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尾島 俊雄
早稲田大学名誉教授

Professor Emeritus, Waseda University

1937年、富山県生まれ。早稲田大学名誉教授、社団法人都市環境エネルギー
協会理事長、財団法人建築保全センター理事長、アジア都市環境学会理事長、
日本景観学会会長（現職）。東京大学客員教授、日本建築学会会長、早稲田大
学理工学部長、日本学術会議会員など（歴任）
。
Mr. Toshio Ojima, Ph.D., was born in 1937 in Toyama Prefecture, Japan and is
Professor Emeritus at Waseda University. He has served as president of the
Japan District Heating & Cooling Association, the Building Maintenance &
Management Center, and the Asia Institute of Urban Environment. He has also
served as chairman of the Japanese Society of Landscape Designs (his present
post), and has been a visiting professor at the University of Tokyo, chairman of the
Architectural Institute of Japan, dean of the Waseda University’s School of
Science and Engineering, and a member of the Science Council of Japan.

建命 の歌があります。これは、静

以降、日本という国のあり方やエネルギー

係が日本の文化を培ってきたのです。西は

かな賑わいがあり山々に包まれ安心できる

変わらないことで継続される文化、東は変

空間、安心できる国、しかも美しい国、それ

まっている。明治維新から続いてきた東京

わることで継承される文化ともいえます。祭

こそが大和の国…という意味です。都市も

への中央集権、一極集中の課題を指摘し、 祀を基として変わらないことで畏敬を集め

また、安心できて賑わって美しくなくてはい

美しい日本のあるべき姿を追求されてき

る「権威」と、幕府のような武力を背景にそ

けません。そういう都市づくりをすることが

た尾島俊雄氏に、これからの日本の都市

の時々で変わる「権力」の構造が日本には

建築にたずさわる者の役割だと思い、日本

あるのです。そう考えると、
「権威」の象徴

や世界各国の都市を歩きました。毎年20都

である天皇が東京の旧江戸城という「権

市ずつ5年間歩き、100都市を目標に歩きま

─東京への一極集中を懸念され続けておら

力」の場におられるのは相応しくありません。 した。そこで分かったのは、日本の地方都

れました。

京都を祭祀の首都として、大阪を経済の首

市の美しさです。それぞれの都市に、美し

私が提案しているのは首都の移転ではなく、 都とすることを考えてはどうでしょうか。近畿

い自然と二千年を超える歴史文化とコミュニ

首都機能の分散です。首都が持つ、政治、 圏と中京圏を合体させることで、東京圏とす

ティが存在しました。

経済、祭祀の機能を分散すべきなのです。 べての面で相互支援が可能になります。

地方都市は。この資産を有効活用しなけれ

日本は災害列島であることを自覚し、万一

そうすれば、万一の災害時にも2 極のどちら

ばいけません。日本は国際交流がまだまだ

首都が機能を喪失しても、他の都市が機能

かが機能をバックアップし、避難する人を一

足りません。観光客や留学生はもとより、研

をバックアップできるように国を設計し直す

時的に預かって災害後の復興を進めること

究者や技術者の国際交流も極めて少ない

べきなのです。

が可能になります。

状況です。地方都市は、もっと美しい都市

明治維新以前の日本では、東と西が拮抗す

景観を創りだし、国際交流による活性化を

ることで日本特有の文化を形成してきました。 日本各地にある「まほろば」

図るべきです。
江戸時代の日本は、行政の首都である江戸

日本は糸魚川─静岡構造線で東西に分か

尾島俊雄

やまと たけるのみこと

問題を根底から見直そうという機運が高

のありかたをたずねた。
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Toshio Ojima

れ、気候風土だけでなく、文化的にも大きな

─首都機能が分散された時の地方都市はど

と、祭祀や商業の首都である上方の二大都

違いがあります。この違いが共存しているこ

のようにあるべきなのでしょうか。

市と、200余りある藩が相互に自立していま

とが日本の活力を維持してきました。古くは、

古事記に「やまとは国のまほろば たたな

した。各藩は軍事も含めた自給自足を建前

Since the Great East Japan Earthquake on
March 11, 2011 and the accidents at Tokyo
Electric Power Co. Fukushima Daiichi Nuclear
Power Unit that followed, there has been a
growing mood in Japan toward rethinking the
ideal shape of the country and raising fundamental question about energy problems. This
issue of Architectural Design Report features an
interview with Mr. Toshio Ojima, Professor
Emeritus at Waseda University, who shared
his views on the ideal cities of the future in
Japan, and what a “beautiful Japan” would
look like. Mr. Ojima points out issues arising
from the centralization of power and overconcentration of people and industries in the
Tokyo Metropolitan area, a phenomenon which
has continued since the Meiji Restoration.

