 照明器具と光環境。

埼玉県越谷市に位置する埼玉県立大学が、グラウンド、テニスコート、体育館アリーナの照明を LED 器具にリニュー

アル。1999 年度のグッドデザイン賞施設部門で金賞を受賞した、芸術性と機能性を兼ね備えたキャンパスにふさわ

しい、屋外のスポーツ照明と屋内のスポーツ照明が調和した一体感のある光環境を創出しています。

特集 埼玉県立大学　スポーツ施設照明
【 物件概要 】

所在地：埼玉県越谷市三野宮 820 番地
グラウンド面積：約 14,000 ㎡
テニスコート面積：約 3,100 ㎡
体育館アリーナ面積：約 1,300 ㎡
施主：公立大学法人　埼玉県立大学
設計：㈱総合設備計画
施工： 電気／島村電業㈱
竣工：2021 年３月

テニスコート　既設ポールに配置されたLEDテニス用器具❹。前方配光レンズの採用により、近隣への光漏
れを抑えながらテニスコート面を効率よく照射。

体育館のアリーナ照明　広角タイプまぶしさ低減形のLED高天井器具❺を採用。5 ～ 100％の調光を備え、
公式競技にも対応する明るさを確保。

LED投 光 器　1kW効 率 重
視形メタルハライドランプ
器具相当❶❷❸

LEDテニス用器具　1kW形メタルハライド
ランプ器具相当❹

LED高天井器具　1kW形メタ
ルハライドランプ器具相当　
広角タイプまぶしさ低減形❺

体育館のLED高天井器具❺が演出する、
学生会館2階ウッドデッキからの美しい景観。

埼玉県立大学は、1999年4月に開学した公立
大学。5学科・5専攻の保健医療福祉学部と大
学院を有し、「保健医療福祉に関する教育・研
究の中核となって地域社会に貢献」をミッショ
ンとして、保健、医療および福祉の分野におい
て、共生社会に貢献できる人材を育成していま
す。また、1999年度のグッドデザイン賞を受賞
したキャンパスは、映画やドラマのロケ地として
も使用されています。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

グラウンド
❶ LED 投光器　1kW 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-50409NN-LJ2 20 消費電力：499.0W（AC200V 時）
❷ LED 投光器　1kW 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-50409NM-LJ2 64 消費電力：499.0W（AC200V 時）
❸ LED 投光器　1kW 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-50409NW-LJ2 20 消費電力：499.0W（AC200V 時）

テニスコート ❹ LED テニス用器具　1kW 形メタルハライドランプ器具相当 LEDG-45901N(S)-LS2 24 消費電力：352.0W（AC200V 時）
体育館 ❺ LED 高天井器具　1kW 形メタルハライドランプ器具相当　広角タイプまぶしさ低減形 LEDJ43003DN-LD9 48 消費電力：250.2W（AC200V 時）

特集 埼玉県立大学　スポーツ施設照明
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グランドニッコー東京 台場は 110m の高さがあり、ベイエリアのラン

ドマークとしての存在感を放っています。屋上のライトアップは従来 HQI 

150W 形の投光器を 36 台使用していましたが、建物形状の影響で中央

帯の照度が落ちるなどムラが生じており、今回、250W 形メタルハライド

ランプ器具相当の LED 投光器に改修しました。器具配置は既設位置を

利用したため制限のある位置からでも、高さ 10m、幅 86m の外壁全体

の照度を上げ、グラデーションが均一になるよう配慮。配光が横に広が

るタイプの器具を 4.3m ピッチで、角度や向きを微調整しながら 32 台配

置。中央帯の明るさ向上には広角タイプを 4 台配置し左右のバランスをと

って中央を照射しています。遠方からみたときも、レインボーブリッジな

ど周辺のライトアップ建造物と調和し、壁面の「GRAND NI㏍ O」のサイン

もはっきりと浮かび上がっています。ムラのない美しいライトアップにより、

ランドマークとしての視認性をいっそう向上。同時に省エネ、省メンテナ

ンス化も実現しました。

台場のランドマークにふさわしい、美しく、遠くからも視認性の高い屋上ライトアップを実現。

ニッコー・ホテルズ・インターナショナルの最上級ブランド「グランドニッコー」。なかでもグランドニッコー東京 台場は

東京都内へのアクセスが至便で、台場のランドマークとして知られています。このたびムラのない屋上ライトアップと

省メンテナンス化などを目的に、照明設備を HQI ランプから LED 器具へ改修しました。

レインボーブリッジ側からみた LED 投光器❶❷による屋上ライトアップ。

特集 グランドニッコー東京 台場　屋上ライトアップ改修
【 物件概要 】

所在地：東京都港区台場 2-6-1
敷地面積：20,870 ㎡
延床面積：123,775 ㎡
規模：地下 3 階地上 30 階
施主：㈱グランドニッコー東京
本改修の設計：東芝ライテック㈱
本改修の施工：エルティーライト㈱
本改修の竣工：2020 年 11 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

