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──「コイズミ照明R&Dセンター」を建設された経緯をお聞かせください．

1990年ごろの話ですが，それまでは自社で設計した照明ブランドはありました
が，生産は外部に委託していました．売り上げには問題ないのですが，品質の
向上を考えると生産を含めてすべて自社で賄う必要があると考えてメーカー宣

言をして，東大阪にR&Dセンターを設立しました．また，発信の場としてピー
ター・アイゼンマン氏と北山孝二郎氏に設計していただいた東京支社（コイズミ 

ライティング シアター／イズム，本誌9009掲載）をつくりました．
その後，近畿に2カ所と中国に工場を持ち内製化率を高め，品質を確保した製
品を生産していたのですが，時代と共に照明も蛍光灯からLEDに変わり，東
大阪のR&Dセンターでの試験や検査の設備が古くなったため，新しいR&Dセ

ンターを設立しようということになりました．
そこで，働く環境や生産性向上，新たな価値創造のアウトプットの発信など，さ
まざまな内容を具現化するために，竹中工務店様にお願いすることになりました．

──「コイズミ照明R&Dセンター」の設計にあたって竹中工務店とどのように進めましたか．

働き方改革が話題になっていることや竹中工務店様からの提案もあり，社員の
意見を反映しようということで，若手社員の意見交換やワークショップなどを開
きました．また，われわれは照明のプロですので，計画当初から設計に参加し
ました．照明がLEDに変わり，品質も安定してきている現在，これからは制御
が問われる時代になっています．われわれは以前からヨーロッパで広く使われ
ている照明制御技術「D

ダ リ

ALI」という国際規格をいち早く取り入れたこともあり，
新しいR&Dセンターでも「DALI」を提案しました．この「DALI」ですが，ビル
すべての照明を制御できるだけではなく空調やブラインドと連携させることが

できます．これにより照明，空調，ブラインドを連動させた省エネ空間を実現
することができます．これからのワークプレイスの新しい形としてコイズミ照明
から発信していきたいこともあり，ここが実験場でありショールームになるよう
に竹中工務店様と話しました．
また，この「DALI」による新しいワークプレイスを実現するために竹中工務店
様のほかに空調メーカーやブラインドメーカーの方にも参加していただき，関

係者でチームを組んで「DALI」を導入した
ビル全体のシステム構築に取り組みまし

た．そのほか，さまざまな部分で設計チー
ムを組んだりワークショップを行って，各
専門分野の方々が集まった実験的な要素

も含んだプロジェクトに若手社員に参加し

てもらい経験を積んでもらいました．

──この建築は「DALI」の導入のほかにも，さま

ざまな環境への対応が特徴的ですね．

先ほどお話しした「DALI」による省エネのほか，南側の階段状のバルコニーの
緑化，北側のダブルスキンのガラスカーテンウォール，中央の吹抜けと開閉式
トップライトによる自然の気流と太陽光の利用，高い断熱性と遮音性などを実
現していて，平成27年度第2回サステナブル建築物等先導事業（省CO2先導型）

の建築物（非住宅）／中小規模建築物部門に採択されました．
また，緑化では多様な樹種が植えられていて，四季を感じられることや鳥や虫
などもいますし，住宅街に向けて緑の風景をつくり出しています．このオフィス
には照明デザインなどのクリエイティブな部署も入っていますので，開放的な
空間づくりや気分転換の場として，この緑化は役立っていると思います．

──最後に，これからの目標をお聞かせください．

6年ほど前に「環境ソリューション企業へ」というビジョンを掲げました．地球環
境に影響していることの中で，電力を消費する照明は大きなウエイトを占めて
いますが，照明単体だけで考えても本当の環境改善にはつながりません．そこ
で出会ったのが「DALI」です．この制御技術は空調やブラインドとも連動し，
空間全体の省エネに貢献できます．現在われわれは「DALI」対応製品約3,000

点を揃えていますが，今後もこの「DALI」を広めることで，地球環境改善に貢
献したいと思います．
さらには，空間全体の省エネという話をしましたが，空間の使用者である従業
員，つまり人に働きかけるような空間づくりに照明メーカーとしてどのように貢
献できるかということが重要であると考えます．この「コイズミ照明R&Dセン

