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巻頭インタビュー

東京オペラシティコンサートホールの
建築と照明
1997 年にオープンした東京オペラシティコンサートホール。音響的に最もよいとされて

いるシューボックスタイプで、変形ピラミッド型の大胆な高い天井を採用し、内装は天

然木による優れた設計とされています。この舞台照明設備がこの程、経年劣化により調

光操作卓を更新し、主幹・調光器盤は、筐体を流用し、工期の短縮、コスト低減を図っ

ています。東京オペラシティ文化財団の施設管理部長 大橋 弘之 様と東京オペラシティ

コンサートホールの照明担当 山本 芳洋 様にお話を伺いました。

ホールを一つの大きな楽器として捉
えることを発想の出発点。
―はじめに、「東京オペラシティコンサートホー
ル」の概要をお聞かせください。
大橋　東京オペラシティは「21 世紀の劇場都
市の創出」を開発コンセプトとして、文化を軸
に、活気ある商業、オフィス空間が実現するこ
とを目標に、事務所棟、商業及びアートギャラ
リー棟、コンサートホール棟、新国立劇場から
なり平成 8 年～ 11 年に竣工しました。新宿・
渋谷区にまたがるエリアにあり、京王線初台駅
に直結した利便性のよい場所に位置しています。
ホールを一つの大きな楽器として捉えることを
発想の出発点とし、客席全体に無理なく音が
届くことを目的にシューボックス型の形状でクラ
シックのみを演奏するホールとして設計。客席
数は 1 階～ 3 階合わせて 1632 席。ホールの

愛称は、設計に携わった芸術監督である武満
徹氏から「タケミツ メモリアル」となっています。

内装材は振動体、共鳴体に優れた天
然木で統一。「世界で十指に入るホー
ル（ イギリスの

ガーディアン紙 ）」と評価。
―建築的・内装的にはどのような特徴のある設
計なのでしょうか。
大橋　設計のコンセプトは、「全ての席で同様
に豊かな響き（音圧）が得られること」「演奏
による密度の高い直接音と豊かな反射音が得
られること」「演奏者と聴衆との間で、互いの
顔の表情が読み取れる程度の距離間を確保す
ること」、また「クラシックから現代曲を含む
演奏に対して、適切な残響時間を得られるこ
と」「豊かで、暖かみのある中低音域が確保で
き、インテリアのテクスチャ―もそうした雰囲気
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が得られるように配慮すると共に、内装材も共
鳴体として機能させること」等を目標としまし
た。シューボックスタイプの四角形の平面形状
は音響上、実証的に優れたプロポーションであ
りながら、さらに音の拡散や初期反射音を客
席平土間に有効に返すために他に類を見ない
変形ピラミッド状の断面を採用。計画上だけで
なく、頂点の位置、傾斜角、客席椅子等様々
なものについて何度も実験を繰り返し行いまし
た。また、椅子を含めた内装材が振動体、共
鳴体として優れた「天然木」で統一されていま
す。それは長い間、日本のホール設計者の夢
であった木質内装であり、実際に設置された椅
子と同じものを作り、それを燃やして火災や煙
の性状を予測して避難シミュレーションにより
安全性を確認。特別に建設大臣から認可され
竣工することができました。木を使うことによ

り、暖かく締まった低音の残響効果を得ること
ができ、また、その表面に細かな細工が可能な
ことも音響的にメリットとなりました。そうした
細工によって、方向性の鋭い高音成分を程よく
拡散し、メロウで艶のある音色を生み出すこと
ができるのです。こういった取り組みにより、音
響評価は基本設計時には 85.5 であったのです
が、実施設計では 94.5 と「A+」となり、「世界
で十指に入るホール」と評価されました。
―満席時の残響時間はどれほどですか。
大橋　2.2 秒の設計です。ホールで大事なこと
は響きが美しいこと、オーケストラが弾きやすい
ことであり、演奏者が互いに良く聴こえて、良
く響き合って、しかも響き過ぎたりしない。この
ホールはそれを満足させるものとなっています。
―その他、建築的な特徴面特筆事項がありまし
たらお教えください。

大橋　ホールに入ると、正面にはパイプオルガ
ンが設置され、そのオルガンの上部先端と相似
形をなすピラミッド型の天井もコンサートホー
ルの特徴です。このオルガンは、スイスのクー
ン社製のもので、通常教会で使用するオルガン
は、建物の性質上比較的残響時間が長く演奏
されたものが多いですが、オペラシティでは現
代曲をはじめ様々な演奏が行われるため、低
音域を強く響かせ、音のエネルギーが充分に得
られるように工夫されているのが特徴です。
―次いで、舞台照明設備の更新についてお聞き
します。今回、舞台照明設備を更新した理由は。
山本　先の更新から 13 年程度経過しており、
各種機器が陣腐化及び、経年劣化してきたこ
とと、修理部品の供給が難しく（在庫が乏し
く）なってきたため更新しました。調光操作卓
は『LICSTAR-Ⅳ』の操作性を継承し、機能向