屋上
❶ LED 小形角形投光器（250W 形メタルハライドランプ器具相当・横長タイプ・重耐塩形） LEDS-13906LX-LJ9 32 平均消費電力：95.9W
❷ LED 小型角形投光器（250W 形メタルハライドランプ器具相当・広角タイプ・重耐塩形） LEDS-13906LW-LJ9 4 平均消費電力：95.9W

東京湾側からみた屋上ライトアップ。

アトリウム棟も含めた薄暮時のホテル外観。

重耐塩仕様で省メンテのため高所のランプ交
換も不要。

LED投光器❶ LED投光器❷ 「GRAND NIKKO」のサインの視認性もアップ。

グランドニッコー東京 台場は、「東京を楽しむ 
東京をくつろぐ」をコンセプトに上質な空間を
お届けするシティリゾートです。そこに広がる
のはレインボーブリッジを越えて感じることの
できる日常を離れた別世界。思わず息をのむ
ほどのパノラマビューを望むことができ、ベイ
エリアの光と水がもたらす開放感に包まれな
がら、晴れやかな気持ちで笑顔あふれるひと
ときを過ごすことができます。

特集 グランドニッコー東京 台場　屋上ライトアップ改修
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5 階建ての新病院は、自然採光に加え自然通風や井水利用、排熱利

用などを積極的に進めるとともに、スマートアイセンサーマルチによる

空調・照明制御などによりエネルギー消費を抑え、省CO2を実現したエ

コホスピタル。エスカレーターを通して4層吹抜としたエントランスホー

ルが、開放的な雰囲気で来訪者を迎え入れる空間構成となっています。

照明器具は各スペースの用途に合わせた LED 器具が選ばれ、歯の

白さを確認する必要がある診察エリアやリバビリテーションエリアは 

5000K 、 外構は 3000K 、来訪者エリアと入院病棟は 3500K を採用す

るなど、光色では徹底したエリア分けが考慮されています。

吹抜頂部にトップライトが設けられたエントランスホールには、自然

光との調和を意図して3500K の器具を採用。高い天井面には LEDダ

ウンライトを 4 灯 1 組で配置し、床面の必要照度を確保。間接照明

も多用し、ステンドグラスのある4 階吹抜部では壁面を照らし上げる

LED ライン器具を採用。空間全体で明るさセンサーによる自然光を考

慮した適正照度制御を行うことで、省エネを実現するとともに一日中

快適な空間を創出しています。

自然光と調和した快適な LED 照明環境を創出。さらに CO2 削減のための照明制御も実現。

創立 50 周年を迎える学校法人福岡学園・福岡歯科大学は、老朽化が進んでいた付属総合病院の建替えを実施。

さまざまな環境配慮技術を投入してエコホスピタルを目指した新病院は、照明設計においても省 CO2 を実現する

LED 照明器具を数多く、スペースに合わせて採用しています。

エントランスホールの照明風景　3500KのLEDダウンライト❶❷と間接照明❸により、自然光と調和した落ち着きある優しい光環境を演出。

LIGHTING SCENE 福岡歯科大学医科歯科総合病院
【 物件概要 】

所在地：福岡県 福岡市早良区田村 2 丁目 700 番地 
建築面積：3,884.27 ㎡
延床面積：15,706.87 ㎡
構造規模：鉄筋コンクリート造一部鉄骨造、地上 5 階建
施主：学校法人福岡学園
設計：清水建設㈱
施工：建築／清水建設㈱　電気／㈱佐電工
竣工：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

屋内

❶ LED 一体形ダウンライト 9000 シリーズ中角タイプ LEDD-95013FWW-LD9 24 消費電力：87.5W
❷ LED ユニット交換形ダウンライト 一般形 2000 シリーズ広角タイプφ 100 LEKD203013WW-LD9 220 消費電力：13.4W
❸ LED 屋内用ライン器具 LEDL-125011WW-LD9 121 消費電力：28.5W
❹ LED ホスピタルブラケット 3 回路（常夜灯）タイプ LEDB-30902WW-LD1 54 消費電力：37.0W
❺ LED ユニット交換形ダウンライト グレアレス（ソフトグラデーションタイプ）2500 シリーズ広角タイプφ 150 LEDD-183305-LD9 ＋ LEEU-2503WW-02 31 消費電力：17.1W
❻ LED ベースライト TENQOO スクエア パネルタイプ丸形埋込形φ 600 LED グレースベースライト LEKR660701FN-LD9 19 消費電力：57.7W
❼ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形 W120 高演色タイプ LEET-41201-LS9 + LEEM-40523N-VB 10 消費電力：19.5W