ター」はビジョンを具体化したものですので，もっと多くの人に知ってもらい，
コイズミ照明が目指すものを感じていただければと思います．

（2020年1月23日，コイズミ照明本社にて，文責：本誌編集部）

LEDが普及し省エネで長寿命な照明が一般的になってきた現在，効率だけを追い求める
のではなく，人の感性に寄り添った，クオリティの高い光環境が求められています．その
ためには，空間のボリューム，建築素材，使用用途，周辺環境など，建築を構成するさま
ざまな視点を読み取り，光環境を構築しなければなりません．
この連載では，コイズミ照明が培ってきた技術力，提案力，「DALI」（ダリ）による制御
技術などをベースに，「人」「光」「物」「空間」の関係性やバランスに配慮したプロジェク
トを通して，これからの光環境を考えます．

連載

快適をデザインする照明技術　by コイズミ照明

第1回　

「コイズミ照明R&Dセンター」に見る，
制御技術と空間を融合させた，これからのワークプレイス

第1回目は，コイズミ照明の新たな研究開発拠点「コイズミ照明R&Dセンター」を取り上
げます．階段状の緑化されたバルコニーが特徴的な建物で，自然の光や風の利用と，最新
の照明制御システム「DALI」を応用した照明・空調・ブラインド制御など，省エネとCO2

削減を実現し，さらに生産性向上も目指したワークプレイスになっています．
この「R&Dセンター」について，コイズミ照明社長の梅田照幸氏へのインタビュー，設計
施工を手がけた竹中工務店とコイズミ照明との座談会を通して紐解きます．　　　　（編）

インタビュー :

環境ソリューション企業を目指して
梅田照幸（コイズミ照明代表取締役社長）

インタビュー風景．*

1： 休憩・食事・打合せなどに使用される6階多目
的室（写真提供：コイズミ照明）．

2：クリエイティブエリアにあるひらめきソファ．**
3：クリエイティブエリアにある家形集中ブース．**
4： コミュニケーションを促進する吹抜けに面した立
ち寄りスペース．**

5： 自然採光と自然換気が行われている中央吹抜
け空間．**

6：5階南側クリエイティブエリア．**
**印撮影：古川泰造
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問い合わせ
コイズミ照明株式会社
tel. 06-6266-8141　
https://www.koizumi-lt.co.jp/

座談会:

「あかりの杜」を実現するために
金澤潤＋松倉想馬＋岡田真幸（竹中工務店） × 西川正（コイズミ照明）

自然のあかりが感じられる空間

──最初に旧R&Dセンターが抱えていた課題についてお聞かせいただけますでしょうか．

西川：東大阪の旧R&Dセンターが建築から30年近く経ち老朽化が進んだこと

と，LEDの新設備を導入するには手狭であったこと，そして何より，企画開発
部門が本社と旧R&Dセンターに分かれていてコミュニケーションがとりづら

かったことがあります．そのため本社から近い緑橋という立地を選んで，営業
部も一緒になり，技術の交流，アイデアの交流，知の交流が生まれる場にな
ればと思っていました．
金澤：プロジェクトの一番はじめに現状の働き方や空間について直接ヒアリン
グをさせていただき，コミュニケーションを向上させる創造的な執務空間づく
りという方針を立てました．具体的には開発系部門をワンフロアにまとめ，開
発スピードを向上させることや，顧客情報を持っている営業部門と開発部門を
コミュニケーション階段で繋ぎ，部署間連携を高めることを考えました．
フロア構成ですが，1階，2階は照明器具の試験室，3階を打合せ室，4階以

上を執務エリアとしました．また，設計コンセプトとして，コイズミ照明様の「あ
かり」に対する考え方に着目し「あかりの杜」をご提案しました．コイズミ照明様
の企業理念を表した1989年の広告では，「あかりのありか」という言葉と共に，
自然の中のあかりや人の行為に寄り添った数々の「あかり」をシンボリックに表
現されています．対話を進める中で，コイズミ照明様の追求する「あかり」とは
人や太陽を原点とした「あかり」であると教わりました．私達はこの思想を大切
にし，自然のあかりや変化を感じられるワークプレイスをご提案しました．

──「あかりの杜」というコンセプトをどのように建築に落としたのでしょうか．

金澤：北側は幹線道路，南側は住宅地に面している敷地でしたので，容積率
は最大限確保しつつ，建物のボリュームを北側の幹線道路側に寄せて，壁面ラ
インを街並みに合わせました．南側は階段状のフォルムとすることで住宅地へ