観客席からコンサートホールのステージを望む　シューボックス型の平面で、高い変形ピラミッド型の天井。ピラミッド状の音響反射板がステージ上部に浮かぶ。
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上と省スペース化を実現しています。
―調光操作卓は「LICSTAR-V Types]を採用さ
れていますが、機能的にどのように向上したの
でしょうか。
山本　拡大、縮小など、表示の自由度が高ま
り視認性がよくなりました。以前の調光操作卓
は一体の軍艦型で全て固定されていましたが、
今回は各ブロックに分かれていてレイアウトが
自由に組めるようになりました。また、ある部
分が故障しても代替ブロックがあり、緊急対応
がしやすくなりました。さらに、制御チャンネル
も増え、LED 機材に対する操作性も向上して、
LED 機器導入への対応も可能となりました。
―主幹・調光器盤は、筐体を流用し、調光ユニッ
トに交換したことにより、どのようなことが実現
したのでしょうか。
山本　筐体を流用したことで工期を短くするこ
とができ（ホール休館日は短くする）、それらを
通じてコスト等削減できたことは喜ばしいこと
です。また、昨今 LED 機材等の直電源を使用
する機会が増加していて、以前なかったフロア
回路に DMX と直回路（4 回路）を調光回路か

らの変更で対応し、同様に中サス（2 回路）と
客席回路（8 回路）も変更しました。

既設のウォールウォッシャーの再現
性にこだわりLEDシアターシリーズ電
球システムを採用。
―演出空間をLED化するためLED 電球システ
ム専用DC調光器盤を設置されていますが、そ
のDC調光システムのメリットをご説明ください。
山本　導入した客席電灯 DC 調光システムの
ため調光操作が、以前の LED 操作とは違って
フェードイン・フェードアウトがスムーズになり
ました。省エネにも大きく貢献し、管球交換も
以前は年 2 回行っていたものが、6 年程度で 1
回となり作業量が減少しました。たまに本番前
にあった管球交換作業が、一時はかなりの頻
度で発生していたのですけど、なくなりました。
また、大きなメリットとしては、新規に信号線
を敷くことなく、既設配線を流用して LED 化を
図ることができるという点です。
―コンサートホールの各階平土間の壁面近く
にLEDシアターシリーズ 電球システムを採用し、

壁面を美しく照らしていますが、その配光は、ど
のように工夫されているのでしょうか。
山本　既設と同じウォールウォッシャの再現性
にこだわり、LED シアターシリーズ電球システ
ムフロストタイプを採用したことにより、壁面を
柔らかく美しい陰影を作り出せたと感じていま
す。
―その他、舞台照明更新設計で、工夫したこと、
こだわったこと苦労したことがありましたらお
聞かせください。
山本　今回の更新は、ホール休館日を 4 か月
とし、他の更新（舞台音響装置、舞台吊りも
の、客席椅子）と重なったため、作業日の取
り合い等で苦労しましたが、御社の技術者や作
業員の方は、工程管理が丁寧できちんとされて
いたおかげで、順調に作業が進行することがで
きました。また、回路変更や画面レイアウト変
更の要望等にもスムーズに対応していただき大
いに感謝しております。
―本日はお忙しい中、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。

ステージ側から観客席側を望む　内装材は振動体、共鳴体として優れた
「天然木」を使用。

1 階の観客席から 1 ～ 3 階の側壁面を望む。❶❷❸❹ LED シアターシリーズ電球システムにより壁面に美しい陰影を演出。❶ ❷

調光操作卓　大規模照明設備専用卓として最適な�LICSTAR-Ⅴ TypeS�に更新。❺

特集 東京オペラシティコンサートホール
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観客席側からステージ側を望む。 ステージから1,632席ある観客席を望む。

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

1階～2階
❶ 軒下用ダウンライト 特注 246
❷ LED シアターシリーズ電球システム DC LED 電球 E26（一般電球形 フロストタイプ） LDADC15LHE26/D-AL 246 消費電力 :14.7W

2階～3階
❸ 軒下用ダウンライト 特注 162
❹ LED シアターシリーズ電球システム DC LED 電球 E17（ミニクリプトン形 フロストタイプ） LDADC7LH-E17/D-AL 162 消費電力 :6.5W

1階～3階
前室

　 軒下用ダウンライト LEDC-21011B（W） 46
　 LED シアターシリーズ電球システム DC LED 電球 E11（ハロゲン電球形 ） LDRDC7LWE11/D-AL2 46 消費電力 :6.7W

調光室 ❺ 調光操作卓 LICSTAR-Ⅴ TypeS １式

調光盤室
❻ 調光器盤（既設）　調光ユニット更新 ー １式
❼ 直流調光器盤 TDDC-04-QD １式

新宿の隣の初台にある東京オペラシティコンサートホールは、1997 年 9 月にオープンしたクラシック音楽専用コンサー

トホール。内装は全て天然木を用い、音響的に優れたシューボックス型を採用。客席数は 1 階～ 3 階に 1,632 席を有し、

高い天井は変形ピラミッド型で、ピラミッド状の音響反射板が天井に浮かび、演奏形態に良質な響きの得られる「大き

な楽器」としての空間を提供しています。

カラーミキシング機能搭載の調光操作卓�LICSTAR-Ⅴ TypeS�に更新し、カラーLED器具に対応。

【 物件概要 】
所在地：東京都新宿区西新宿三丁目 20 番 2 号
コンサートホール延床面積： ステージ／ 182 ㎡
 客席／幅 20m ×奥行 41.4 ｍ 
管理運営： 東京オペラシティビル㈱、
 財団法人東京オペラシティ文化財団
舞台照明設備更新設計施工：東芝ライテック㈱
舞台照明設備更新竣工：2021 年 4 月