2階歯科大診療室　多機能画像センサー�スマートアイセンサーマルチ�により、各診療ブース内の人の在/不
在および在員人数を認識し、照明・空調・換気を省エネ制御。

5階病室　壁面からの間接光で明るさを確保でき
る病室用のLEDブラケット❹を採用。

4階リハビリテーション科　清潔感を演出する
5000KのLEDグレースベースライト❻

5階ラウンジ　まぶしさを抑えるソフトグラデーショ
ンタイプのLEDダウンライト❺を計31台設置。

2階中央技工室　色の再現性が重視される歯科技工
室には高演色タイプのLEDベースライト❼を選択。

ダウンライト❶は天井裏からメンテナンスが
できるように4台1組の着脱構造を採用。

福岡歯科診療所を前身として1973 年に開設
された大学付属病院は、現在では 23 の医科
診療科と4つの歯科診療科からなる総合病院
として、地域を支える医療拠点となっています。
このたびの建替えは、同敷地内の大学、看護
大学、医療短大なども含めた再編事業として
“ つなぐ ”をコンセプトに計画され、病院棟は
医科歯科連携の特色をいっそう生かせる施設
として新築されました。

LIGHTING SCENE 福岡歯科大学医科歯科総合病院
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グロッサリーや日用雑貨、お酒類等を陳列している内周売場は、演出

性、快適性を損なうことなく省エネが可能な TENQOO シリーズ 110 タイ

プ直付白色（4000K）の連結器具を合計 13 列ライン配置。明るく、影

もなく豊富な商品を見易く活気ある商空間を形成しています。外周売場

の回遊通路には LED ダウンライト 6000 シリーズの電球色（3000K）を

採用し、スッキリとした天井意匠と共に内周売場との色温度を使い分け、

視覚的に分り易い買物動線を創出。回遊通路に沿ってペリメータ部に配

したオープンショーケース内の上部に存在感を抑えた本体黒のLEDスポッ

トライトの電球色を採用し、生鮮食料品の色味を魅力的に引き立ててい

ます。青果売場には本体白の LED スポットライトの白色を設置し、自然

な光で鮮やかに新鮮さを演出。ペリメータ部のオープンショーケースの外

部上には TENQOO シリーズ片反射笠器具を設置し売場全体の壁面を間

接光で包み込み、奥行き感と空間に広がり感を持たせてお客様に安心感

と店奥への回遊意欲の向上を図っています。ベーカリーコーナーには LED

ユニバーサルダウンライトをショーケースから 1 ｍ程離してグレアを抑え

つつ、適切な角度で照射して焼き立て感を演出。レジ・サッカー台周

辺は回遊通路と同様の LED ダウンライトを配置し、スタッフとお客様

とのお互いの表情が分かる明るく和みのある雰囲気を創出しています。

長野県の食品総合スーパー「ツルヤ」が、前橋市に初出店。活気ある快適な売場をLED照明で演出。

産地から直送される高鮮度・高品質の青果や精肉、鮮魚を中心に店内で作るパン・惣菜等のデリカ商品など、多彩

な商品を扱う地域密着型のスーパーマーケット。内周売場には LED ベースライト直付器具の白色、外周売場には LED

ダウンライトを中心とした電球色とを使い分け、お客様動線や商品位置を分り易くし、買物の流れをスムーズにして

います。

内周売り場　TENQOOシリーズ直付110タイプ白色❶を18連結×10列 +16連結×3列ライン配置。

LIGHTING SCENE ツルヤ前橋南ショッピングパーク
【 物件概要 】

所在地：群馬県前橋市公田町 668 － 1
店舗面積：約 3,700 ㎡
構造・規模：鉄骨造、１階建
施主： ㈱ツルヤ
設計・施工： 建築／大和ハウス工業 ㈱
 電気／東御電気 ㈱ 
開業：2020 年 11 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

売場内

❶ TENQOOシリーズ直付110タイプ（箱形） LEKT825133W-LS9 18連結×10列+16連結×3列 228 消費電力：83.0W
❷ TENQOOシリーズ直付40タイプ（箱形） LEKT425523W-LS9 68 消費電力：32.5W
❸ LED一体形ダウンライト6000シリーズ LEKD60051L-LD9 191 消費電力：45.0W
❹ LED一体形スポットライト（黒塗装） LEDS-35116LK-LS1 84 消費電力：35.0W
❺ LED一体形スポットライト（白塗装） LEDS-35113W-LS1 24 消費電力：35.0W
❻ LEDユニバーサルダウンライト3500シリーズ LEDD-35043L+LEK-194016A013D 21 消費電力：35.0W
❼ TENQOOシリーズ直付40タイプ+片反射笠器具 LEKT407523WW-LS9+HR-4125NL 124 消費電力：32.5W

回遊通路　LEDダウンライト電球色❸を採用。

惣菜（左）及び鮮魚コーナー（右）　オープンショーケース内上部にLEDスポットライト（黒色）❹を設置。

青果コーナー　LEDスポットライト（白色）❺を設置。

レジ周り　LEDダウンライト❸を配置。

パンコーナー　LEDユニバーサルダウンライト❻使用。

イートインコーナー　TENQOO直付40タイプ❷使用。

今年で創業 129 年目を迎える「（株）ツルヤ」は、
長野県内に 35 店舗を構える生鮮食品スーパ
ーマーケットです。「優れた味と鮮度の高いサ
ービスの提供を通してお客様の健康で豊かな
食生活の創造に貢献」をテーマとし、2020 年
11 月には県外初出店となる前橋市公田町に
36 店舗目の「ツルヤ前橋南ショッピングパーク」
をオープン。36 番目の群馬県 1 号店は、ツル
ヤ最大級規模を誇っています。

