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特集 ウイルス抑制・除菌用UV照射器



2 2021-7　Lighting Scene No.12

Lighting Scene

No.12　2021-7

C O N T E N T S

巻頭インタビュー

「医療法人 健山会　船引クリニック  
介護老人保健施設 歩

あゆむ

」の建築と照明
設立以来、地域に根差した医療提供と健康増進の役割を担ってきた医療法人 健山会 

船引クリニックは、施設の老朽化が進み始めたため、2021年3月に新築移転。施設の

建築と照明設計を担当された大和ハウス工業（株）福島支店 北日本設備技術部 課長

の岩田好弘様にお話しを伺いしました。。

地域に密着した、患者さん中心の医
療サービスの提供を意図して。
―はじめに建築設計コンセプトをお聞かせ下さ
い。
岩田　「地域に密着した医療を提供」という理
念のもと、診療医科（内科、整形外科、消化
器内科、リハビリテーション科、皮膚科、形成
外科の 6 つの診療科）と分離していた歯科を
併設した形で設計に取り組みました。これらを
含めて、地域住民の人々に高度で質の高い専
門的な医療サービスの提供と、患者さん中心
の安心できる医療環境、加えてスタッフの働き
易い環境を意図した病院づくりを設計コンセプ
トとしました。
―各階の平面計画と動線についての計画は。
岩田　1 階の外来は明瞭な動線計画を行い、
外来診察部門、検査部門、それにリハビリテー

ション室をまとめて配置し、初めて訪れる患者
さんにも分かり易い施設構成として患者さんが
上・下階に移動する負担のない計画としていま
す。2 階は療養室 29 のベッド数を用意した病
棟で、出入り口を別に設け、1 階外来とは完全
に切り離した動線計画としています。2 階のス
タッフステーションは療養室の全体が見える位
置に配置しました。

外来診療部を全て1階に集約し、分り
易く移動負荷の少ない平面計画。
―1 階のそれぞれのスペースの建築的な特徴を
教えて下さい。
岩田　玄関から入ると、医科受付、総合待合
室、各診察部門、検査部門、中待合室が並び、
待合室・中待合室の前に、ガラスで覆った光庭

（中庭）から自然光を取り込み、明るく視認し
易く、患者さんが落ち着きを感じる空間として
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います。受付は患者さんが入ってこられる様子
を視認できるようカーブラインのカウンターとし、
アーモンド色の木目で優しい落ち着いた雰囲気
を演出しています。照明は電球色（3000K）を
基本とし、総合待合室の折上げ天井、医科受
付の意匠天井、中待合室のコーニス天井等は、
建築と一体化した LED ライン器具による間接
照明でグレアのない目に優しい明かりを提供。
それ以外は LED ダウンライト（遮光角 15 度）
により明るさを補って適切な照度を確保し（平
均照度 300 ～ 400 ルクス）、患者さんの不安
な気持ちを和らげる配慮としています。各医科
診察室は、十分余裕のある空間とし、患者さ
んが仰向けになることを考慮して眩しさを抑制
した遮光角 24 度カバー付きの LED 埋込器具
を採用しています。（平均照度 500 ～ 600 ルク
ス）。Ｘ線室をはじめ各検査室は LED 埋込器

具の調光タイプ（25 ～ 100％）を用い、グレ
アを小さくした計画としています。

歯科待合室には天井面と壁面の2面
配光の明かりで、空間にくつろぎ感を
演出。
―歯科部門については如何でしょうか。
岩田　歯科部門は、総合待合室の右側のス
ペースに配置しています。歯科受付・待合室
は壁面上部が折り上げ天井にしているため、
照明は、光源が直接見えない 2 面配光器具を
採用し、露出形でありながら天井面と壁面へ
の間接照明風に柔らかな光で空間を包み込ん
でいます。地明かりはカバー付の LED スクエ
ア器具と LED ダウンライトにより平均照度 460
ルクスを確保。歯科診察室は、歯科チェアー
用として、歯の色がより自然に見える演色性
重視タイプの LED ダウンライトを採用し、室内

の照明は折り上げ天井の側面小壁に LED ライ
ン器具による間接照明と天井面には LED ダウ
ンライトを、通路には LED 埋込器具を採用し、
平均照度 370 ルクスを得ています。リハビリ
テーション室は、広い床面で天井高さ 3m、窓
側は 2.2 ｍ。間口いっぱいのガラス窓を開くと
ウッドデッキがあり、室内と外部との連続的な
一体感を演出した明るく開放感のある空間を
創出しています。照明は主として LED ダウンラ
イト 2500 シリーズを均等配置で採用し、仰向
けに寝てリハビリするマッサージ等や窓側には
光源を一段下げて使用したり、器具ピッチを少
し広げたりして照度設計に変化を持たせていま
す（平均照度 520 ルクス）。

スタッフステーションは、どこからでも
患者さんを「見える」「見られる」位置
で、安心感を確保。

各医科診察室（左側）と診察スタッフ共用通路　TENNQOOシリーズ埋込器具下面カバー付❶
及びLEDダウンライト❷

光庭（中庭）　LED庭園灯を設置。

歯科診察受付・待合室　LED 2面配光器具❼、
LEDダウンライト❷、LEDスクエア器具❸を設置。

歯科診察室　歯科チェアー用に演色性重視形LEDダウンライト❷、室内はLEDライン器具❺、
LED埋込器具を採用❶



4 2021-7　Lighting Scene No.12

―2階病棟の設計内容をお聞かせ下さい。
岩田　2 階病棟のスタッフステーションは、廊
下越しにガラススクリーンで覆った光庭（中庭）
を透かして、ほぼ全ての療養室が見通せ、見
守り易く、看護し易い効率的な短い動線の平
面構成としており、患者さんが日常最も利用す
る食堂を隣接した設計としています。スタッフ
ステーションの照明は、木目調の意匠天井に
LED ダウンライトを採用してカウンターを明るく
照らし、その意匠天井上部と壁面の棚上・下
部にも LED ライン器具による柔らかな光の間
接照明を施し、明るく清潔感を得ながら温か
みのある雰囲気を創出しています（平均照度
320 ルクス）。食堂は、中央を折り上げ天井とし、
3 段の変化を持たせた奥行き感のある天井構
成としています。折り上げ天井内の照明は LED
ライン器具による間接光とシーリングライトに
より家庭的な雰囲気とし、その周囲に LED ダ
ウンライト（遮光角 15 度）を配置して居心地

の良いくつろげる空間を演出しています（平均
照度 480 ルクス）。

ゆとりと親しみ感を確保した「介護老
人保健施設 歩

あゆむ

」。患者さんのアメニ
ティと看護をバランス良く両立。
岩田　2 階に集中配置した療養室は、ベッド
間を家具とパーテーションで区画し、患者さ
んのアメニティと看護・介護の効率性をバラン
ス良く両立させた計画としています。照明は調
光可能なシーリングライトをベースに使用して
アットホームな雰囲気で親しみ感を創出させ、
それぞれのベッドの壁面には間接光タイプの
LED ブラケットを採用しています。
―2階病棟の廊下については如何ですか。
岩田　2階廊下は光庭を囲んだ形でループ状
の設計としており、少し広めのゆとりのある移
動空間としています。光庭の傍には掘り上げ天
井とした談話コーナーを設け、見舞客の方や患
者さん同士の団らんができる�場�とし、同時に

廊下の閉塞感の緩和を意図した設計としてい
ます。照明は眩しさを抑えた遮光角15度のLED
ダウンライトを均等配置で採用しています。
―最後に、建築。照明設計においてのご感想を
お聞かせ下さい。
岩田　最初でもお話しましたが、健山会 船引
クリニック様の経営理念である「皆様に愛さ
れる地域医療と介護サービスの提供」という、
暮らしに密着したきめ細かな医療と介護の総
合的なサービスを踏まえて設計に取り組みまし
た。患者さんにとっては少しでも不安を和らげ
る施設づくりを、スタッフ部門の方にとって機
能性の充実だけでなく、快適性向上にも重点
をおき、治療しやすい環境の病院づくりを計画
しました。永きに渡り地域に愛される病院とな
ることを心から願っております。
―本日はお忙しい中、貴重なお話を頂き有難う
ございました。                 

光庭の夜景　LED庭園灯を採用。

2階療養室の廊下　LEDダウンライト❷を採用。

リハビリテーション室　LEDダウンライト❷を均等配置。

2階食堂　LEDライン器具❺による間接照明とLEDシーリングライト❹、LEDダウンライト❷による照明。

INTERVIEW 医療法人 健山会　船引クリニック　介護老人保健施設 歩

LED ライン器具

LED ２面配光器具

スタッフステーション　LEDダウンライト❷とLEDライン器具❺による間接照明。

Ｘ線室のLED照明
（カバー付埋込器具調光タイプ）❶

スタッフ休憩室のLED照明（ダウンライト）❷浴室のLED照明
（浴室用シーリングライト、及びブラケット）。

医科診察室のLED照明
（カバー付埋込器具）❶

6床療養室　中央にLEDシーリングライト❹、ベッドの壁面にLEDブラケット❻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 TENQOO シリーズ 埋込形 40 タイプ
調光形 LEKR422693N-LD9 7 消費電力：43.0W