VKLSVEHWZHHQWKHIDUPLQJEDVHGFXOWXUHDQGWKH
IRUDJLQJEDVHGFXOWXUHEHWZHHQWKH+HLNHFODQDQG
WKH*HQMLFODQDQGEHWZHHQWKH.\RWREDVHG,PSHULDO
&RXUWDQGWKH(GREDVHG7RNXJDZD6KRJXQDWHOHG
WRWKHFXOWLYDWLRQRIDXQLTXHFXOWXUHLQ-DSDQ7KH
UHVXOWLVWKDWWKHFXOWXUHRIWKHZHVWLVD´SUHVHUYHGµ
FXOWXUHWKDWLVXQFKDQJLQJZKLOHWKDWRIWKHHDVWLVD
FXOWXUHWKDWLV´SDVVHGRQµWRVXFFHHGLQJJHQHUDWLRQV
E\FKDQJLQJ,Q-DSDQWZRNLQGVRIUXOLQJSRZHU
KDYHFRH[LVWHGSRZHUWKDWFRPPDQGHGUHVSHFWE\UH
PDLQLQJXQFKDQJHGEDVHGRQULWHVDQGSRZHUWKDW
FKDQJHGIURPWLPHWRWLPHWKURXJKIRUFHRIDUPV
VXFKDVWKDWRIWKH6KRJXQDWH,IZHWKLQNWKLVZD\
ZHFRXOGVD\WKDWLWLVLQDSSURSULDWHWKDWWKH(PSHURU
DVWKHV\PERORIWKHLPSHULDODXWKRULW\VWD\VDWWKH
IRUPHU(GR&DVWOHLQ7RN\RZKLFKLVWKHSODFHUHSUH
VHQWLQJ WKH SRZHU RI WKH 6KRJXQDWH +RZ DERXW
PDNLQJ.\RWRWKHFDSLWDOIRUULWHVDQG2VDNDWKHFDSL
WDOIRUHFRQRPLFDFWLYLWLHV",IWKH.LQNLDQG&KXN\R
UHJLRQV DUH FRPELQHG WKH UHVXOWLQJ DUHD DQG WKH
7RN\RDUHDFDQVXSSRUWRQHDQRWKHULQDOODVSHFWV
2QFHWKLVLVDFFRPSOLVKHGHLWKHURIWKHWZRSROHV
FDQSURYLGHDEDFNXSIRUWKHIXQFWLRQVRIWKHRWKHU
,QWKHHYHQWRIDGLVDVWHUDQXQDIIHFWHGUHJLRQFDQSUR
YLGHDWHPSRUDOVKHOWHUIRUGLVDVWHUYLFWLPVDQGSUR
PRWHUHVWRUDWLRQRIWKHDIIHFWHGDUHDV

You have expressed concerns about the excess
concentration of population and businesses in the
Tokyo area. Could you explain your concerns?
-DSDQLVDGLVDVWHUSURQHDUFKLSHODJLFVWDWHDQG,
EHOLHYHZHPXVWUHGHVLJQRXUFRXQWU\VRWKDWHYHQLI
WKHFDSLWDOFLW\FDQQRWSHUIRUPLWVIXQFWLRQVRWKHU
FLWLHVFDQVHUYHDVDEDFNXSE\WDNLQJRYHUWKHVHIXQF
WLRQV6RZKDW,·PVXJJHVWLQJLVQRWWKHUHORFDWLRQRI
WKHFDSLWDOLWVHOIEXWDGLVSHUVLRQRIWKHFDSLWDOIXQF
WLRQV7KHSROLWLFDOHFRQRPLFDQGULWXDOIXQFWLRQV
WKDWWKHFDSLWDODVVXPHVVKRXOGEHGLVWULEXWHGWRRWKHU
ORFDWLRQVDVZHOO
3ULRUWRWKH0HLML5HVWRUDWLRQ-DSDQ·VGLVWLQFWLYH
FXOWXUHZDVGHYHORSHGWKURXJKDULYDOU\EHWZHHQWKH
HDVWHUQDQGZHVWHUQSDUWVRIWKHFRXQWU\'HVSLWHWKLV
ULYDOU\WKHWZRDUHDVPDLQWDLQHGDIXQFWLRQDOEDODQFH
-DSDQLVVHSDUDWHGLQWRHDVWDQGZHVWE\WKH,WRLJDZD
6KL]XRNDJHRWHFWRQLFOLQH(DFKDUHDKDVLWVRZQFOL
PDWH DQG YHU\ GLVWLQFWLYH FXOWXUHV &RH[LVWHQFH
GHVSLWHWKHVHGLIIHUHQFHVKDVFRQWLQXHGWREHDVRXUFH
RI-DSDQ·VYLWDOLW\,QDQFLHQWWLPHVWKHWHQVHUHODWLRQ