LIGHTING SCENE ツルヤ前橋南ショッピングパーク

（左） 周辺棚上に設置したTENQOOシリーズ
40タイプタイプ片反射笠器具❼

（右）LEDダウンライト6000シリーズ❸

TENQOOシリーズ110タイプ連結器具❶
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エントランスホールと中央通路は、宿泊客だけでなくレストランや宴

会場のみの利用者も使用されるエリア。照明は �LED ダウンライト調

光調色対応形 + パネルコントロール形 SESL� を採用し、落ち着いた雰

囲気を損なわないよう低色温度で、光色と明るさを変化させ時間帯や

用途に適した明かり空間を演出。早朝～昼、午後、夕方、夜の 4 シー

ンを自動で切換え、居心地のよい空間を提供しています。フロントは、

LED ダウンライトグレアレスタイプを設置し、壁面は LED ユニバーサ

ルダウンライトの光で奥行き感のある陰影のアクセントを創出。国内外

の書籍を用意したラウンジは、大型ペンダントを採用して、周囲に LED

ダウンライトグレアレスタイプを配置。光がしっかり広がり、くつろいだ

ひとときを演出。吹き抜けからの光で開放的なザ・ダイニングは、各テー

ブルをくっきりと照らすエイミング可能な LED ユニバーサルダウンライ

ト（演色性重視タイプ）によりテーブルに明かり溜まりを作って �集う

場� が際立つよう意図。通路部分は LED ダウンライトグレアレスタイプ

を設置して柔らかな光で程よい明かりの移動空間を提供しています。ザ・

ダイニングの個室は、ペンダントを主体とし、天井には LED ダウンライ

トグレアレスタイプを配置。演色性重視タイプの LED ランプを用いて自

然光に近い色の再現性で料理の魅力を引き出しています。

時間帯や用途に合わせて調光と調色を変化させ、新しくなった快適な空間を印象的に演出。

ホテルに入った瞬間、新しく変わった印象を季節に合わせた時間の流れに沿って、明るさと光色の多彩なシーンを自動

再生。ベースとなる LED ダウンライトと LED ユニバーサルダウンライトは動線の中心と壁面に配灯。水平面照度を抑

えながら、空間の明るさ感を高めた抜け感と落ち着き感の両立を目指したホテルのハイセンスな空間を演出しています。

エントランスホールの照明　LEDダウンライト調光調色対応形❶ +パネルコントロールSESLでプログラミングにて4シーンの明かり空間を演出。

LIGHTING SCENE 芝パークホテル
【 物件概要 】

所在地：東京都港区芝公園 1 － 5 － 10
構造・規模：SCR 造、地下 1 階、地上 12 階、客室 199 室
施主：㈱芝パークホテル
リニューアル設計：㈱三越伊勢丹プロパティ・デザイン
照明更新施工：エルティライト㈱
照明更新完成：2020 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

1階

（
エントランスホール、
フロント、ラウンジ、

ザ・ダイニング、
ザ・ダイニング個室）

❶ LED ダウンライト（調光調色対応形） LEDD-60011-FC-LC9 39 消費電力：47.6W
❷ LED ダウンライトグレアレスタイプ（演色性重視タイプ） LEDD-18003-LD9 + LEEU-2006L-02     34 消費電力：13.4W

❸ LED ダウンライトグレアレスタイプ
LEKD2033013LV-LD9 66 消費電力：13.4W
LEKD1533013LV-LD9 54 消費電力：10.6W

❹ LED ユニバーサルダウンライト（演色性重視タイプ） LEDD-20036L 29 消費電力：20.7W
❺ LED ユニバーサルダウンライト LEDD-15021L 31 消費電力：15.2W

ザ・ダイニングの照明　テーブルを集中的に照らすLEDユニバーサルダウンライト（演色性重視タイプ）❹、
通路部分は LEDダウンライトグレアレスタイプ❺を配置。

ザ・ダイニングの個室照明　ペン
ダントの上部にLEDダウンライト

（演色性重視タイプ）❷を配置。

フロントの照明　眩しさを抑えたグレアレスタイプのLEDダウンライト❸を採用し、
壁面はユニバーサルダウンライト❺を設置。

ラウンジの照明　LED ダウンライトグレアレスタイプ❸を配置し、
くつろぎの一時を演出。

1949年に設立した歴史ある老舗ホテル。外国
貿易使節団ホテルとして運営をスタートしたた
め、その成り立ちから当初から多くの外国から
のお客様を迎えています。これまで2棟管理の
営業を単館営業に切り替え、よりお客様へ目の
行く届くサービスができる環境整備を目的とし
1階フロアをリニューアル。エントランスホール、
フロント、ライブラリーラウンジ、ザ・ダイニング
等を設置し、イメージを一新しました。