客席数 1,632 席を有するクラシック音楽専用のコンサートホールは、

内装の全てに天然木を使用したシューボックス型ステージとし、オーケ

ストラからリサイタルまで最高の音響空間を提供しています。今回の舞

台照明設備の更新は、機能向上及び省スペース化を実現する調光操作

卓 �LICSTAR-Ⅴ TypeS� を採用。フルカラー制御機能を備えた最新機

種で、カラー LED 器具にも対応できるカラーミキシング機能を搭載。主

幹盤、調光器盤は筐体を流用し工期の短縮、コスト低減を実現していま

す。また演出用 LED シアターシリーズ電球システム専用直流調光器盤を

新たに設置。客席 1 ～ 3 階の平土間の壁面近くには、新商品 LED シアター

シリーズ電球システムフロストタイプを等間隔に配置。DC 調光システム

の採用により、新規に信号線を敷くことなく、既設配線を活かして省エ

ネ性の高い LED 化も可能とし、フェードイン・フェードアウトの操作も

容易。さらに配光を工夫した特注器具により、各階の壁面に美しい光の

陰影を演出しています。

細やかな表情を持つ壁面と変形ピラミッド形状の
天井で構成されている当ホールは、大型パイプオ
ルガンを備えたクラシック専用のコンサートホー
ル。今回、舞台照明設備の更新が行われ、フルカ
ラー制御機能を装備した調光操作卓と、主幹盤・
調光器盤は筐体を流用し調光ユニットに交換し
て工期の短縮、コスト低減を実現。また、DC調光
システムの採用により新規に信号線を敷かずに、
既設配線の流用でLED化を可能にしました。

特集 東京オペラシティコンサートホール

（左）調光制御ラック （中）直流調光器盤❼ （右）主幹盤・調光器盤❻
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オープンモール全景（西口上部より）　店舗側（左側）には昼白色の LED 投光器❶を下向きに、
シネマ壁面（右側）は電球色の LED 小形投光器❷を下向きに、昼光色の LED 小形投光器横長タイプ❸を上向きに設置。

お客さまの小憩スペースとなっているオープンモールは、2階の専門

店街とシネマコンプレックスをつなぐ幅約12m、長さ約146m、高さ約

13～18.5mのスペースで、さまざまなイベントでも活用。この空間の築

20 年に迫った屋根の老朽化に対して、2020 年 11月より屋根全体の架

け替え工事を開始し、2021年夏、照明リニューアルまで含めた改修工

事が完了しました。

新たな屋根は、横から見て緩く弧を描く鉄骨トラスの下側に白色の膜

を張った構造で、外光の透過により昼間は明るく、照明点灯時には照ら

された白色膜が空間をより広く見せています。

LED 投光器は、店鋪側に1kW 形メタルハライドランプ器具相当の広

角タイプを採用し、高さ17.4mの位置に計11台設置。シネマ側には膜

を照らすために上向き設置した 5000Kの横長タイプと、下向き設置で

床面を照らす 3000Kの広角タイプを、メンテナンスも考慮した10.8m

の高さに設置しました。既設照明にはなかった上向き設置により、天

井面照度は推定平均値で約160ルクスを確保。これまでとは印象がまっ

たく異なる柔らかな雰囲気の、より開放的な空間が創り出されています。

鉄骨トラス下側に膜を張った天井構造に変更し、LED 投光器による新たな照明環境を創出。

沖縄の那覇新都心にある複合商業施設のサンエー那覇メインプレイスが、2 階の専門店フロアとシネマコンプレックス

を隔てるオープンモール部の屋根の架け替え工事を実施。投光器も新たな照明設計のもと、すべてが LED 器具にリ

ニューアルされました。

特集 サンエー那覇メインプレイス オープンモール照明リニューアル
【 リニューアル概要 】

所在地：沖縄県那覇市おもろまち 4-4-9
場所：オープンモール
建築主：㈱サンエー
施工：㈱竹中工務店
リニューアル完成：2021 年 6 月

東口からの照明風景　シネマ側（左側）に電球色の LED 小形投光器❷を採用し、落ち着いた雰囲気の
リラックスできる空間を演出。

店舗側設置状況　器具光束65,000lmのLED投光器
❶を高さ17.4mの位置に約11mの間隔で配置。

（左）店鋪側 LED 投光器❶
（右）シネマ側 LED 小形投光器❷❸

オープンモール全景（西口上部より）　店舗側（左側）には昼白色の LED 投光器❶を下向きに、
シネマ壁面（右側）は電球色の LED 小形投光器❷を下向きに、昼光色の LED 小形投光器横長タイプ❸を上向きに設置。

西口からの照明風景　下向きの LED 投光器❶❷
には広角タイプ採用し、ムラを抑えた 300 ルクス

（平均）を超える床面推定照度を実現。

現在 120 を超える専門店が出店するサンエー
那覇メインプレイスは、那覇新都心のおもろ
まちに 2002 年 10 月に開業した、那覇市最大
級の複合商業施設です。2012 年、2015 年、
2017 年と 3 度の店鋪リニューアルを経ながら、
地域の食や生活、ファッション、エンターテイ
メントの中心としての役割を担い続けていま
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

オープンモール

❶ LED 投光器 1kW 効率重視形メタルハライドランプ（専用安定器点灯形）器具相当 広角形 重耐塩形 昼白色 LEDS-50410NW-LJ2 11 消費電力：499/497W(200/242V)
❷ LED 小形投光器 400W 形メタルハライドランプ器具相当 重耐塩形 広角タイプ 電球色 LEDS-23907LW-LJ2 10 消費電力：176W(200/242V)
❸ LED 小形投光器 250W 形メタルハライドランプ器具相当 重耐塩形 横長タイプ 昼白色 LEDS-13907NX-LJ9 20 消費電力：106W(200/242V)
　 LED 小形投光器 70W 形コンパクトメタルハライドランプ器具相当 耐塩形 狭角タイプ 昼白色 LEDS-04908NN-LS9 6 消費電力：31.0W(200/242V)