非調光形 LEKR422693N-LS9 17 消費電力：43.0W

❷ LED ユニット交換形ダウンライト
LEKD153013L-LS9 90 消費電力：10.6W
LEKD203013L-LS9 189 消費電力：13.4W
LEKD203015N-LS9 78 消費電力：13.4W

❸ LED ベースライト埋込スクエア器具 LEKR760901FN-LD9 11 消費電力：52.0W
❹ LED シーリングライト LEDH82648N-LC 17 消費電力：53.0W
❺ LED スリムライン器具 BN061C13WWL12 73 消費電力：13.0W
❻ LED ブラケット LEDB88801 29 消費電力：10.8W
❼ LED ２面配光器具 LEDT-40260WW-LD9 4 消費電力：32.3W

新築移転した「医療法人健山会 船引クリニック」は、1 階に医科・歯科診察室、検査室、総合待合室等を集約させ、

光庭（中庭）を設けて採光を採り入れた開放的な外来診察部門。2 階は「介護老人保健施設 歩
あゆむ

」で、スタッフステーショ

ンは、療養室がどの方向からでも掌握できるプランとし、日常最も利用する食堂を隣接させて患者さんを温かく見守

り、かつスタッフ動線の短縮を図った配慮としています。

温かみのある光色と優しい光の間接照明を多用した患者さん中心の照明計画。

【 物件概要 】
所在地：福島県田村市船引町船引字砂子田 42
建築面積：1,126.25 ㎡
延床面積：1,978.53 ㎡
構造・規模：鉄骨造、2 階建
施主：医療法人 健山会
設計・施工：大和ハウス工業㈱
竣工：2021 年 3 月

1 階受付けの総合待合室は、折上げ天井に LED の間接照明を配置。

加えて LED ダウンライトを連続させて医科診察部門の中待合室まで配

置。光庭（中庭）からの採光で明るい中待合室には、さらに　LED 間接

照明を施し患者さんの不安感を軽減化しています。リハビリテーション室の

照明は LED ダウンライトの均等配置としつつ、リハビリの内容に応じてピッ

チを広げて適切な明るさに調整。歯科待合室の照明は、LED ダウンライ

トとスクエア器具を配置し、さらに壁面と天井面を照らす 2 面配光器具を

用いて安らぎ感を演出。診察室には歯科チェア用に、より自然な歯色を

視認できる演色性重視形の LED ダウンライトを配置。室内は間接照明と

LED ダウンライトにより治療し易い雰囲気を創出しています。2 階のスタッフ

ステーションは、療養室の見通し良い位置に配置し、照明は明るめに設

定して患者さんへの安心感を誘発。食堂は、目に優しい間接照明とし、ベー

スに LED ダウンライトを設置。各療養室は室内中央に LED シーリングラ

イトを採用して家庭的な雰囲気を創出させ、各ベッドの壁面に LEDブラケッ

トを設けて読書等の明かりを確保しています。

創業以来、地域に密着した医療・介護サービス
の向上に努めてきた医療法人 健山会 船引ク
リニックは、建物の老朽化に加え、高度な医療
機器への対応等を解決するため、令和3年3月
に新築移転。外来者にとって分り易い診療部門
の空間構成やスタッフの働き易さに配慮した計
画としています。照明は温かい雰囲気を基本に、
診療機能に応じた器具選定を行っています。

INTERVIEW 医療法人 健山会　船引クリニック　介護老人保健施設 歩
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LED ライン器具

LED ２面配光器具

スタッフステーション　LEDダウンライト❷とLEDライン器具❺による間接照明。

Ｘ線室のLED照明
（カバー付埋込器具調光タイプ）❶

スタッフ休憩室のLED照明（ダウンライト）❷浴室のLED照明
（浴室用シーリングライト、及びブラケット）。

医科診察室のLED照明
（カバー付埋込器具）❶

6床療養室　中央にLEDシーリングライト❹、ベッドの壁面にLEDブラケット❻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 TENQOO シリーズ 埋込形 40 タイプ
調光形 LEKR422693N-LD9 7 消費電力：43.0W

非調光形 LEKR422693N-LS9 17 消費電力：43.0W

❷ LED ユニット交換形ダウンライト
LEKD153013L-LS9 90 消費電力：10.6W
LEKD203013L-LS9 189 消費電力：13.4W
LEKD203015N-LS9 78 消費電力：13.4W

❸ LED ベースライト埋込スクエア器具 LEKR760901FN-LD9 11 消費電力：52.0W
❹ LED シーリングライト LEDH82648N-LC 17 消費電力：53.0W
❺ LED スリムライン器具 BN061C13WWL12 73 消費電力：13.0W
❻ LED ブラケット LEDB88801 29 消費電力：10.8W
❼ LED ２面配光器具 LEDT-40260WW-LD9 4 消費電力：32.3W

新築移転した「医療法人健山会 船引クリニック」は、1 階に医科・歯科診察室、検査室、総合待合室等を集約させ、

光庭（中庭）を設けて採光を採り入れた開放的な外来診察部門。2 階は「介護老人保健施設 歩
あゆむ

」で、スタッフステーショ

ンは、療養室がどの方向からでも掌握できるプランとし、日常最も利用する食堂を隣接させて患者さんを温かく見守

り、かつスタッフ動線の短縮を図った配慮としています。

温かみのある光色と優しい光の間接照明を多用した患者さん中心の照明計画。

【 物件概要 】
所在地：福島県田村市船引町船引字砂子田 42
建築面積：1,126.25 ㎡
延床面積：1,978.53 ㎡
構造・規模：鉄骨造、2 階建
施主：医療法人 健山会
設計・施工：大和ハウス工業㈱
竣工：2021 年 3 月

1 階受付けの総合待合室は、折上げ天井に LED の間接照明を配置。

加えて LED ダウンライトを連続させて医科診察部門の中待合室まで配

置。光庭（中庭）からの採光で明るい中待合室には、さらに　LED 間接

照明を施し患者さんの不安感を軽減化しています。リハビリテーション室の

照明は LED ダウンライトの均等配置としつつ、リハビリの内容に応じてピッ

チを広げて適切な明るさに調整。歯科待合室の照明は、LED ダウンライ

トとスクエア器具を配置し、さらに壁面と天井面を照らす 2 面配光器具を

用いて安らぎ感を演出。診察室には歯科チェア用に、より自然な歯色を

視認できる演色性重視形の LED ダウンライトを配置。室内は間接照明と

LED ダウンライトにより治療し易い雰囲気を創出しています。2 階のスタッフ

ステーションは、療養室の見通し良い位置に配置し、照明は明るめに設

定して患者さんへの安心感を誘発。食堂は、目に優しい間接照明とし、ベー

スに LED ダウンライトを設置。各療養室は室内中央に LED シーリングラ

イトを採用して家庭的な雰囲気を創出させ、各ベッドの壁面に LEDブラケッ

トを設けて読書等の明かりを確保しています。

創業以来、地域に密着した医療・介護サービス
の向上に努めてきた医療法人 健山会 船引ク
リニックは、建物の老朽化に加え、高度な医療
機器への対応等を解決するため、令和3年3月
に新築移転。外来者にとって分り易い診療部門
の空間構成やスタッフの働き易さに配慮した計
画としています。照明は温かい雰囲気を基本に、
診療機能に応じた器具選定を行っています。

INTERVIEW 医療法人 健山会　船引クリニック　介護老人保健施設 歩
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1 階エントランスホールは、内線呼び出し携帯電話器が設けられてい