LIGHTING SCENE 芝パークホテル

（左上）LEDダウンライト（調光調色対応形）❶
（右上）LEDダウンライトグレアレスタイプ❸
（左下）LEDユニバーサルダウンライト（演色性重視タイプ）❹
（右下）LEDユニバーサルダウンライト❺

パネルコントロール形SESL
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従来の水銀ランプからのリニューアルは、2021 年からの製造中止へ

の対応と同時に照度アップをはじめ省エネ、ランプ交換の手間改善に

よるメンテナンス性の向上、即時点消灯による安全・快適性の確保な

どいくつかの理由がありました。工場の三角屋根に 3.6m 間隔で均等に

渡された 20 本の梁それぞれに、1kW 形メタルハライドランプ器具相当

の LED 高天井器具を 2 台ずつ、入口と出口に各 1 台ずつ、計 22 台設

置。均等間隔での配灯によって明るさのムラを抑え、従来はおよそ 200

ルクスだった照度を 500 ルクスへアップし、作業環境も大きく改善しまし

た。また工場内では複数の生産ラインが稼働しており、作業状況に応じ

たエリア点消灯にも対応します。さらに工場は自然に囲まれた環境にあ

り、これまで軒下に設置していた蛍光灯器具では虫が集まりやすかった

ため、虫害を改善するために紫外線をほぼ含まない LED 器具にリニュー

アル。このほか事務所棟にも TENQOO シリーズを採用し工場全体での

省エネ、低誘虫化、作業環境の改善を実現しています。

水銀ランプ製造中止に先駆けて LED 高天井器具へリニューアル。省エネ、作業環境改善も実現。

創業から 100 余年の歴史をもつ白石工業。「親切、正確、研究をモットーに多様化するニーズに積極的に取り組む」

ことを企業理念に、幅広い製品を開発、生産するプラスチックの押出成形等の専門メーカーです。このたび製造拠

点の一つであるつくば工場で、照明設備を水銀ランプ器具から LED 高天井器具へリニューアルしました。

三角屋根に渡された20本の梁に2台ずつLED高天井器具❶を配置。

LIGHTING SCENE 白石工業 つくば工場 照明リニューアル
【 物件概要 】

所在地：茨城県桜川市西小塙 1645
延床面積：1,836.4 ㎡（工場 + 事務所棟）
施主：白石工業㈱
施工：谷村電機㈱
リニューアル完成：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

工場 ❶ LED 高天井器具（昼白色・中角タイプ） LEDJ-43002N-LD9 22 消費電力：250.2W
工場軒下 ❷ TENQOOシリーズ防湿・防雨形40タイプ反射笠 （昼白色） LEKTW415404N-LS9 22 消費電力：24.8W

入口側からみた工場全体の照明。

工場奥のエリアを消灯し入口方向を見た照明。

工場の奥から入口方向をみたLED高天井器具❶による照明。

LED 器具の梁への均等配置で明るさのムラを抑える。

軒下に設置した TENQOO シリーズ
防湿・防雨形 40 タイプ反射笠❷

白石工業の多岐にわたる扱い製品のなかで、つ
くば工場では主にプラスチック押出成形品、射
出成形品を生産しています。工場は全長70m以
上あり、三角屋根の頂点は9.6mという高さのあ
る施設です。照明設備はこれまで水銀ランプ器
具を使用していましたが、2021年から水銀ラン
プの製造が中止になることに先駆けてLED器
具へのリニューアルを行いました。

LIGHTING SCENE 白石工業 つくば工場 照明リニューアル

LED高天井器具❶

TENQOOシリーズ防湿・防雨形❷
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1階ロビーの照明風景　 繊維布をサイドに垂らした梁下に4000Kの LEDベースライト❶をライン状に連結設置。
そよ風でゆらぐ装飾照明により自然を感じられる落ち着いた空間を演出。