特集 サンエー那覇メインプレイス オープンモール照明リニューアル

シネマ側設置状況　膜を均等に照らすため天井コー
ナー部から2mの間隔を空けて横長タイプ❸を上向き
に20台設置。同高さに電球色器具❷を下向きに10台
設置。
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宴会場「アゼリア」　中央に配置した光天井風の天井と間接光に TENQOO 直付調光形❷を、その両側には LED 傾斜天井用ダウンライト❶を設置。

2 階宴会場は「アゼリア」と「アイリス」があり、「アゼリア」は天井

中央を TENQOO シリーズ直付器具調光形による下面カバー付光天井風

の照明とし、その両側の斜め天井には LED ユニット交換形ダウンライト

傾斜天井用調光形を採用。さらに斜め天井の隅には TENQOO シリーズ

直付器具調光形による間接光を施し、宴会の様々な雰囲気をコントルク

スにより多彩な演出を可能にしています。「アイリス」は堀上天井中央に

シャンデリア 2 基、その周囲に LED ユニットフラット形ダウンライト調光

形を設置。堀上天井の隅には TENQOO シリーズ直付器具調光形により

柔らかい間接光で包み込み、さらに下り天井部に LED ユニットフラット形

調光形を採用して「アゼリア」とは一味違った空間シーンを FL コントル

クスにより自在に演出しています。

1 階から宴会場フロアへ上がる中央大階段は、階段を囲うように高さ

7 ｍの大書棚が設置されています。照明は、LED 一体形スポットライトを

採用し、必要な位置へ首振り角度を使い分けして大書棚及び足元に適

度な明るさを確保。2 階ホワイエにも多彩な書籍を設置し、ゆっくりと時

間を過ごせる空間を形成。照明は目線に直接光が入らない LED ユニット

交換ダウンライトグレアレスタイプを中心に採用し、器具の存在を感じさ

せないクオリティの高い光空間を創出しています。

2階フロアはLibrary Hotelの顔を創り、宴会場はLED照明調光対応で改修して空間シーンを多彩に演出。

2020 年 10 月にはエントランスホール、フロント、ライブラリーラウンジ等の 1 階フロアをリニューアルし、その翌年の

5 月にはレンガ外壁を華やかなライトアップで演出。今回リニューアルされた 2 階宴会場フロアは、大書棚を設置した

中央大階段やホワイエに Library Hotel の顔を創り、宴会場は LED ダウンライト調光対応形を中心に改修されました。

特集 芝パークホテル　「宴会場フロア」照明リユーアル
【 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
電気工事：エルティライト㈱
更新：2021 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

宴会場 �アゼリア�
❶ LED ユニット交換形ダウンライト傾斜天井用調光形 LEKD103716L-LD9 12 消費電力：8.0W
❷ TENQOO シリーズ直付器具調光形 LEKT407323L-LD9 20 消費電力：19.5W

宴会場 �アイリス�
❸ TENQOO シリーズ直付器具調光形 LEKT407323L-LD9 27 消費電力：19.5W
❹ LED ユニットフラット形ダウンライト調光形 LEDD-03001 16 消費電力：6.9W

ホワイエ
❺ LED ユニット交換形ダウンライト グレアレスタイプ LEKD1033015LV-LS9 53 消費電力：8.0W
❻ LED ユニバーサルダウンライト 調光形 LEDD-15023L 14 消費電力：15.2W

吹抜け・階段 ❼ LED 一体形スポットライト LEDS-20113L-LS1 3 消費電力：20.9W

宴会場「アイリス」　シャンデリア周囲と下り天井部に LED ダウンライト調光形❹を、
天井隅に TENQOO シリーズ直付器具調光形❸で間接光を設置。

多彩な書籍のホワイエ　LED ダウンライト グレアレスタイプ❺を中心に採用、
アクセントの植栽をユニバーサルダウンライト❻で照射。

高さ 7m の大書棚を設置した中央大階段　LED 一体形スポットライト❼による照明。

LEDユニット交換形
ダウンライト
傾斜天井用調光形❶

コントルクス

LEDユニット交換形
ダウンライト 
グレアレスタイプ❺

芝パークホテルは、1948年創業。東京・芝の地
の伝統と文化に呼吸を合わせるようにして時
を紡いできた古き良きホテル。JR浜松町駅や地
下鉄の大門駅、御成門駅から徒歩すぐの場所で、
東京タワーや徳川家の菩提寺である増上寺に
も程近い閑静な芝大門エリア。今回リニューア
ルした2階宴会場フロアは、街に息づく風土や
人、歴史に軸を置く、書籍コレクションを備えた
Library Hotel としての顔を創り出しています。