る天井にユニバーサルダウンライトに組み込んだ UVee 照射器を 80 度

の首振り角度で設置（電話操作面から UVee までの距離 1.2m）。来社

される不特定多数のお客様が安心して内線呼び出し携帯電話器を使用

できるよう、手動運転モードで電話操作面の除菌を可能にしています。

面積約 25 ㎡の広さの 2 階打合せ用客室には、通路側のガラス壁から

80cm 離して、床面からの取付高 2.5m に人に優しい新しい紫外線光線

の UVee からの照射により室内の空間全体を包み込み、ウイルスを抑制・

除菌しています。これにより不特定多数の来社されるお客様と打合わせ

する場としての安心・安全な環境を提供しています。

3 階の約 50 ㎡ある役員会議室には、UVee ユニバーサルダウンライ

トを 2.3m の天井高に窓ガラスから 1m 離して 2 台（器具間隔 2.2m）

を首振り角度 45 度にして設置。会議室は、長時間使用することもあり、

UVee での有人環境下で室内空間全体のウイルスを抑制・除菌の実現

により、クリーンな空間で安心して会議を行える効果が得られています。

人に優しい紫外線光源のウイルス抑制・除菌用UV照射器UVee（ユービー）でクリーンな空間を確保。

UVee（ユービー）を販売するに当たり、実際にウイルス抑制・除菌の効果を確認

するために、ウエキコーポレーション本社の 1 階エントランスホールと 2 階打合せ

用客室、3 階役員会議室の 3 ヶ所に UVee を設置。検査装置を使って除菌状況を

数値化し、その情報を東芝ライテックと共有して販促ツールに役立てる実証テスト

を協力して行っています。

3階の役員会議室をガラス窓側から出入り口側を望む　UVeeを2台❶設置して室内を除菌。クリーンな空間を確保。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　（株）ウエキコーポレーション本社ビル
【 物件概要 】

所在地：東京都大田区久が原 5 － 33 － 10
建築面積：392 ㎡
延床面積：1,528 ㎡
施主：㈱ウエキコーポレーション
設計：電気／㈱インターフェースプロダクツ
竣工：2021 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

館内 ❶UVee埋込ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9（セミオーダー品） 4 入力電圧：AC100V～AC240V（電源端子台付）

2階打合せ用客室　不特定多数のお客様が安心して打合せできるようUVee❶により室内空間全体を除菌。

内線呼び出し携帯電話器を用意したエントランスホール　電話携帯器の台から1.2m上の天井にUVee❶を
設置。

UVee埋込ユニバーサルダウンライト❶

役員会議室を出入り口側から奥を望む　UVee❶の設置で長時間の会議でも安心して使用可能。

東京を本社に、全国21か所の営業所、事業所
を拠点とする創業以来80余年の歴史あるガス
の専門商社で、ガス・トータル・ソリューションを
通して産業と社会の発展に貢献。加えて工業
用薬品等の「化成品事業」と金属部品・ファイン
セラミック等の「部品材料事業」にも注目。また、
東芝ビジネスパートナーの一員として東芝ラ
イティック社製ウイルス制御・除菌用UV照射器
UVee（ユービー）の発売を開始しました。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　（株）ウエキコーポレーション本社ビル
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店内の窓側と奥側通路の天井にUVee❶を2か所に設置　ウイルス抑制・除菌効果を発揮し、安心・安全な店内環境を。

店内は、スタジオ風に天井を黒く塗装したスケルトンのおしゃれな意

匠としたお店。料理人と対面式の L 字形状の長いカウンターとその通路

に沿って座敷、堀こたつ、個室を配置しています。

お店は不特定多数のお客様をお迎えするため、安心・安全なクリー

ンな店内環境が大切。このため、ウイルス抑制・除菌用 UV 照射器

UVee（ユービー）を、窓側の通路上の天井と店内奥側の通路上の天井

に計 2 か所に設置。UVee は、有人環境下でも人体に害のない紫外線

として使用できるよう 222nm 紫外線除菌技術を用いた「Care222® ※光

源モジュール」組み込みのウイルス抑制・除菌用照射器です。有人環

境下で、紫外線を照射できるのは、1 日のうち連続 8 時間までとなって

いるため、紫外線照射はタイマーにより点灯、消灯を繰り返して照射量

を抑えています。運転は自動運転にて設定を行っています。炉端ばんざ

い様の店長は、「お客様は、店内に UVee を設置したことにより、除菌

効果が少しずつ浸透してきており、安心感を確信されているように思わ

れます。お客様に安心してくつろいで頂けるよう沢山の方に認知して頂

ければ有難いです」とのお話。店舗入口及び店内のカウンターには、「ウ

イルス抑制・除菌 UV 照射器 UVee を設置しており、安心・安全な店内

環境にしています。」とアピールされています。

店内にウイルスを抑制・除菌するUVee の設置で、クリーンな店内環境を提供してお客様をお迎え。

野菜を肉で巻いた「野菜巻き串」「ほうれん草とベーコンのサラダ」「炙り牛のウ

ニ巻き」が人気料理の �炉端ばんざい�。店内には、ウイルスを抑制・除菌する

UVee（ユービー）を設置し、店内をクリーンな空間づくりに貢献。加えて店内換気、

手の消毒、検温、距離の確保、マスク着用など、万全な安全対策を図っています。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　炉端「ばんざい」
【 物件概要 】

所在地：福島県郡山市大町 1 丁目 2 － 14 初瀬ビル 1 階
客席：90 席
施主：㈲フーズワークス
設計・施工：㈱伊藤建築工業
UVee 設置年月：2021 年 2 月

店内窓側通路の天井に設置したUVee❶　カウンター方向に照射してクリーンな空間づくりを。

店内奥側通路の天井に設置したUVee❶

ウイルス抑制・除菌用 UV照射器
�UVee（ユービー）�❶

本社は郡山市内にあり、炉端、天ぷら、レストラ
ンを展開している、平成9年7月創業の（有）フ
ーズワークス。その内の「炉端 ばんざい」は、
郡山駅近くの初瀬ビル1階に令和元年10月オ
ープン。カウンター席、座敷、堀こたつ、個室が
あり、ノスタルジックを感じながら和のモダン空
間の新感覚な「炉端店」。お店のキーワードは、
メインの「炉端焼き」、メイン料理の「野菜巻き
串」、酒類豊富な「地酒」、それに「女子会」。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

店内 ❶ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9（セミオーダー品） 2 消費電力：19.3W

※ 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およびUshio 
　America, Inc. の商標または登録商標です。

店内窓側通路の天井に設置したUVee❶ 店内奥側通路の天井に設置したUVee❶

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　炉端「ばんざい」
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ATMおよび両替機コーナー（奥側から）　3台のUVeeユニバーサルダウンライト❶を導入し、キャッシュディスペンサーのタッチパネルにUVを照射。

空知信用金庫では新型コロナウイルス感染症の拡大防止策として、マ

スク着用やウイルス除菌消毒液の設置、ソーシャルディスタンスなどを徹

底させ、不特定多数のお客さまが触れるキャッシュディスペンサーにお

いては、感染拡大の媒介にならないよう細心の注意を払い、こまめな除

菌作業を実施。さらに、より効果的な対策になりうる抗菌フィルムの設

置や非接触 ATM の導入検討も進めていました。こうした中、新たに商

品化された UVee もその選択肢に加えられ、費用対効果の優位性と「金

融機関で北海道内初」という話題性が決め手となって採用されました。

　導入された UVee ユニバーサルダウンライトは両替機コーナーに 1 台と
ATM コーナーに 2 台の計 3 台。照射対象となる機械操作画面から約 3m
の天井位置に 40 度の照射角度をつけて設置しました。有人環境でも照
射できる UVee ですが、運用は営業時間内のお客様が多い時間帯に合わ
せ「自動運転モード」に設定されています。
　スピーディに意思決定され「北海道内金融機関で初の試み」となった
UVee 導入は、地元紙などのメディアにも取り上げられ、来店するお客さ
まや取引先、同業者のからの関心を集めています。

ATM や両替機利用の安心安全と、除菌作業の軽減のため、UVee ユニバーサルダウンライトを導入。

北海道の道央に位置する空知地方の南部を中心に、コミュニティバンクとして広く

地域経済を支えてきた空知信用金庫は、このたび感染症の拡大防止対策を実施い

たしました。岩見沢市の本店 ATM および両替機コーナーにウイルス抑制・除菌用

UV 照射器 UVee（ユービー）ユニバーサルダウンライトを導入し、利用するお客

さまに安心感を提供しています。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　空知信用金庫本店 ATM および両替機コーナー
【 物件概要 】

所在地：北海道岩見沢市 3 条西 6 丁目 2 番地 1
延床面積：5,994.32 ㎡
構造規模：鉄筋コンクリート造、地上 9 階建
施主：空知信用金庫
施工：電気／㈱創電
UVee 設置年月：2021 年 2 月

ATMおよび両替機コーナー（入口側から）　機械操作画面（タッチパネル）から3mの距離をとってUVeeユニ
バーサルダウンライト❶を設置。40度の角度でUV照射。

両替機コーナー　両替機2台に対して UVeeユニ
バーサルダウンライト❶1台でUV照射して除菌。

ATM コーナー　4 台の ATM に対して 2 台の UVee ユ
ニバーサルダウンライト❶を設置（写真は右 2 台用）。

ウイルス抑制・除菌用 UV照射器 UVee（ユービー）
ユニバーサルダウンライト❶（照射時）

北海道の石狩平野の東部、空知地方の南部に
位置する岩見沢市に本店を置く空知信用金庫
は、1925 年の創立以来、地元に根付いた金
融機関として地域経済の発展を支えています。
また、近年では地域支援部による、少年野球
大会、星空観察会、落語会、さらには各種セ
ミナーや地域応援イベントの開催など、地域と
のつながりをより強める取り組みを積極的に展
開しています。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