24 学級の合志楓の森小学校と 12 学級の合志楓の森中学校が併設さ

れた校舎は、3 階建ての直線的な２つの棟が平行に並べられ、自然光

をふんだんに取り入れるとともに自然通風を快適に行えるよう考えられ

た設計。校舎内は立体的につながる動線が計画され、コミュニケーショ

ンが誘発される空間構成となっています。

照明設計では、建築と照明が一体的になり、自然光と人工光が調和

する心地よい空間を生み出すことを狙いとしています。小中共通のエン

トランスであるみんなの玄関には、光源を見せないで効率的に照度を確

保できる器具を選定。低照度でも暗さを感じさせないように間接照明お

よびサイン照明を採用しました。玄関奥のロビー空間は 1 ～ 3 階を緩や

かにつなぐ吹き抜け空間となっており、2 本の梁下に各 7 台の LED ベー

スライトを連結して配置。光源を直接見せないセードの役割を持たせた

白色繊維布が垂らされた建築化照明となっています。

校舎棟は全体的に、将来的な器具交換に備えて、できる限り高天井

部への照明設置を避けた照明設計とし、高天井設置の場合でも電源部

を点検しやすい位置にすることで、施工面・保守面にも配慮しています。

ロビー空間の建築化照明をはじめ、空間との一体化を意識した LED 照明環境を創出。

熊本市に隣接する合志市は、近年の人口増加を受けて、市立の小学校と中学校を分離新設。小学校と中学校を併設

した新たな校舎にて開校しました。エントランスや図書室などの共用部を共有する校舎は、自然光あふれる建築空間

に、5000K だけではなく 3500 ～ 4000K の LED 器具を採用し、落ち着きある優しい空間を創出しています。

LIGHTING SCENE 合志楓の森小学校・合志楓の森中学校
【 物件概要 】

所在地：熊本県合志市栄 3793 番地 5 他 4 筆
敷地面積：57,001.89 ㎡
建築面積：9119.64 ㎡
延床面積：1,5425.76 ㎡
構造規模： 校舎棟／鉄筋コンクリート造、地上 3 階建
 体育館／鉄骨造、地上 2 階建
施主：合志市長 荒木義行
設計：佐藤総合計画・桜樹会古川建築事務所
施工：佐藤・坂口特定建設事業共同体
竣工：2020 年 12 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

校舎棟

❶ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形 W70 LEKT407693W-LS9 53 消費電力：43W
❷ LED ユニット交換形ダウンライト角形 LEKD2536010W-LS9 229 消費電力：17.1W
❸ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ埋込形 W220 下面開放 LEKR426403N-LS9 480 消費電力：24.8W
❹ LED ベースライト TENQOO シリーズ 黒板灯（教室用） LEKR414523N-LS9 80 消費電力：32.5W

体育館
❺ LED 高天井器具（まぶしさ低減形）700W 形水銀ランプ器具相当 LEDJ34003DN-LD9 24 消費電力：187.6W
❻ LED 高天井器具（まぶしさ低減形）400W 形メタルハライドランプ器具相当 LEDJ21003DN-LD9 24 消費電力：125.1W

校舎棟 ❼ LED ベースライト一体形スクエア器具プリズムカバータイプ埋込形 LEKR727301ZW-LD9 24 消費電力：22.0W
給食室 ❽ LED ベースライト TENQOO シリーズ 40 タイプ直付形・HACCP 対応・防湿形 LEET-42841WA-LS9 ＋ LEEM-40693N-WP 23 消費電力：43W

体育館　高さ12～13mに下面ガードを取り付けたまぶしさ軽減形の LED高天井器具を12台×4列、
計48台配置。中央2列には18,600lmタイプ❺を窓側には28,500lmタイプ❻を採用。

廊下　スクエアトーンの天井材に馴染む角形の
LEDダウンライト❷を4m弱の均等間隔で設置。

3階少人数教室　プリズムカバータイプの
LEDスクエア器具（4000K）❼を8台設置。

普通教室　埋込形下面開放の LEDベースライト❸
9台とLED黒板灯❹2台を採用。

給食室　HACCP対応の40タイプ
直付形 LEDベースライト❽を採用。

市立の小中学校をそれぞれ3校有してきた合志
市は、児童・生徒数の増加にともなう学校施設
の不足を解消するため、4校目となる小学校・
中学校を新設しました。�「合志の丘」～「人」・

「知」・「自然」をつなぐ学び舎�を建築コンセプ
トとして建てられた校舎は、シンプルな門型フ
レームの外観を持つ一方で、内部は立体的に
つなぐ空間構成により、さまざまな出会いや交
流が生まれるよう設計されました。

みんなの玄関　3500Kの間接照明と4000Kのサイ
ン照明によりやさしいあかりで迎える空間を演出。

LIGHTING SCENE 合志楓の森小学校・合志楓の森中学校
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ステージから客席を望む　客席空間に光を満たすLEDシアターシリーズダウンライト❶。フロントサイドには LEDスポットライト❾を採用。