の日影に配慮しつつ，圧迫感を軽減
させ，周辺住民の方々と空を共有で
きるようにしました．さらに，各階に
緑化バルコニーを設けることで，「各
階に庭のある執務環境」をつくると共
に，周辺地域と緑を共有しました．
また，社員の皆さんとオフィスを実現
させるために，弊社のワークプレイス
プロデュース本部も参画させていた

だき，若手を中心とする社員の皆さ
んとワークショップを行いました．建
物中央の吹抜けは，「太陽を原点とし
たあかりづくりを象徴する場所が必

要」という社員の方の意見が反映され
ています．大きなシェードのような形
状になっており，太陽を光源とする大
きな照明のイメージです．
西川：太古の昔から人間は太陽光のもとで生活し，その影響を体が受けてい
るわけですから，LEDが開発される以前から太陽光を基本に照明器具を研究

開発してきました．LEDが実用的になってからは光色やそのスペクトルがコント

ロールしやすくなり，太陽光に近い照明をつくることができるようになったため，
さらに太陽光を身近に感じていたいという思いが若い社員からも出てきたのだ

と思います．

──R&Dセンターのワークプレイスづくりにおいて社員の方の参画はいかがでしたか．

岡田：プロジェクト初期にワークプレイス分科会を立ち上げ，「R&Dセンター

のあるべき姿」を徹底的に議論いただきました．「みんなで一緒にモノづくりを
する」「よりコミュニケーションを深める」「ひらめきを生みやすくする」「光を
感じる，光を検証できる」という4つの方針を定め，その方針を実現するために，
竹中工務店提供のツール（オフィスアクティビティカード®）もご利用いただきま
した．多様なワークシーンから新しい「R&Dセンター」に相応しいワークスタイ
ルを議論され，多様な場づくりへ展開しています．

働き方によって照明器具を変える

──「R&Dセンター」のワークプレイスについてお聞かせください．

西川：ワークプレイスについてですが，竹中工務店様のおかげもあり若手社員
らが自ら積極的に分科会に参画しアイデアを出して検討しました．そのアウトプッ
トの「ありたい働き方」に合わせてデスクなどの家具を配置し，照明器具も職種
に応じた働き方に合わせて新たに開発しました．例えば4階北側の営業部門，

5階北側の企画開発部門，5階南側の照明設計部門では丸い照明器具を設置し

ています（点の光）．ここはフリーアドレスになっていて，「DALI」制御によって
在席者のところだけ100%点灯するようにしています．オフィスでイメージされ
る堅い印象をなくしたり，グレアレスでメリハリのある光環境で集中力を高めま
す．4階南側の生産管理部門では四角い照明器具を採用しています（面の光）．
定型業務をする部門でモニターでの作業が主ですのでグレアを抑えることに特

化した器具にして机上面に均一な光を届けます．6階北側の品質保証部門はすっ
きりとしたライン型の照明で天井面の明るさ感を強調しています（線の光）．
金澤：照明とワークプレイスが一体化しているということが，今回のプロジェク
トの特徴だと思います．4階北側の営業部門はフリーアドレスで，多様な形状
の家具を用いて動きのあるレイアウトにしています．そこに丸型の照明を採用
しているのですが，丸は方向性がないので自由な家具配置にマッチします．ま
た，「DALI」で個別制御できるので，在席の有無による細かなコントロールが
可能です．このように働き方に合わせて照明を考えるというのは，これからの
ワークプレイスのあり方のひとつになるのではと考えています．

「DALI」で空調も制御

──「R&Dセンター」における「DALI」の特徴をお聞かせください．

松倉：この建物では，さまざまな環境配慮技術を施しています．「環境配慮の
考え方」という図をご覧ください．自然換気，自然採光，緑化バルコニーなどパッ
シブの要素を組み合わせてトータルで省エネ性を上げて，さらには知的生産性
向上の一助になればと思っています．この環境配慮技術のひとつとして「DALI」
を用いた「DALIセンサー連携空調換気制御システム」を導入しています．
「DALI」は通常，照明を制御するために用いるシステムですが，照明のセンサー
を用いて空調，換気を制御しています．在席かどうかセンサーで感知して，そ