ATM コーナー ❶ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9 3 消費電力：19.3W

※ 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およびUshio 
　America, Inc. の商標または登録商標です。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　空知信用金庫本店 ATM および両替機コーナー
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6階エントランスに設置した UVee❶　UVeeは天井高2.6ｍに設置し、来社受付機までの距離は2.1ｍ、照射角は45度。

社内感染症拡大予防のため一層の衛生管理が求められる中、社員や

来訪者の健康維持のためにオフィス内全座席へのアクリル板設置、ドア

ノブ等への抗菌・抗ウイルスコート、非接触型体温計による体温チェック、

各所へのアルコール消毒液備置や出社人数制限、会議室定員の縮小等

の運用を工夫しています。

同社業務統括部のご担当の方のお話では、「人の流れが集中しやす

いエリアでのウイルス抑制の手段を探している中で、ウイルス抑制・除

菌用照射器 UVee（ユービー）は、自動運転で執務中に照射可能な点

が当社要望と合致しており、エントランスホールの来訪者用受付機タッ

チパネルやドアノブ、メールコーナー、給茶コーナー等に採用しました。

現在の中期経営計画においても安心・安全なオフィス整備を重点取組

事項として掲げており、UVee 設置による衛生管理は当社の社会貢献に

も繋がるものと考えています。」とのことです。

安心・安全なオフィス整備を重点取組事項としてUVee（ユービー）を採用。

東京都千代田区・住友商事竹橋ビル 6 階、7 階に本社を置く「住友商事パワー＆

モビリティ」では感染症拡大防止対策を進めています。お客様を安心してお迎えで

きる環境を確保すると共に、社員の健康を維持するため、エントランスとオフィス

出入口のドアノブ、及び給茶室、メールコーナー等の天井に「ウイルス抑制・除菌

用 UV 照射器 UVee」計 13 台を設置し、紫外線照射による除菌を実施しています。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　住友商事パワー＆モビリティ（株）
【 物件概要 】

所在地：東京都千代田区一ツ橋 1-2-2　住友商事竹橋ビル 6F、7F
オフィス総面積：3,595 ㎡
施主：住友商事パワー＆モビリティ㈱
UVee 設置設計：東芝ライテック㈱
施工：東芝電材マーケティング㈱
UVee 設置年月：2021 年 3 月

6階エントランスに設置した UVee❶　2.2mの取り付け間隔を開けて2台を設置。

7階エントランスの UVee❶　UVeeは6階と同様の受付機までの距離及び照射角にて設置。

6階オフィス出入口ドアノブ用
UVee❶

6階の給茶コーナーに設置した
UVee❶

7階メールコーナーに設置した
UVee❶

ウイルス抑制・除菌用 UV照射器
�UVee（ユービー）�❶

2019年10月に創立50周年を迎え、社名を「住商機電貿易
株式会社」から「住友商事パワー＆モビリティ株式会社」
と変更。「次世代のモビリティシステムと社会インフラ構
築を通じ、豊かな地球の未来に貢献するプロフェッショナ
ル集団」というビジョンの下、全世界を舞台に、自動車・鉄
道車両・電力設備等トレード、電力/社会インフラプロジェ
クト、モビリティ分野での新規事業開発などを手掛けてい
ます。これまで約117カ国でビジネスを展開しつつ、国境
や産業の壁を越えて地球規模で挑戦を続けています。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

６階、7 階 ❶ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9（セミオーダー品） 13 消費電力：19.3W

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　住友商事パワー＆モビリティ（株）
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エントランスホール　正面の受付用内線電話を対象に 1 台、右奥のエレベーターを対象として 2 台の UVee ❶を配置。

増田医科器械は、京都医療センターにウイルス抑制・除菌用 UV 照

射器 UVee（ユービー）を納入した、医療機器・理化学機器の販売会

社です。今回、自社においても、感染症拡大防止対策を実施しました。

不特定多数の人が利用する本社ビルの 1 階エントランスホールに UVee

を導入しました。

UVee は、222nm の紫外線除菌技術を用いた、有人環境下で使用可

能な「Care222® ※光源モジュール」を組み込んだユニバーサルダウンラ

イトタイプのウイルス抑制・除菌用 UV 照射器です。埋込器具で、首振

り角度 45 度、水平回転角度 340 度に調整できるため、対象を狙って照

射することができます。増田医科器械本社ビルのエントランスホールで

は、人が手を触れる機会の多い受付用の内線電話機を対象として 1 台

を配置、さらにエレベーターを対象として 2 台を配置し、ウイルス抑制・

除菌を行っています。運転モードは有人環境モードとし、器具の照射窓

から人の頭までの距離を 1.3 ～ 1.59m とした自動運転に設定。毎日決

められた時間に点灯し、1 日連続 8 時間までと決められている有人環境

下での照射限界値以下に照射量を抑えて自動運転します。

人が立つ空間、人が触れる場所を、UVee でウイルス抑制・除菌。快適なエントランスホールに。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　（株）増田医科器械　本社ビル

京都を中心に近畿圏において医療機器・理化学機器の販売を行う増田医科器械

が、本社ビルのエントランスホールに、ウイルス抑制・除菌用 UV 照射器 UVee（ユー

ビー）を導入。多くの人が利用する空間の除菌、人が触れる場所の表面除菌を

実施することで、来訪客にとっても社員にとっても安心感の高い職場環境を実現し

ています。

【 物件概要 】
所在地：京都市伏見区竹田藁屋町 50 番地
施主：㈱増田医科器械
施工：㈱増田医科器械
UVee 使用開始：2021 年 3 月

エントランスホール正面　受付用の内線電話を対象として UVee ❶を設置。不特定多数の来客が使用する
内線電話と、来客の立ち位置となる空間をウイルス抑制・除菌。

エレベーターホール　2 台のエレベーターの前にそれぞれ 1 台ずつ UVee ❶を配置。密閉空間となるエレ
ベーターに対する空間除菌（エアロゾル）と、人が触れる乗場押しボタンの表面除菌を実施。

ウイルス抑制・除菌用 UV 照射器
�UVee（ユービー）� ❶

1928年に開設された増田喜八商店を前身とす
る増田医科器械。1950年に法人化され、間も
なく会社創立95周年を迎えます。京都を中心
に滋賀、福井、大阪、奈良、兵庫各府県の医療
機関や研究所に、医療機器・理化学機器の販
売を行っているほか、より安全・安心で効果的
な �次代を担う医療の創造�をモットーに、医療
現場の方々の視点を大切にした幅広い医療事
業を展開しています。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

エントランスホール ❶ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9 3 消費電力：19.3W

※ 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およびUshio 
　America, Inc. の商標または登録商標です。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　（株）増田医科器械　本社ビル
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京都医療センターでは、専用病棟や個室の利用をはじめ、感染者と非

感染者が交差しない動線の確保など、新型コロナウイルスに対する感染

予防対策を徹底しています。そのうえで、ロビーや救急外来を備えた不

特定多数の人が利用する外来管理診療棟に、有人環境下で使用できる

222nm紫外線除菌技術を用いた「Care222®※光源モジュール」を組み込

んだウイルス抑制・除菌用UV 照射器UVee（ユービー）を導入することで、

より感染予防対策を強化しています。

受付カウンターや、ソファ、救急外来などでは、開院時間内において

常にウイルス抑制・除菌ができるよう「自動運転」に設定。1日のうち連

続 8時間までと決められている有人環境下での紫外線照射限界値以下

に抑えられるよう、毎日、自動で点灯・消灯を繰り返します。消灯間隔は、

照射窓から人までの距離によって異なるため、人の立位・座位、器具の

照射角度も含め、それぞれの設置場所に合わせたきめ細かい設定が行

われています。また、再診受付機や、血圧計など、不定期に人が訪れ、

触れる場所では「人感センサー運転」に設定し、人が不在となっている

間のみ点灯・消灯を繰り返しながらウイルス抑制・除菌を行っています。

狙いを定めて配置した 37 台のウイルス抑制・除菌 UV 照射器 UVeeで、感染予防対策をさらに強化。

京都府から三次救急医療施設の指定を受けている 3 施設のうちのひとつ、京都

医療センターは、京都府における新型コロナウイルス感染症の重症患者受入医

療機関のひとつでもあります。既に実施されている多くの感染対策に加え、すべ

ての患者さんがより安心できる院内の環境づくりを目指し、この度、ウイルス抑制・

除菌用 UV 照射器 UVee（ユービー）を導入しました。

待合ホール　UVee ❶の自動運転で開院時間内は常にウイルス抑制・除菌。受付カウンター側に 7 台、ソファー側に 5 台を配置。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　国立病院機構　京都医療センター
【 物件概要 】