滝野川会館大ホールは、弊社施工の都内区民会館では初となるフル

LED システムにリニューアルしました。客席照明、音響反射板ライトには、

調光とともに色温度が変化する LED シアターシリーズダウンライトを採

用しています。

既設の低天井用ダウンライトとブラケット用には DC 駆動 LED 電球に

変更し、器具と負荷配線は既設を流用しています。主幹調光器盤内に

専用直流調光器を導入することで LED シアターシリーズ電球システムを

構築し意匠を変えることなくLED 化を実現しました。

客席全体の照明と舞台照明が一体となった劇場空間にふさわしい特

別なあかりで演出します。

舞台照明については、慣れ親しんだ従来のハロゲン電球によるシステ

ムの使い勝手を損なうことなく、新しいフル LED システムへ移行するこ

とを課題としました。調光操作卓の画面レイアウトや器具アドレス設定

ルールなどを工夫し、会館運用に適したシステム化を追求。ボーダーラ

イト、ホリゾントライト、スポットライトなど、すべてが LED 化された新

システムへのスムーズな移行を実現しています。

LED シアターシリーズの特別なあかりを採用し、既設回線と器具を生かしたフル LED 化を実現。

東京都北区の滝野川会館大ホールが、照明設備をフル LED 化。「調色モード」を備えた LED シアターシリーズダウン

ライトと、既設設備を巧みに活用した LED シアターシリーズ電球システムの導入により、劇場空間全体を包み込む特

別なあかりで演出。従来システムから新たなフル LED システムへの、スムーズな移行を実現しています。

LIGHTING SCENE 滝野川会館 大ホール
【 物件概要 】

所在地：東京都北区西ヶ原 1-23-3
ホール面積：666.9 ㎡
客席数：502 席（電動席 364 ／移動椅子席 134 ／車椅子席 4）
施主：東京都北区
設計：㈱平安設計
施工：電気／大東電設㈱
リニューアルオープン：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

客席
天井 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-LS 82 消費電力：91.5W

既設ブラケット ❷ LED シアターシリーズ電球システム　ＤＣ駆動 LED 電球（ミニクリプトン形フロストタイプ） LDADC7LH-E17/D-AL 16 消費電力：6.5W
既設ダウンライト ❸ LED シアターシリーズ電球システム　ＤＣ駆動 LED 電球（ハロゲン電球形ビーム角 85 度） LDRDC7LWE11/D-AL3 10 消費電力：6.7W

舞台

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-LS 19 消費電力：91.5W

舞台照明

❹ LED ボーダーライト 12 灯 3 回路式 AL-LED-BL-12-3CH 24 消費電力：102W
❺ LED スポットライト　FORTEX 6 型平凸タイプ（電球色相当）（ハロゲン 500W 相当） AL-LED-ASJ6-L 24 消費電力：115W
❻ LED スポットライト　FORTEX 6 型フレネルタイプ（電球色相当）（ハロゲン 500W 相当） AL-LED-FSH6-L 10 消費電力：159W
❼ LED ホリゾトントライト　5 色タイプ　ロアー AL-LED-LH-L-5L-2 12 消費電力：126W
❽ LED ホリゾトントライト　5 色タイプ　アッパー AL-LED-UH-5L-C-2 12 消費電力：126W

フロントサイド ❾ LED スポットライト　FORTEX 8 型平凸タイプ（電球色相当）（ハロゲン 1.5kW 相当） AL-LED-ASP8-L 18 消費電力：187W
調光室 ❿ 調光操作卓 TOLSTAR - Ⅲ Type F 一式

調光機器室 主幹調光器盤（直流調光器内蔵） ─ 一式

客席の照明（椅子収納時）　天井のLEDシアターシリーズダウンライト❶と既設ブ
ラケットを流用したLEDシアターシリーズ電球システム❷により、空間全体が一体と
なった滑らかな調光が可能。

音響反射板ライト　客席照明と同じLEDシアターシリーズダウンライト❶を採用。
調光に色温度が連動し、舞台と客席が一体となった演出が可能。

ステージ上の演出照明　右（客席側）からLEDボーダーライト❹、LEDスポットライト
❺❻、LEDホリゾントライト❼❽

LEDホリゾントライト❼❽のフルカラー表現例

既設設備を活用したLEDシアターシリーズの導入
既設のダウンライト（写真左）およびブラケット（写
真右）にDC駆動電球❸❷を使用し、0%～100%の
滑らかな調光を実現。

東京都北区の滝野川会館は、区民の生活向上と
福祉の増進のため、「発表の場」「学びの場」「交
流の場」として、1992年10月に開館。地上5階、
地下2階建の建物内には、大小ホールをはじめ、
音楽スタジオや集会室、和室などを備え、なかで
も大ホールはその中心となる施設です。音楽発
表会や演劇、講演会などさまざまな目的に利用
でき、客席利用時は502席。可動式の椅子を収納
し平床として展示会などにも活用できます。

LED シアターシリーズ
ダウンライト❶

調光操作卓❿

LIGHTING SCENE 滝野川会館 大ホール



お客様を安心してお迎えする新しいUV 照射器 UVee
（ユービー）を東芝・共創センターのエントランスに導入！

寄り添う、UV。

（株）東芝は2021年2月に川崎市同社スマートコミュニティセンター内
に「東芝共創センター」をオープン。顧客やパートナー企業との価値
創造を実践する共創拠点としてのワークショップ空間です。
本施設は不特定多数の方々が集い使用するため、ウシオ電機が開発
した有人環境下で使用できるウイルス抑制・除菌技術「Care222®※」
を搭載した光源モジュールを組込み、東芝ライテックで器具製品化を

行った �UVee（ユービー）�が採用されています。
共創センターの推進プロジェクトを担当された（株）東芝 CPSxデザ
イン部デザイン開発部共創推進担当の横内恭人様と菊地里子様に
UVee設置のお話を伺いました。