特集 芝パークホテル　「宴会場フロア」照明リユーアル
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メインスタジオ　照明器具には電球色相当のスタジオ用 LED ブロードライト❶、LED スポットライト❷を採用。報道スタジオでは、昼白色相当の器具を採用。

khb 東日本放送の新社屋において番組制作の拠点となるメインスタジ

オは、スタジオ面積約 300 ㎡、ホリゾント高さ 6.5m。多彩な演出効果

が可能な縦 1.5m ×横 5m の県内最大級となる大型 LED モニターを備

えています。昇降設備には、従来よりも小型・軽量化したスマートトラス

バトンを採用し、照明器具の吊り込み自由度を踏襲しながら、建物への

荷重を軽減、セットへの干渉軽減を実現。各バトンの電源数は 20 Ａ× 1

回路とし、全 15 バトン中内 6 バトンには UPS 電源 1 回路をプラス搭載

することで、万一の停電時でも UPS 回路では制御可能な設計としています。

またフロアでは、より広いアクティングエリアを確保するためホリゾント

壁下に必要最小限の小型フロアトレンチを用意。煩雑になりがちなケー

ブル類も収納でき、コンセントボックスも目立たないよう配置しています。

調光操作卓は、LED 照明器具との RDM 双方向通信を装備し直感的

な操作が可能なスマートコンソールを採用。サブ内に設置した調光操作

卓 1 台で、メインスタジオ、第 2 スタジオ、多目的ホールのすべてを制御

できる設計とし、報道スタジオのみ、緊急ニュースへの対応を想定して

単独での制御・操作が可能な設計としています。

小型・軽量のスマートトラスバトンとRDM双方向通信による、自由度が高く使いやすい照明環境。

東日本放送は、より地域に開かれたテレビ局を目指し、あすと長町に本社ビルを新築。メインスタジオ、第 2 スタジオ、

報道スタジオ、さらに 1 階ロビーに多目的ホールを備え、それぞれに RDM 双方向通信を備えたスタジオ照明設備を

導入。使い勝手が良く、災害にも強い、最新のライティング環境を実現しています。

特集 khb 東日本放送 新社屋スタジオ
【 物件概要 】

所在地：宮城県仙台市太白区あすと長町一丁目 3 番 15
メインスタジオ面積：約 300 ㎡
メインスタジオホリゾント高さ：6.5 ｍ
構造・規模：鉄骨造・地上 4 階、塔屋 1 階建
施主：㈱東日本放送
スタジオ設計：㈱山下設計
施工： 建築／㈱竹中工務店
 スタジオ照明設備及び昇降設備／東芝ライテック㈱
運用開始：2021 年 9 月 20 日

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

メインスタジオ
❶ LED ブロードライト（電球色相当）（ハロゲン 1kW 相当） AL-LED-BRHT-L 30 消費電力：228W
❷ LED スポットライト FORTEX 8 型フレネルタイプ（電球色相当）（ハロゲン 1kW ～ 2kW 相当） AL-LED-FSG8-L 20 消費電力：246W

報道スタジオ
❸ LED ブロードライト（昼白色相当）（ハロゲン 1kW 相当） AL-LED-BRHT-W 4 消費電力：228W
❹ LED スポットライト FORTEX 6 型フレネルタイプ（昼白色相当）（ハロゲン 500W ～ 2kW 相当） AL-LED-FSH6-W 1 消費電力：115W

サブ ❺ 調光操作卓（スマートコンソール） SC-60 1式 －
照明ラック室 　 インテリジェント直電源盤 PLUG-IN DIMSTARⅢ 1式 －

スマートトラスバトン　RDM 双方向通信に対応し、
液晶表示機能も備えた小型・軽量の特注仕様。

調光操作卓❺　RDM 双方向通信を備え 1 台でメイン
スタジオ、第 2 スタジオ、多目的ホールの制御が可能。

第 2 スタジオ　は照明グリッドとコンセントボッ
クスを敷設。照明器具は旧スタジオより移設。

メインスタジオ（階段踊り場から望む）　小型・軽量のスマートトラスバトンに、LED ブロードライト❶、
LED スポットライト❷を配置し、セットへの干渉が少なく自由度の高いライティング環境を実現。

報道スタジオ　独立した制御系としグリッドに LED
ブロードライト❸、LED スポットライト❹を配置。

フロアトレンチ内の
コンセントボックス

LEDブロードライト（電
球色相当）❶

東日本放送は1975年に開局した、宮城県内で4
番目となる民放テレビ局です。この度新設された
新社屋は、あすと長町の「杜（もり）の広場公園」
に隣接し、2階から4階まで一続きになったガラス
張りの階段と、ツイスト状にデザインされた鉄塔
が特徴。災害時に放送を継続できるよう最高レ
ベルの耐震安全性と非常用発電設備を備え、杜
の広場公園と一体となってにぎわいを創出する

「地域に開かれたテレビ局」を目指しています。

特集 khb 東日本放送 新社屋スタジオ
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受付カウンター　3 つのカウンターに照射するため 3 台の UVee ❶を設置。