のエリアを受け持っている空調機器と全熱交換器を制御します．具体的には不
在時は設定温度を2℃緩和し，換気を止めます．不在のゾーンをきめ細かく制
御する省エネシステムです．「DALI」のセンサーは人感センサーと照度センサー
の機能を兼用したマルチセンサーになっているので，自然光が入ると室内の照
度が上がり，それをセンサーで感知して照明を減光します．ブラインドは屋外
照度センサーで羽の角度を調整し適切に外光を取り入れます．
従来ですと照明と空調が別々のシステムで動いていて，それをつなぐための中
央監視盤のような大規模な設備が必要なのですが，本システムでは中央監視
盤を設置せずに，照明と空調が直接連携しています．コストもボリュームも抑
えられ「R&Dセンター」のような中規模オフィスビルでも導入しやすく，オープ
ンプロトコルである「DALI」のBAシステムとの親和性が高いという特徴が生か

されています．
金澤：「R&Dセンター」では太陽の光に合わせて，朝，昼，晩と照明に変化を
つける取り組みをしています．きめ細かく個別に調光・調色やスケジュール設
定などができる「DALI」の特徴を活かし，太陽光の変化に合わせて昼間は爽や
かな白色や昼白色の光色で，夕方に近づくと温かみのある光色に変化していき，
就業時間以降は夕日に合わせた電球色の光色になります．社員の方が自ら体
験することで，働き方に適した照明のあり方を探求しているのですが，この経
験が次のワークプレイスの照明のあり方につながると思います．
西川：運用開始してから照明に対する意見が各部署から挙がってきているので
すが，働き方に合わせてきめ細かく調整を行っています．働き方改革と言われ
ていますが，今後も働き方は変わっていくと思います．コストをかけることなく
設定を容易に変更でき，働き方の変化に応じてチューニングできるのが「DALI」
の一番の特徴です．従来の照明制御を入れるよりも，中央監視盤なども合わ
せてトータルで見ると，イニシャルコストは抑えられ，中長期的に見てもコスト
面でも有利だと思います．また，CO2の排出量で見ても実際に一般のオフィス

ビルより約45～46%削減できていて電気代も抑えられます．日本では各メー
カーによって独自の制御を構築してきましたが互換性がありません．「DALI」は
オープンプロトコルで，どの照明メーカーの製品でも接続できるので，照明メー
カーのメリットというより，クライアントに大きなメリットがあります．このことが，
さらなる技術の発展につながり豊かな生活や文化を生み出すと思います．この
「R&Dセンター」を活用し，技術とノウハウを結集し，常に新しい「コト」を創出
して知的生産性を上げられるような空間づくりの提案を今後も行っていければ

と思います．      （2020年2月5日，コイズミ照明R&Dセンターにて，文責：本誌編集部）

左から，西川正氏（コイズミ照明経営統括
部），金澤潤氏（竹中工務店設計部門），松
倉想馬氏（竹中工務店設備部門），岡田真
幸氏（竹中工務店ワークプレイスプロデュー
ス本部）．*印撮影：新建築社写真部

南側バルコニー．周辺へ緑の景色をつくり出すと共にくつろぎの場ともなっている．** 緑化された階段状のバルコニーで構成される南
側外観．**

環境配慮の考え方．

太陽光発電，非常用発電機

※DALI：照明制御の国際規格．
IEC62386として認証を受け，ヨー
ロッパを中心に広く普及している．
オープンプロトコルでDALIの規格
に対応していれば，世界中どのメー
カーの製品でも接続可能． 

ダブルスキンによる熱負荷低減

知的生産性を向上する照明と
「DALI」による高度な照明制御

「DALI」を用いた照明設備と空調
設備など他設備との連動制御

照明・空調のパーソナル制御

BEMSによる
エネルギーの見える化

拡散光を効果的に下層に
届ける吹抜け形状による
自然採光・自然換気

緑化したバルコニーによる
熱負荷低減

働き方に合わせた照明の考え方．

面の光
4階南側生産管理部門．
グレアレスかつスクエ
アな光が机上面に均一
な照度を確保．**

線の光
6階北側品質保証部門．
グレアレスかつソリッド
でシームレスな光が天
井面の明るさ感を均質
に確保．**

点の光
4階北側営業部門．
DALIにより照明を個別
制御．フリーアドレスに
適したあかりを実現．**

DALIセンサー連携空調換気制御システムの概念．
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※0.55kg-CO2/kWhにより換算
※屋外看板分のCO2 排出量を除く

CO2排出量［kg-CO2/m2・年］

一般オフィスビル
※ECCJデータより

R&Dセンター
2017年実績値

R&Dセンター
2018年実績値

55.9
103.0

55.5

CO2削減結果（2017年4月～2019年3月）

全熱交換器

PACエアコン

空調集中
コントローラー

DALI BACnet
 コントローラー

照明
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／ DALIマスター
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