所在地：京都市伏見区深草向畑町 1-1
建築面積：18,829 ㎡（全体）
延床面積：71,798 ㎡（全体）
構造・規模：RC 造・地上 4 階建（外来管理診療棟）
施工：㈱増田医科器械
UVee 使用開始：2021 年 2 月

受付カウンター　カウンターの天面を中心に照射
するよう取付角度を調整し配置された UVee ❶

救急外来廊下　ソファの座面を中心に廊下の空
間全体を除菌するよう角度調整されたUVee❶

総合案内　人が対面する位置
に合わせてUVee❶を設置。

休日・夜間受付廊下　仕切られ
たソファを各1台のUVee❶で照
射。

血圧計　座位に合わせてUVee
❶を設置し、人感センサー運転。

個室診察室　新型コロナウイルスに対応する個室
ではベッド、デスクに各1台のUVee❶を配置。

再診受付機　タッチパネルに向けてUVee❶を配置
し、人感センサー運転で無人環境でのみ点灯。

ウイルス抑制・除菌用UV照射器
UVee（ユービー）❶

1908 年に設立された京都衛戎病院を前身と
する歴史ある京都医療センターは、38 の診療
科と600 床の医療法病床数を有する、地域医
療の中核となる高度総合医療施設です。国指
定の、内分泌・代謝疾患の高度専門医療施設
（準ナショナルセンター）、成育医療の基幹医
療施設、がん・循環器・感覚器・腎疾患の
専門医療施設でもあり、エイズ診療、国際医
療協力の機能も付与されています。

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

外来管理診療棟　他 ❶ UVee ユニバーサルダウンライト UV-CU01007K-LS9 37 消費電力：19.3W

※ 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およびUshio 
　America, Inc. の商標または登録商標です。

特集 �UVee（ユービー）� SCENE　　国立病院機構　京都医療センター
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錦帯橋のライトアップは 2008 年に始まり、黄金色に浮かび上がるそ

の美しい姿は、2020 年にライトアップ夜景遺産に認定されました。既設

のライトアップ器具は、照明ボックスフィルター付きの 250 Ｗセラミック

メタルハライドランプ投光器で、2 台ずつ、橋を挟んだ河岸 4 カ所に設

置されていました。

この度のリニューアルでは、高出力の 4 色光源タイプフルカラー LED

投光器を 3 台ずつ 4 カ所に設置。オフシーズンや増水時にすばやく撤

去できるように特注照明ボックスに納めるとともにコネクタ接続方式を

採用。設置の安定性を確保するため、ボックス四隅に角度調整用の穴

開け加工を施しています。

演出内容は、事前に配合したカラーをベースに季節や時間などテー

マに合わせて設定した 8 つの演出プログラムから選択。春であれば桃

色、黄金色、緑色の 3 色を 10 分点灯し 1 分かけて変化させるパターン

で、日没点灯から 21 時まで繰り返し、その後 22 時の消灯まで黄金色

固定でライトアップします。また、世界糖尿病デーは青色固定というよう

に、特別な日にはテーマ色固定でライトアップする設定も用意しています。

色数や点灯時間、変化順などをプログラムとして記憶し、夜の錦帯橋に多彩な表情を演出。

山口県岩国市を流れる錦川に架かる国の名勝、錦帯橋は、2008 年より夜間ライトアップが行われてきましたが、

2021 年の春、LED 投光器によるフルカラー演出を導入。夜の闇の中に幻想的に浮かび上がる艶やかな姿が、錦帯橋

の新たな観光価値を生み出しました。

ライトアップ試験風景　3台1組のフルカラー LED投光器❶❷の光色を1台ごとに変えて3色固定する演出プログラムを設定。

LIGHTING SCENE 錦帯橋フルカラーライトアップ
【 物件概要 】

所在地：山口県岩国市岩国
全長：193.3 m
形式：5 径間木造アーチ橋
施主：岩国市
設計：岩国市
施工：電気／東芝ライテック㈱
リニューアル完成：2021 年 3 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 台数 備考

屋外
❶フルカラーLED演出照明機器（カラーキネティクスブランド）ColorReach Powercore gen2 RGBW  特注照明ボックス付き 8 消費電力：270W
❷フルカラーLED演出照明機器（カラーキネティクスブランド）ColorReach Compact Powercore gen2 RGBW特注照明ボックス付き 4 消費電力：135W

国の名勝「錦帯橋」は、５連の木造アーチ橋と
いう、世界唯一の構造になっています。これは

「流されない橋を作りたい」という先人たちの
情熱と、独自に発展した架橋技術によって生み
出されたものです。現代においても、その技術
は高く評価されています。1673年の創建当時よ
り変わらない構造が、訪れる人々を魅了してい
ます。2008年からは夜間ライトアップも行われ、
2020年には日本夜景遺産にも認定されました。

LIGHTING SCENE 錦帯橋フルカラーライトアップ

データ信号機盤　演出プログラムを記憶し
LED照明を制御する主装置iPlayer3を内蔵。

ライトアップカラー　RGB数値にて9色を設定
し、白色は自動配合。上から黄金色、緑色、水色、
青色、紫色、桃色、この他に赤色、朱色、薄紫色
を設定。テーマに合わせて色選択した演出プロ
グラムにより、シームレスに色変化する演出を実
現。100～10%で全体調光も可能。

設置状況　河岸4カ所に3台1組で計12台設置した
LED演出照明器具（上中❶❷、下❶）。
5度×17度オプションレンズ付きで、設置/撤収がし
やすいように特注照明ボックスに収納。

アーチ橋裏側（黄金色）　錦帯橋の裏側にも光が
当たるよう低い河岸に照明器具❶❷を設置。
特徴的な木造構造を陰影濃く印象づけている。
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約 3,000 席の観覧席を備えた新しい大浜体育館は、日常的にはフロ

アサイズ 48 ｍ× 44 ｍ の大アリーナと、 20.7 ｍ× 44 ｍ の小アリーナ

を可動式の間仕切り壁で区分けした状態で使用し、プロスポーツなど

の開催用時には壁を撤去してフロア全体で活用する設計となっています。

照度設計は、バスケットボール、バレーボールの国内プロスポーツ基準

を満たす床面照度 1,500 ルクスを最大値として、750、500、300 ルクス

の段階的な利用を想定。さらに、大小アリーナ併用時、どちらかのアリー

ナのみ、アリーナ全体など、多彩な点灯パターンを設定できるよう、器

具を 1 台単位で制御可能な T/Flecs システム仕様の LED 高天井器具を

採用しています。器具はトラスに設置され、均等配置ではありませんが、

1 台ごとの器具の調光と間引き点灯を組み合わせることで、均斉度を保っ

たまま、各照度、利用形態ごとの照明を瞬時に点灯できるようシステム

化されています。また、武道館では、趣のあるデザインに溶け込むよう

に TENQOO シリーズを活用。コミュニティ空間でも木の質感を生かし

たルーバーに LED ダウンライトの陰影を描くなど、きめ細かな照明設計

とともに、建築意匠にマッチした光環境が創出されています。

T/Flecs仕様のLED高天井器具により、使用形態ごとの大小アリーナの照明パターンをシステム化。

民間活力を活用する PFI 手法※ 1 を導入し「大浜公園リライトプロジェクト」の名のもと建て替えられた、大阪府堺市

の大浜体育館・大浜武道館。南大阪最大規模となる約 3,000 席を備えたアリーナでは T/Flecs 仕様の LED 高天井

器具により、国内プロスポーツにも対応したスポーツ照明環境を実現。武道館、コミュニティ空間では、堺市の歴史

や景観を取り入れた建築デザインに合わせた、意匠性の高い光空間を創出しています。

大アリーナの照明　トラスに配置された T/Flecs仕様の LED高天井器具❶。調光と間引きを組み合わせて、多種多様な照明パターンを精密に設計。

LIGHTING SCENE 堺市立 大浜体育館・大浜武道館

※1  PFI 手法：民間資金活用による公共施設整備等の促進事業の手法

【 物件概要 】
所在地：大阪府堺市堺区堺市堺区大浜北町 4 丁・5 丁（大浜公園内）
建築面積：約 9,200 ㎡
延床面積：約 13,000 ㎡
構造・規模： 鉄筋コンクリート造
 （一部鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄骨造）・地上2階建
事業主：つながリーナ大浜 PFI 株式会社
代表企業：大和リース㈱
設計：㈱梓設計・㈱高橋建築設計事務所
施工：建築／熊谷組・南海辰村建設・堺土建共同企業体
 電気／浅海電気㈱
オープン：2021 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

大小アリーナ ❶ 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　T/Flecs仕様 LEDJ43001N-MD9DK（特注） 392 消費電力：250.2W（AC200V時）
武道館