昨年、施設利用は緊急事態宣言等の制限を受け減少傾向にありまし

たが、受付には毎日 30 ～ 40 件、1 件あたり 3 ～ 4 名の利用者が訪れ

ていました。不特定多数の利用者が使用する受付カウンターの消毒作業

をその都度行うスタッフからは、負担増と対面接客する不安の声が上がっ

ていました。三重県総合文化センターでは県内施設の「リーディングホー

ル」としての役割を果たすべく、感染症拡大予防のための先進機器の導

入を検討し、UVee（ユービー）の設置を迅速に決定。UVee は有人環

境下で使用できるウイルス抑制・除菌技術を搭載し、空気と物体表面の

除菌を行います。これを利用途別に 3 つ設けてあるカウンターを照射す

るよう、それぞれ 2.7m ～ 3.6m の天井位置に 3 台設置。カウンターや

デスク表面およびステーショナリー類を確実に除菌するよう、角度をつけ

ずに鉛直方向に光源を設定しました。新たな環境衛生にいち早く取り組

み、利用者に「安心の見える化」を提示し、スタッフには消毒作業が減っ

たことによる負担軽減と受付業務の「安全性向上」をもたらしました。

三重県内の公共施設初導入で「安心の見える化」と「安全性向上」を実現。

三重県総合文化センターは文化会館、生涯学習センター、男女共同参画センター、県立図書館の 4 施設から構成さ

れる複合文化施設です。昨年の夏、感染症の拡大防止策として施設利用の相談・申込みの受付カウンターにウイルス

抑制・除菌用 UV 照射器 UVee（ユービー）を設置。利用者とスタッフにとって安心できる環境を実現しました。

LIGHTING SCENE 三重県総合文化センター
【 物件概要 】

所在地：三重県津市一身田上津部田 1234
敷地面積：62,224 ㎡
構造・規模：鉄骨鉄筋コンクリート造、鉄筋コンクリート造、鉄骨造／
 地下 1 階、地上 4 階、塔屋 1 階
延べ床面積：46,305 ㎡
施主：公益財団法人三重県文化振興事業団
設計：㈱ A ＆ T 建築研究所・三重県総務部管財営繕課（設計監理）
施工： 建築／大成建設㈱・清水建設㈱ 他 JV
 舞台照明／東芝ライテック㈱　
UVee 設置年月： 2021 年 7 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

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

施設利用の申込みカウンター　
デスクから 3m の天井に UVee ❶を設置。

チェックインカウンター（カギ等の受け渡し）　
デスクから 2.7m の天井に UVee ❶を設置。

すべての UVee ❶は
カウンターに鉛直方向に光源を設定。

施設利用の相談カウンター　
デスクから 3.6m の天井に UVee ❶を設置。

LIGHTING SCENE 三重県総合文化センター

ウイルス抑制・除菌用UV照射器UVee（ユービー）❶

1994年に開館した三重県総合文化センター
は県の文化振興拠点です。2004年10月からは
「指定管理者」制度のもと公益財団法人三重
県文化振興事業団が管理・運営を担当。大・
中・小ホール、多目的ホールのほか会議室、ギ
ャラリーなど全29施設が一年通して活発に利
用され、コンサートから文化イベント、学術会
議、各種展示会などを開催。利用者は年平均
100万人にのぼります。
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煮炊き調理室の照明　TENQOOシリーズHACCP対応器具❸を採用。湯気が発生するので防湿形を使用。

調理場の �炊飯室� や �揚物・焼物・蒸し物室�、�煮炊き調理室�

等の作業区域は、文部科学省の基準、厚生労働省のマニュアルや、食

品衛生管理の国際標準・HACCP の衛生水準を確保した施設です。調

理場等の照明は、埃の付着・侵入を抑え、掃除のしやすい構造、かつ

埃の付きにくい下面透明カバーとした TENQOO シリーズ HACCP 対応器

具を採用。湯気が発生する炊飯室と煮炊き調理室は同器具の防湿形を、

揚物・焼物・蒸し物室等は同器具の一般形を使用しています。また、野菜・

果物類皮むき室や下処理室には TENQOO シリーズの直付形器具を、水

を使う食器等の洗浄室には同器具の防水形を用いています。食品の選

定や調理実習を行う会議室兼調理実習室は、プロジェクターやパソコン

の活用を配慮して、ベース照明には TENQOO シリーズシステムユニット

OA アルミルーバー器具を採用し、窓側通路部には人感センサー付 LED

ユニット交換形ダウンライトを、奥の調理実習用キッチン上には LED

ベースライトスクエア光源ユニット形を配置しています。食堂兼会議室は、

調理従事者の食事やミーティングを行うスペースで、照明は TENQOO シ

リーズ埋込器具を設置し、窓側のカウンターには LED ユニット交換形ダ

ウンライトを均等配置。屋外設置の玄関へのアプローチ照明は、環境

に配慮してソーラーライトを採用しています。

調理場等の作業区域は、埃の侵入・付着を抑制するHACCP対応器具を採用し食品衛生管理を徹底化。

横須賀市内 23 校の市立中学校を対象とし、1 日当たり 10,000 食を提供する学校給食センターは、学校給食衛生管

理基準に基づいた HACCP 導入の安全性と品質を確保した施設です。照明は、調理場等の作業区域には衛生的環境

向けの HACCP 対応器具を中心に採用し、他の諸室には省エネで長寿命な LED 照明器具を用途に適した効果的な使

い分けをしています。

LIGHTING SCENE 横須賀市学校給食センター
【 物件概要 】

所在地：神奈川県横須賀市平作 5 丁目 28 番 10 号
施設（延床）面積：約 3,988.1 ㎡
構造・規模：鉄骨造、平屋建て
施主：横須賀市
運営：㈱ジーエスエフ
設計：㈱梓設計 横浜事務所
施工： 建築／三井住友建設㈱ 横浜支店
 電気／㈱美濃屋山村電気
竣工：2021 年 7 月