不特定多数の方が集まる施設で
どうやって�安心�を提供できるか

─まず最初に、UVee導入の経緯をお聞かせください
横内様　本施設は様々な人と人が集い、出会い、交わり新しい価値や
ワークスタイルを生み出していく未来志向のコミュニケーションスペース
です。それにはリラックスして安心できる環境づくりが欠かせません。

菊地様　折しも本施設立ち上げのプロジェクト最中に新型コロナウイル
ス緊急事態宣言（2020年4月）が発せられ、ウイルス対策としてお客様に

どのような方法で�安心�を提供でき
るかが大きな課題となりました。

最適な除菌方法を
模索するなかで
横 内 様 　 衛 生 対 策 は 一 切 触 れ な
い・・いわゆるゼロタッチが理想でし
たが、すべてをゼロタッチにすること
は難しく、不特定多数の方が手を触
れるドアノブや入退室タッチパネルな
どは対策が必要でした。

菊地様　そこで様々な除菌方法を検討したのですが、アルコールタオル
による清拭式除菌だと常にスタッフが清掃し続けなければならず徹底管
理が難しく、またアルコールを常備することの安全性や匂い、スタッフの肌
荒れ等の問題も浮上しました。

一般的なUV除菌は営業中に除菌できない
横内様　紫外線による除菌が効果的なのはわかっていたのですが、一般
的な紫外線照射機器は有人環境では使用できないため、営業終了後に
除菌作業を行うことになり、不特定多数の方が頻繁に触れるところを常
に除菌できないことが課題でした。

ウイルス対策の課題山積するなか、
UVee発売の情報が入り導入へ！
横内様　そのようなウイルス対策を模索するなか、�自動制御で手間いら
ずに除菌できるUVee�が発売されるという情報が入り、本施設のニーズと
合致することから、�いの一番�に導入しようと。

─UVeeを実際にお使い頂いた感想をお聞かせください
菊地様　「使う」という感覚より「自動でおまかせで除菌している」イメー
ジです。でもそれによる�あんしん�は本当に想像以上でした。

�UVee（ユービー）� SCENE

※ 本製品はウシオ電機株式会社が開発したCare222®の技術を使用しています。
※ Care222®は、ウシオ電機株式会社の子会社であるUshio America, Inc.の登録商標です。

空気・物体表面の
除菌

空間にフィット
狙って除菌

センサーによる
セーフティ機能搭載

株式会社東芝 CPSX デザイン部
デザイン開発部　共創推進担当
グループ長　横内　恭人　様

お客様を安心してお迎えする新しいUV 照射器 UVee
（ユービー）を東芝・共創センターのエントランスに導入！

UVeeで除菌したドアノブ（共創スタジオK1の出入り口）↓

高さ約3.5ｍの天井から
２箇所（ドアノブとタッチパネル）を
UV照射↓

UV照射照度分布設計
（イメージCG）↓

UVeeで除菌したタッチパネル（共創スタジオK2出入口）↓

おまかせで、いつでも除菌してくれる
�安心感�は想像以上

─有人環境下で安全に使えるUVeeだから実現した�安心�ですね
菊地様　不特定多数の方が利用されるので、どうしてもお客様のすべて
の行動には目が行き届かない面があります。ドアノブやタッチパネルなど、
いつ誰が触ったかわからないけど、おまかせでいつでも自動で除菌され
ているというのは安心感を持てますし、有人環境でも安心して利用できる
のは除菌スタイルの可能性を拡げるものだと思いました。

空間と調和するさりげ
ない存在感が好印象
─外観意匠にもこだわったUVee
ですが設置してみて如何でしたか
横内様　一般的なUV機器は武骨で
いかにも業務用といったイメージの
製品が多く、クリエイティブな空間に
は不向きな面がありました。UVeeは
コンパクトな半埋め込みのダウンライ
トスタイルで、空間と調和しつつさり

げない存在感がとてもスマートで好印象です。

目に見えないウイルスを、UV光によって抑制
するUVee設置による�安心の見える化�効果
横内様　ウイルスは目に見えないのでとても不安がありますが、UV光で
抑制ができますので、UVeeが設置されていることによる安心感がありま
す。UV光は目に見えませんが、照射中は前面のLED表示で分かるのでお
客様はもちろんスタッフも �安心の見える化�効果を感じています。

共創コミュニケーションをささえる
�安心の光�
菊地様　今回UVeeの導入が決まったのは竣工わずか1か月ほど前！機動
的に、真っ先にまずやってみる。これも共創センターの役割のひとつだと
思っています。お客様もスタッフも・・共創コミュニケーションをささえる安
心の光。

横内様  菊地様　是非一度
お越しいただいてUVeeの
UV除菌を体感してください。
スタッフ一同心よりお待ち
しております！

�UVee（ユービー）� SCENE

株式会社東芝　CPSx デザイン部
デザイン開発部　共創推進担当
菊地　里子　様 232021-4　Lighting Scene No.1122
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編集発行

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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