（剣道場・柔道場）
❷ LEDベースライト　TENQOOシリーズ　40タイプ　直付形　W70 LEKT407403W-LS9 240 消費電力：24.8W
❸ LEDユニット交換形ダウンライト　一般形　白色反射板　1500シリーズ LEKD153015L-LS9 59 消費電力：10.6W（AC200V時）

ホール・ホワイエ　他 ❹ LEDユニット交換形ダウンライト　一般形　白色反射板　2000シリーズ　（指定色塗装） LEKD203015W-LS9 255 消費電力：13.4W（AC200V時）
アリーナ前廊下 ❺ LEDユニット交換形ダウンライト　一般形　白色反射板　1000シリーズ　（一部指定色塗装） LEKD103015W-LS9 18 消費電力：8.1W

小アリーナ　可動式の間仕切り壁によって区分けされた小アリーナ。
T/Flecs仕様のLED高天井器具❶により、小アリーナのみの使用時でも、きめ細かな照度調整が可能。

剣道場・柔道場　木製のスリット内にLEDベースライトTENQOOシリーズ❷を配置。
2面の試合場の間にはLEDダウンライト❸を配置して空間を分割。

2階ホワイエ　コミュニティ空間では建築デザイン
に合わせてLEDダウンライト❹を主照明に。

1階アリーナ前廊下　壁面緑化による植栽はLEDダ
ウンライト❺を壁面沿いに配置して照射。

初代の大浜体育館は、1879 年に開園した堺
市営で最も古い大浜公園内に、1971 年に開館。
施設の老朽化に伴い、今回新たに「大浜体育
館・大浜武道館」として整備されました。アリ
ーナ棟と武道館棟、それらをつなぐコミュニテ
ィ空間の 3 つの機能で構成され、旧堺燈台を
イメージした外観デザインは日が暮れると公園
をやさしく照らし、大浜公園の新たなシンボル
になっています。

LIGHTING SCENE 堺市立 大浜体育館・大浜武道館

（左） LED高天井器具T/Flecs仕様（ガード付）❶
（右）LEDベースライトTENQOOシリーズ❷
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南側に美しいガラス張りの日東システムテクノロジーズの新本社オフィ

スは、「一人ひとりのパフォーマンスを最大限に高めるオフィス」をコンセ

プトとしています。自席、オープンミーティング、カフェカウンター、ラウ

ンジなど最も成果を出せるお気に入りの場所で働くことができます。そ

れらのスペースでよりパフォーマンスが高まる快適な照明環境を提供して

います。

照明器具はワークフロアも含め、ダウンライトをベースに配置し、色

温度を 3500 K にして温かみのある光環境を創出しています。また、ライ

ン器具を用いた間接照明も多用して「明るく感じる」ことを重視した設

計が細部まで行き届いています。

また、ワークフロアはガラス張りの窓から昼光が多く入る構造となって

います。建物全体の電源管理は MESL システムで管理していますが、ワー

クフロアはパネルコントロール形 SESL と昼光を生かす明るさセンサーを

組み合わせた照明制御を取り入れました。日中は明るさセンサーによる

自動調光、スケジュールで設定した時刻からは調光制御を行って快適な

明るさが得られる設定をエリア毎にしています。

南東側の吹き抜けは、2 階まで階段状につながる広大な空間を利用し

た解放感のあるラウンジです。天井高に合わせて LED 一体形ダウンライ

ト、LED シーリングダウンライトの 6000 シリーズを配置し、どこの場所

で働いても快適な照明環境が保たれる設計となっています。

コミュニケーションと集中力を実現するための多様な働くスペースにあわせた照明。

群馬県太田市に新しい本社オフィスを構えた日東システムテクノロジーズ。「共創」を企業理念とし、先進的なシステ

ムを提供する IT 企業にふさわしい多様な働き方を随所に取り入れた働きやすいオフィスです。3500K の LED ダウン

ライトを主照明とした執務室をはじめ、仕事の特性や生産性に基づき最も成果を出せる場所を提供するための新しい

オフィス照明環境を創出しています。

１階ワークフロア　3500Kの LED一体形ダウンライト❶とパネルコントロール形 SESLにより、穏やかな光環境と一定の明るさを保つオフィス空間を実現。

LIGHTING SCENE （株）日東システムテクノロジーズ　新本社オフィス
【 物件概要 】

所在地：群馬県太田市吉沢町 1405-7 
建築面積：2530.88 ㎡
延床面積：4187.96 ㎡
構造・規模：S 造・地上 2 階建
施主：㈱日東システムテクノロジーズ
施工：石川建設㈱
電気工事：㈱三興エンジニアリング
オープン：2021 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

オフィススペース・ラウンジ２階　他 ❶ LED一体形ダウンライト　3500シリーズ　一般形　白色反射板　3500K LEKD35041WW-LD9 579 消費電力：28.2W

ラウンジ　吹き抜け
❷ LED一体形ダウンライト　6000シリーズ　一般形　白色反射板　3500K LEKD60041WW-LD9 26 消費電力：45.0W
❸ LEDシーリングダウンライト 6000シリーズ　3500K LEDD-60423WW-LD9 16 消費電力：42.4W

中庭 ❹ LED小形丸形投光器 LEDS-04801LN-LS9 5 消費電力：38.0W
打合せブース ❺ LEDユニット交換形ダウンライト　2000シリーズ　調光形 LEKD203013WW-LD9 10 消費電力：13.4W

打合せブース・オフィススペース奥壁 ❻ LED屋内用ライン器具　1,200mmタイプ　2700K LEDL-12302L-LS1 99 消費電力：17.0W
キッズルーム ❼ LEDベースライト　TENQOOシリーズ　SORAIRO[ソライロ] LEKR760125BW-LD9 6 消費電力：65.9W

屋根 ❽ LEDライン器具　屋外防水用ライン器具　1,200mmタイプ　5000K LEDL-12902N-LS9 87 消費電力：20.5W

ラウンジ１階　吹き抜けのラウンジでは明るさを確保するため、LED一体形ダウンライト6000シリーズ❷を採
用。さらに折り上げ天井部分にはLEDシーリングダウンライト6000シリーズ❸を配置。

会議室から中庭　ガラス張りの会議に面した
LED小形丸形投光器❹でライトアップをした中庭
の景観。

キッズルーム　TENQOOシリーズSORAIRO［ソラ
イロ］❼で変化のあるあかりをスケジュール運用
で演出。

打合せブース　壁がくり抜かれた空間の中にLED
ユニット交換形ダウンライト❺とLEDライン器具❻
の光で温かみのある空間。

外観夜景　屋根部分に配置した屋外用防水LED
ライン器具❽とガラス張りの室内が夜景に映え
て美しい景観を演出。

日東システムテクノロジーズは「ハードウェア
＆ソフトウェア＆インターネット」の 3 つの柱
でトータルソリューションを提供している IT 企
業。1982 年に日東システム開発として設立さ
れ、2021 年 2 月 11 日に商号を変更し、同時
に本店を新築の新社屋へ移転しました。教育
機関向けパッケージソフトの開発・販売・サポ
ートをはじめ、製造・流通業向けのオーダー
メードシステムなども開発しています。

LIGHTING SCENE （株）日東システムテクノロジーズ　新本社オフィス

（左） LED一体形ダウンライト3500シリーズ❶
（右）LEDシーリングダウンライト6000シリーズ❸
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向かって左に直売所、右にレストラン、レンタルキッチン、観光機能を

配置した建物は、近づくにつれて「自然」「手仕事」「土」「エイジング」

などが感じられる素材感を意識した建築設計となっており、中央にピロ

ティを設けることで、動線のわかりやすい開放的な空間となってます。

照明設計では公設の商業施設であることから、特殊な仕様の器具を

用いず、それぞれのスペースで照明演出に独自性を持たせられるようライ

ティングレールを多用し、自由度を確保。器具交換やオリジナリティを

出すための新規器具の接続を容易にしています。

レイアウト変更やイベント開催を前提に無柱空間とした直売所は、素

朴な雰囲気を創り出すため天井全体に木格子を張り巡らせ、ベース照明

に加えて LED スポットライトと LED ペンダントライトの組み合わせによ

り、売り場としての賑やかさを演出。木格子の間から垂れる LED ペンダ

ントライトは、西原町の町花木であるさわふじ（サガリバナ）をイメージ

して採用しました。ライティングレールは色温度ごとに系統分けすること

で、スイッチでシーンの切り替えができるようにしています。

ライティングレールを効果的に使い、公設施設として照明のフレキシビリティを確保。

沖縄本島の中部に位置する西原町が、地元の農業とそれにまつわる営みの魅力を発信・創出できる複合施設を町役場

隣接地に開設しました。大屋根が印象的な建物は、自然の素材感が意識されたシンプルなつくりとなっており、活気

がありながら落ち着けるような、優しい空間が LED 照明器具により演出されています。

直売所（うんたま市場）の照明風景　9 系統のライティングレールを設置し、2700K の LED ペンダントライト❶と 4000K の LED スポットライト❷を接続。