主な掲載器具一覧
設置場所 器　具　名　（品種名） 形　名 台数 備考

調
理
場

炊 飯 室 ❶ TENQOO シリーズ直付 HACCP 対応器具防湿形 LEET-42844WA+LEEM-40694N-WP-LS9 50 消費電力：43.0W
揚 物・焼 物・蒸し物 室 ❷ TENQOO シリーズ直付 HACCP 対応器具一般形 LEET-42841A-LS9+LEEM-40693N-01 112 消費電力：43.0W
煮炊き調理室 ❸ TENQOO シリーズ直付 HACCP 対応器具防湿形 LETT-42844WA+LEEM-41004N-WP-LS9 39 消費電力：56.8W

野菜・果物下処理室 ❹ TENQOO シリーズ直付器具防水形 LEKTW412694N-LS9 53 消費電力：43.0W

会議室兼
調理実習室

❺ TENQOO シリーズシステムユニット OA ルーバー F-4273・G 9 消費電力：36.0W
❻ LED ユニット交換形ダウンライト人感センサー内臓形 LEKD203015NY-LD9 44 消費電力：13.7W
❼ LED ベースライト一体形スクエア光源ユニット形 LEKR60S901N-LD9 3 消費電力：56.3W

食堂兼会議室 ❽ TENQOO シリーズ埋込器具 LEKR422693N-LS9 36 消費電力：43.0W

炊飯室の照明　TENQOOシリーズHACCP対応器具防湿形❶を採用。

揚物・焼物・蒸し物室の照明　TENQOOシリーズ
HACCP対応器具一般形❷を採用。

会議室兼調理実習室の照明　ベースにTENQOO
シリーズシステムユニットOAアルミルーバー器具
❺、窓側通路部に人感センサー付LEDユニット交
換形ダウンライト❻、キッチン上にLEDベースライ
トスクエア光源ユニット形❼を配置。

野菜・果物下処理室の照明　TENQOOシリーズ
直付防水形器具❹を採用。

LEDダウンライトを採用した廊下 玄関へのアプローチ照明に採用したソーラーライト

食堂兼会議室の照明　TENQOOシリーズ埋込器具❽
を採用し、窓側のカウンターにはLEDユニット交換形
ダウンライトを設置。

LIGHTING SCENE 横須賀市学校給食センター

（左）LEDベースライトスクエア光源ユニット器具❼
（右）LED交換形ダウンライト人感センサー付❽

TENQOOシリーズ直付形HACCP対応器具防湿形❶

TENQOOシリーズシステムユニットOAアルミルーバー器具❺

横須賀市は、市内全23校の市立全中学校で全
員喫食による完全給食を実施できるよう横須賀
市学校給食センターを建設。安全安心な給食を
提供できるよう衛生管理を徹底、大量調理施設
衛生管理マニュアルに適合し、国際基準HACCP
の概念に基づいた衛生水準を確保した施設とし
ています。食物アレルギーを有する生徒も安心し
て給食できる専用調理室も設置。また、万一の
災害用の備蓄としての対応を可能にしています。
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エントランスの照明風景　木製ルーバー天井部にはLED一体形ダウンライト❶を計9台、2階廊下にはLEDユニット交換形ダウンライト❷を21台設置。