LIGHTING SCENE 西原さわふじマルシェ
【 物件概要 】

所在地：沖縄県中頭郡西原町字小波津 480 番地
面積：8311.65 ㎡（敷地）、2303.43 ㎡（建築）、2187.93 ㎡（延床）
構造規模：鉄骨造、平屋建
施主：西原町
設計・監理：㈱国建
設計協力：㈱ニライ設備設計
施工： 建築／㈱大成ホーム・㈲明生建設 JV ／三善建設㈱
 電気／㈲佐久川電研・㈱比嘉電工 JV
 機械／國和設備工業㈱・㈲秀開發工業 JV
外構チャレンジショップ：㈱照正組・㈲明生建設 JV
竣工：2020 年 11 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 台数 台数 備考

屋内
❶ LED電球ペンダント レール用プラグタイプ＋ボール電球形ランプ LEDP88140(W)R+LDG11L-G/100W 129 消費電力：11.4W
❷LED一体形スポットライト3500シリーズ HID100形器具相当 広角タイプ LEDS-35113W-LS1 176 消費電力：35.0W

ピロティ・外壁
❸LED小形角形投光器 400W形水銀ランプ器具・250W形メタルハライドランプ器具相当広角タイプ LEDS-13901LW-LJ9 12 消費電力：106W
❹LED小形丸形投光器 70W形コンパクトメタルハライドランプ器具相当 中角タイプ LEDS-04801LM-LS9 11 消費電力：38.0W

地元農水産業の発展や 6 次産業化および地域
観光資源の開発などを目指してつくられた西原
さわふじマルシェ。町の伝統文化である五穀
豊穣を願う綱引きをモチーフにした大屋根が目
を引く建築で、地場産の新鮮な野菜や海産物、
肉などを直売する市場、飲食店、町の歴史や
観光スポットを紹介するギャラリー、劇場など
が同居。グルメや観光、イベントなどが楽しめ
る複合施設です。

LIGHTING SCENE 西原さわふじマルシェ

（左）LED一体形スポットライト❷
（右）LED電球ペンダント❶

中央ピロティ（さわふじ広場）　大きな開口とすることで圧迫感の軽減を図ったピロティは、スペース全体
が明るくなるように計 12 台の電球色 LED 小形投光器❸（写真右壁）を採用。

レストラン店内　スケルトン天井に大きな長方形のライティ
ングレールを設け、LED ペンダントライト❶と LED スポット
ライト❷を配置。

レンタルキッチン　メンテナンスがしやすいように露出させ
た機械設備やダクト、ライティングレール。

外壁の照明　3000K の LED 小形投光器
❹で左官仕上げの壁を照らし「土っぽさ」
を強調。創り出された縦ラインにより、建
物全体のスケール感も演出。



2726 2021-7　Lighting Scene No.12 2021-7　Lighting Scene No.12

オランダ坂トンネルの照明は、入口照明と基本照明、非常駐車帯照明

および坑外照明で構成されており、既設では入口照明に 2100K の高圧

ナトリウムランプ器具が、基本照明に 4000K の 32W 形蛍光ランプ器具

が採用されていました。この度の照明リニューアルは、既設器具の筐体

を生かした内器交換（内部部品のみ交換）によるもので、トンネル内の

すべての照明が LED 照器具へと生まれ変わりました。

今回の内器交換工事は単純に既設と同等の明るさを持つＬＥＤユニッ

トに交換するものではなく、2007 年に改訂された設計基準への適合と

坑口周辺の状況変化（建物や樹木等）を考慮に入れた再設計が行われ、

既設器具の内部構造に合わせた器具仕様のＬＥＤユニットを選定。工事

担当者が短時間でスムーズに交換できるよう、事前に施工手順ビデオも

制作しました。

照明制御は、入口照明と坑外照明はトンネル外部の輝度の感知によ

り、基本照明はタイマーにより調光されるパターン制御を採用。試算値

では電力費で約 47％、メンテナンス費で約 51％の運用費削減が可能と

なり、大きなコスト削減が期待されています。

内器交換によりランニングコストを約半分に抑えるトンネル照明リニューアルを実施。

長崎市内にあるオランダ坂トンネルが照明器具の LED 化を実施。既設器具の筐体を生かしながら内部部品だけを交

換する施工方法が採られ、最新のトンネル輝度基準への適合や、経年による環境変化などを考慮した新たな照明設

計により、LED による明るく快適な交通環境を創り出しています。

上り線の照明風景　2,000lmタイプまたは3,500lmタイプの LEDユニットに内器交換された基本照明が視認性のよい快適な交通環境を創出。

LIGHTING SCENE ながさき出島道路 オランダ坂トンネル 照明リニューアル
【 物件概要 】

所在地：長崎県長崎市新地町～早坂町
全長：上り線 2,923m/ 下り線 2,967m（施工長）
車線：上下 4 車線（トンネルは上下線で別）
施主：長崎県道路公社
設計：サンコーコンサルタント㈱
施工：電気／㈱イナズマ電気工事（下り線）
竣工：2021 年 3 月

納入器具一覧
種類 名　称 規　格 台数 備考

基本照明
2,000lmタイプ内器交換ユニット 基本照明用　調光タイプ　定格光束：2,000lm相当 919

SUSプレス型
枠有り筐体

3,500lmタイプ内器交換ユニット 基本照明用　調光タイプ　定格光束：3,500lm相当 8
非常駐車帯 3,500lmタイプ内器交換ユニット 非常駐車帯用　定格光束：3,500lm相当 38

入口照明

22,000lmタイプ内器交換ユニット 入口照明用　定格光束：22,000lm相当 14
20,000lmタイプ内器交換ユニット 入口照明用　定格光束：20,000lm相当 20
15,000lmタイプ内器交換ユニット 入口照明用　定格光束：15,000lm相当 18
13,000lmタイプ内器交換ユニット 入口照明用　定格光束：13,000lm相当 12
10,000lmタイプ内器交換ユニット 入口照明用　定格光束：10,000lm相当 16
6,000lmタイプ内器交換ユニット 入口照明用　定格光束：6,000lm相当 22

下り線坑口付近の照明　全点灯状態の入口照明と基本照明。実際の運用時はトンネル外部の明るさに合
わせた点灯パターン制御を実施。

（左）既設の入口照明と基本照明。（中）施工途中の坑口付近風景。左壁側は既設、右壁側は交換済み。
（右）LED化後の入口照明と基本照明。

施工の様子　高所作業車に乗った２人の作業員が、既設器具
の筐体を開けて内器の交換を行っていく。事前に映像資料など
で覚えた施工手順に従って、効率よく1台あたり約20分で交換
を完了する。

長崎市中心部と長崎自動車道長崎 IC を結ぶ、
全長約 3.4km の自動車専用道路であるながさ
き出島道路。そのほとんどを占めるオランダ坂
トンネルは、2004 年の供用開始から 15 年以
上が過ぎ、既設蛍光ランプ器具の安定器交換
の必要から照明リニューアルが検討され、内
器交換（光源部をはじめ既設器具の内部部品
を交換する方法）により、上下線ともに約 7
カ月の工期をかけて LED 化が図られました。

LIGHTING SCENE ながさき出島道路 オランダ坂トンネル 照明リニューアル

早坂町側の下り線坑口外部の専用棟に設置された
照明制御（配電）盤。　
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Cスタジオ　 LEDブロードライト❶は、バンドアの開閉により光量調整が可能。

ジュピターショップチャンネルの新社屋には、365 日 24 時間放送を発

信するため仕様を同一とした A・B・C スタジオと、プロモーションビデ

オ撮影用の P スタジオが整備されています。さらに、「主役は商品」の

コンセプトを徹底し、これまで以上に商品の魅力と価値を伝える番組を

目指し、すべて 4K 放送用の器材や設備を導入しています。

LED ブロードライト、LED スポットライトは、ファッションから食品ま

で幅広い商品の質感や色のリアルな再現性、モデルの肌などの描写性

にも優れた、平均演色評価数 Ra95、相関色温度 3000K（電球色相当）

の器具を採用。なかでも LED ブロードライトは、光を集約できるようバ

ンドア内面を鏡面仕様としています。また、特注仕様とした調光操作卓、

ワイヤレスタブレット操作器等の照明設備や照明バトン、操作盤等の昇

降設備も A、B、C スタジオで同一仕様とすることで、24 時間の放送に

も対応できる使い勝手の良い照明環境を創出しています。

365日24 時間のフル4K 放送に対応し、商品の魅力と価値を伝える先進のスタジオ照明システム。

日本のテレビショッピング業界を牽引するジュピターショップチャンネルが、東京都江東区に完成した新社屋に本社と

スタジオを移転し、これまで複数拠点に分散していた主要な機能を集約。長年培われたノウハウと使い勝手をより進

化させ、照明設備と昇降設備を総合的に新設計したスタジオは、これまで以上に商品の魅力を余すところなく伝える

照明環境を創出しています。

LIGHTING SCENE ジュピターショップチャンネル　新社屋スタジオ
【 物件概要 】

所在地：東京都江東区東陽 7 丁目 2 番 18 号
スタジオ面積（A・B・C・P スタジオ）：各 315 ㎡
バトン高さ：約 5.0m
セットの高さ：3.6m
施主：ジュピターショップチャンネル㈱
施工：建築／鹿島建設㈱
 スタジオ照明設備及び昇降設備／東芝ライテック㈱
番組放送開始：2021 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