光害の影響が少なく、約 1,000m という比較的低い標高でたくさんの

星々を眺められる会津高原に、新たに建てられた星の郷ホテル。建物

は周囲の豊かな自然に溶け込むよう低層 2 階建とし、外壁は木々の緑

や近接施設の赤屋根が映えるよう黒やアースカラーをベースとしていま

す。温泉施設やレストラン、宴会場のあるパブリック棟と全 18 室の宿

泊棟からなり、地場産の木材をふんだんに使用した温もりを感じられる

空間に仕上げられています。

施設運営コンセプトである「星」を意識して設計された照明環境は、

2700K ～ 3500K の温かみのある色温度を基本とし、宿泊以外にも天

体観察や各種セレモニー、地域集会、講習会など多様な利用シーンに

合わせた演出を想定して計画されました。

吹き抜けとなっているエントランスは、木製のルーバー天井に光色

3000K、光束 5,500lm の LED ダウンライトを、受付前の 1 階ホールと

2 階廊下にも 3000K の LED ダウンライトをベース照明として採用。風

除室から一歩エントランスに踏み込むと、温かな輝きにあふれた開放的

な空間が広がっています。

温かみのある色温度の各種LED照明により、宿泊施設として落ち着ける雰囲気を演出。

福島県内の南西部に位置する南会津町が運営する新たな宿泊施設が、2021 年 9 月、会津高原南郷スキー場の隣地に

オープンしました。新施設は自然豊かな周辺の景観に調和する低層建築とし、「星」を意識した照明設計のもと、調

光機能などによりさまざまな用途に対応できる LED 照明器具を多用しています。

LIGHTING SCENE 会津高原 星の郷ホテル
【 物件概要 】

所在地：福島県南会津郡南会津町界湯の入 278
敷地面積：6,913.88 ㎡
建築面積：1,421.37 ㎡
延床面積：2,217.50 ㎡
構造・規模： パブリック棟／鉄筋コンクリート造 2 階建一部地下
 宿泊棟／木造 2 階建一部鉄筋コンクリート造
施主：南会津町
設計：建築／福島県建築設計協同組合〈㈱内田建築設計事務所〉
　　　電気／㈲八島企画設計
施工： 建築／南総建㈱、㈱芳賀沼製作
 電気／㈲谷地電気　
竣工：2021 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  6000 シリーズ 一般形白色反射板 LEKD60051L-LD9 9 消費電力：45.0W
❷ LED ユニット交換形ダウンライト 高効率タイプ 1500 シリーズ 一般形白色反射板  φ 100・広角 LEKD153013L-LD9 29 消費電力：10.6W
❸ LED ユニット交換形ダウンライト 高効率タイプ 2500 シリーズ 一般形白色反射板  φ 100・広角 LEKD253013L-LD9 14 消費電力：17.1W
❹ 調光調色照明器具埋込形 LED ダウンライト LEDD-60011FC-LC9 28 消費電力：47.6W/4400K時
❺ LED ユニット交換形ダウンライト 高効率タイプ 1500 シリーズ 一般形白色反射板  φ 100・広角 LEKD153013L-LS9 90 消費電力：10.6W
❻ LED 軒下用ダウンライト 60W クラス高気密 SB 形φ 100 LEDD87040L(W)-LS 28 消費電力：5.1W
❼ LED アウトドアシーリング LEDG85902(K)N 35 消費電力：6.2W
❽ LED アウトドアシーリング LEDG88930(K) 8 消費電力：6.8W

宿泊室　2700KのLEDダウンライト❻を採用。リピー
ト利用に配慮して、部屋ごとに異なる照明設計に。

1階レストラン　調光タイプのLEDダウンライト❷
を、ベース照明として折り上げ天井を囲むように
配灯。

エントランスホール　フロント前のホールには
2,170lmのLEDダウンライト❸を採用。調光機能
により多彩な雰囲気の演出を可能に。

薄暮時外観　（左）パブリック棟／（右）宿泊棟

2階大浴場　浴室設置ができるLEDアウトドアシーリ
ング❼❽を天井および壁面に採用。

2階リラックスルーム　18台の電球色LEDダウンライ
ト❺により落ち着ける雰囲気を創出。

1階宴会場　宴席のほか、セレモニーやビジネスでの
利用も想定し、2700K～5000Kで調色調光ができる
LEDダウンライト❹を計28台設置。

LIGHTING SCENE 会津高原 星の郷ホテル
南会津町では、1974年に建てられ観光と地域
間交流の中心的役割を担ってきた「さかい温
泉さゆり荘」を、老朽化と防災視点から新築
移転。自然に囲まれ天体観察に適した会津高
原の地の利を生かし、自然のプラネタリウムを
イメージした体験型ホテルとして開業しました。
宿泊や温泉だけではなくアクティビティでの
利用など、県内はもとより広く首都圏からの多
世代の来訪が期待されています。
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教習コース全景　事務棟 2 階の高さからコース全体を望む。LED 投光器❶❷で照度アップを実現。

城野自動車学校では、夜間教習の照明においてメタルハライドランプ

投光器を使用していましたが、器具の老朽化にともない照度が低下して

いました。またランプ交換時には高所作業車が必要であり、省エネとメ

ンテナンスコスト削減を考慮し、LED 投光器にリニューアルしました。教

習コース内、壁際に設けられていた 9 本の照明柱を活かし、増設せずに

照度をアップする計画として、既設架台への取付がスムーズにできること

も特徴である 400W 形メタルハライドランプ器具相当の LED 投光器（広

角タイプ）を 24 台設置。シミュレーションによって各照明柱の設置台数、

設置角度を検討し、コース全体に平均的に明るさが出るように設計して

います。また入口や事務棟後方などには 250W 形メタルハライドランプ器

具相当の LED 投光器（広角タイプ）を 5 台設置。施設全体の照度アッ

プをもたらしました。夜間はこれまで以上にコースが明るく見やすくなり、

日没だけでなく曇天や荒天時など必要なときに瞬時に照明対応できるこ

とで、安全な教習環境を実現しています。

LED投光器へのリニューアルで、コースがより明るく見やすくなり、安全な夜間教習を実現。

創業 64 年を迎える城野自動車学校は、これまで約 10 万人のドライバーを育成してきた歴史、実績豊富な教習所です。

夜間教習に対応するうえで教習コースにメタルハライドランプ投光器を使用してきましたが、経年劣化による照度低下

などのため、このたびより明るく省エネも実現する LED 投光器に全灯をリニューアルしました。

LIGHTING SCENE 城野自動車学校
【 物件概要 】

所在地：福岡県北九州市小倉区霧ヶ丘 1-15-1
敷地面積：20,003 ㎡
教習コース面積：14,277 ㎡
施主：㈱城野自動車学校
設計：野中武次（初代理事長）
照明更新施工：㈱プラスコクア
照明更新完成：2021 年 6 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

教習コース
❶ LED 小形角形投光器 LEDS-23902NW-LJ2 24 消費電力：176W
❷ LED 小形角形投光器 LEDS-13902NW-LJ9 5 消費電力：106W

コース左の直線コース　（左）コート手前からと（右）坂道になっているコース奥から望む。

コース右奥から事務棟方向を望む。

直線コース　事務棟前の約 120m の直線コースの LED 投光器❶による照明。

LED 投光器❶により明るく見やすく安全性をアップ。

LIGHTING SCENE 城野自動車学校

LED投光器❶

既設照明柱に設置。

普通自動車をはじめ第二種免許、特殊免許、
バイクまで教習を実施しています。特徴の一つ
は託児所完備、夜間教習、無料送迎などに代
表される「通いやすさ」。褒めて伸ばす指導に
定評があり、全指導員が（一社）日本ほめる
達人協会の資格「ほめ達」を取得しており「上
達しやすい」と定評があります。また「安全教室」
の実施、市の「まち美化事業」への参加など
地域貢献活動にも積極的に取り組んでいます。
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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 06-6130-2300
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