A・B・C・P
スタジオ

❶ LED ブロードライト（電球色相当）（ハロゲン 2kW 相当）バンドア鏡面仕様 AL-LED-BRGT-L 315 消費電力：433W
❷ LED スポットライト FORTEX8 型フレネルタイプ（電球色相当）（ハロゲン 1~2kW 相当） AL-LED-FSG8-L 60 消費電力：264W
❸ LED スポットライト FORTEX9 型フレネルタイプ（電球色相当）（ハロゲン 3kW 相当） AL-LED-FSE9-L 7 消費電力：292W
❹ LED 小形角形投光器 BVP133LED24WWL200 6 消費電力：30W
LED キャスターライト REIMI-MU-1 6 －
❺照明トラスバトン 特注 32掛 －
❻照明外周バトン 特注 28掛 －
ワイヤレスタブレット操作器 特注 3 －
吊物装置操作盤 特注 4 －
❼調光操作卓 特注（3式）／SpecX（1式） 4式 －

調光盤室 調光器盤 PLUG-IN DIMSTARⅢ 4式 －

照明トラスバトン　セットに合わせて効率的なセッティングが可能な全32掛の特注トラスバトン❺を納入。
双方向通信RDMによりLEDブロードライト❶、LEDスポットライト❷❸などの照明器具を自動認識。

小形投光器によるライティング　主役である商品
をより美しく撮影するため一部LED小形投光器❹
を活用。

調光操作卓　ジュピターショップチャンネル仕様
とした調光操作卓❼

Cスタジオ（キャットウォークより望む）　LEDブロードライト❶、LEDスポットライト❷❸を、
サイズの異なる4種類のトラスバトン❺と外周バトン❻に緻密に配置し、各セットを効果的にライティング。

LIGHTING SCENE ジュピターショップチャンネル　新社屋スタジオ

（左） LEDブロードライト（バンドア鏡面仕様）❶
（右）LEDスポットライトFORTEX8型フレネル❷

ジュピターショップチャンネルは、日本のテレビ
ショッピング専門チャンネルでは初となる24時
間完全生放送を実現した「ショップチャンネル」
の運営を中心に、通信販売事業、ダイレクトマ
ーケティング事業などを展開する企業です。新
社屋では、従業員間のコミュニケーションをより
強化するため、コールセンターと物流センター
の運営部門を除くすべての部門を集結。2021年
2月より新社屋から4K放送を開始しています。
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照明にはすべてにＬＥＤ器具を採用。空間のつな
がりを意識した光色、木質素材の照明演出、光
庭・トップライトの建築空間と一体化した照明など、
意匠性が高く内観・外観ともに周辺と調和するよ
うな工夫が随所になされています。プールでは明
るく、まぶしさを感じにくい間接照明方式（天井
面反射）が採用され、開放的なリハビリ室では明
るさセンサーによる照明制御により、利用者に優
しく、省エネに配慮した環境が創り出されています。

広島県福山市中心部で介護サービスを提供してきた介護老人保健施設 �グリーンハウス宏喜苑� は、施設の老朽化

対策として建替え工事を行い、2020 年夏、再スタートしました。地上 6 階建ての新築施設では LED 照明を全館に採

用し、意匠性の高い建築空間との一体化や高齢利用者への配慮など、福祉施設の照明設計としてさまざまなアイデ

アが盛り込まれています。

福祉施設ならではの複合的な用途に対応できる空間づくりに、さまざまな照明手法を活用。

高齢者が生きがいを感じられるような体と心の
ケアサービスを提供する地域密着型の福祉施
設、グリーンハウス宏喜苑。入所者数 90 名の
新築された建屋は、在宅復帰を支援するさま
ざまなサービスを提供できる空間構成となって
おり、デイケアやデイサービスなどに大空間を
利用した充実のケアプログラムを実施。アクア
ジムを備えたプールや温浴・ジャグジー施設で
は、リハビリフィットネスも提供しています。

2020年 照明普及賞受賞施設 グリーンハウス宏喜苑 2020年 照明普及賞受賞施設 嘉麻市庁舎

プール　利用者がグレアを感じにくいようプール用投光器を天井面へ向けて
上向き配置し、高天井面からの反射光により照度を確保。

デイケア　吹抜けの大空間には、木質の壁面や天井面ルーバーを施しており、照明を効果的に組
み合わせることで、親しみのある優しい空間を演出。天井ルーバー部にはベースライトの長尺連結
タイプを採用し、LED バー端部までの発光によりシームレスなラインを形成。

療養室フロア　トップライトからの自然光を積極的に取
り込み、天井ルーバーや室内照明を協調させて快適な
空間を創出。

屋上リハビリ庭園　低床の庭園灯とトップライトから洩れる屋内のあかりによ
り、周りを優しくライトアップ。

食堂とスタッフステーション　空間的なつながりを意識
して、ランプの色温度は安らぎをあたえる温白色で統
一。
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照明設計では、打ち放しコンクリートや木質
素材など個性的な建築意匠をより際立たせる
工夫が多用されています。正面側の 2-5 階廊
下は足元照明が縦軸回転木ブラインドに反射
し、ライトアップ効果が生まれ、行燈のよう
に地域を照らす市庁舎を実現。執 務室にも
4000K の器具を導入するなど、全体的に 3000
～ 4000K の光色が採用され、温かみのある落
ち着いた雰囲気の照明環境が創られています。

福岡県のほぼ中央に位置する嘉麻市は、2016 年の熊本地震直後から市庁舎の建設計画をスタート。安心・安全の

確保とイニシャルコスト縮減の両立を追求した結果、2020 年 3 月、コンクリートの表情が際立つ彫刻的デザインの市

庁舎が完成しました。照明設計では、コンクリートの質感と硬質な空間を演出するにふさわしい器具や配置方法が採

用されています。

安心・安全とコスト削減を両立した建築デザインを、さらに印象付ける照明演出を実現。

地上 6 階建ての新築庁舎は、外装面積の最小
化や免震層の最小化などが図られた、RC アウ
トフレームが特徴的なデザイン。全方位から風
を取り込み、エコボイドで温度差換気を促進さ
せるなど、周辺の豊かな自然環境を享受でき
る構造となっており、嘉麻市産杉材を全面にま
とった議場ボリュームを、エコボイドが包み込
むように上階中央に浮遊させることで、「地域
のシンボル」として可視化しています。

2020年 照明普及賞受賞施設 グリーンハウス宏喜苑 2020年 照明普及賞受賞施設 嘉麻市庁舎

1 階中央エコボイド　地域産杉材を利用したサインウォールを優しく照らす
3000K の間接照明。天井は LED ライン器具を直付けし落下物リスクを排除。

4階打ち合わせスペース　嘉麻市産杉材で包まれた「木のボリューム（5階議場）」
の下に、開放的なコミュニケーションスペースが広がる。

2-5 階西側廊下　西日制御のため縦軸回転木ブラインドを採用。足元の照明
が 直接で廊下側を照らし、 反射板による間接光がガラス側へ導かれる設計。

5 階議場　1800mm 鉄骨格子梁のグリッド内中央にダウンライトを配置。
外周壁面は LED ライン照明の間接光で照らされ、格子梁の浮遊感も演出。

執務空間　鋼管ボイドスラブの RC 打ち放し天井には周辺環境の緑が映り込
み、照明には LED ライン照明を 3600mm ピッチで直付け配置。 

撮影：八代写真事務所

撮影：八代写真事務所

撮影：八代写真事務所撮影：八代写真事務所

撮影：八代写真事務所 撮影：エスエス
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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
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信越地区

中国地区
四国地区
九州地区
沖縄地区
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中部地区
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関西地区

TEL 044-331-7601
TEL 050-3191-3160
TEL 050-3191-2737
TEL 06-6130-2300
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特集 ウイルス抑制・除菌用UV照射器
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