Mahoroba is everywhere in Japan
If the functions of the capital are dispersed, what
kind of roles should provincial cities assume?
7KH.RMLNL 7KH$QFLHQW&KURQLFOHV LQFOXGHVD
SRHPE\<DPDWR7DNHUXQR0LNRWRZKRORQJHGIRU
KLV KRPHWRZQ RI <DPDWR 7KH SRHP UHDGV WKDW
<DPDWRLVDPDKRUREDPHDQLQJDFRPIRUWDEOHSODFH
WKDWLVWKULYLQJZLWKKXPDQDFWLYLW\\HWKDVDFDOPHQ
YLURQPHQWDQGLVDEHDXWLIXOSODFHVXUURXQGHGE\D
UDQJHRIPRXQWDLQV$FLW\PXVWDOVREHDFRPIRUWDEOH
SODFHZKHUHSHRSOHFDQOLYHDQGPDLQWDLQSHDFHRI

PLQG,WVKRXOGEHWKULYLQJZLWKDFWLYLW\DQGDOVR
EHDEHDXWLIXOSODFH,·YHDOZD\VWKRXJKWWKDWFUHDWLQJ
WKHVHW\SHVRIFLWLHVLVWKHUROHRIWKRVHZKRDUHHQ
JDJHGLQDUFKLWHFWXUH:LWKWKLVWKRXJKWLQPLQG,
WUDYHOHGWRPDQ\FLWLHVLQ-DSDQDQGWKHUHVWRIWKH
ZRUOG0\JRDOZDVWRYLVLWFLWLHVHDFK\HDUIRU
ILYH\HDUVYLVLWLQJFLWLHVLQWRWDO:KDWEHFDPH
FOHDUWRPHWKURXJKWKHVHWUDYHOVZDVWKHEHDXW\RI
SURYLQFLDOFLWLHVLQ-DSDQ(DFKFLW\KDVLWVRZQQDWXUDO
EHDXW\DQGDKLVWRU\RIPRUHWKDQ\HDUVDORQJ
ZLWKDULFKFXOWXUHDQGDFRPPXQLW\
3URYLQFLDOFLWLHVPXVWPDNHHIIHFWLYHXVHRIWKHVH
DVVHWVEXW-DSDQVWLOOODFNVLQWHUQDWLRQDOH[FKDQJH,Q
WHUQDWLRQDOH[FKDQJHLVYHU\OLPLWHGQRWMXVWIRUWRXU
LVWV DQG VWXGHQWV EXW DOVR IRU UHVHDUFKHUV DQG
HQJLQHHUV3URYLQFLDOFLWLHVVKRXOGFRQFHQWUDWHPRUH
RQFUHDWLQJEHDXWLIXOODQGVFDSHVDVZHOODVUHYLWDOL]
LQJWKHPWKURXJKLQWHUQDWLRQDOH[FKDQJH
-DSDQ LQ WKH (GR 3HULRG   KDG WZR
PDMRUFLWLHV³(GRDVWKHSROLWLFDOFHQWHUDQG.DPL
JDWD .\RWRDQG2VDND DVWKHFHQWHURIULWHVDQG
FRPPHUFH³DORQJZLWKQHDUO\VHOIVXSSRUWLQJ
KDQRUIHXGDOGRPDLQV:KLOHWKHVHIHXGDOGRPDLQV
ZHUH VXSSRVHGO\ VHOIVXIILFLHQW LQFOXGLQJ PLOLWDU\
SRZHUWKH\PDGHJRRGXVHRIWKHFLWLHVRI(GRDQG
.\RWR2VDND 7KH\ EXLOW D QHWZRUN WKURXJK WKH
VDQNLQNRWDLV\VWHPRIDOWHUQDWHDWWHQGDQFHRIIHXGDO
ORUGV LQ (GR DQG WKHLU UHVSHFWLYH WHUULWRULHV RU NR
DVVRFLDWLRQVEDVHGRQWKHVDPHIDLWKV 
(YHQWRGD\VHOIUHOLDQFHDQGLQWHUQDWLRQDOL]DWLRQ
DUHHVVHQWLDOUHTXLUHPHQWVIRUSURYLQFLDOFLWLHV$IWHU
:RUOG:DU,,-DSDQIRUPXODWHGWKH&RPSUHKHQVLYH
1DWLRQDO'HYHORSPHQW3ODQDVDPHDVXUHWRGHDOZLWK
WKHRYHUFRQFHQWUDWLRQRISRSXODWLRQDQGVRFLDOFDSLWDO
LQELJFLWLHVDQGWRHQVXUHWKHEDODQFHGGHYHORSPHQW
RIQDWLRQDOWHUULWRU\7KLVSODQOHGWRWKHFRQVWUXFWLRQ
RIDLUSRUWVDQGSRUWVWKURXJKRXW-DSDQ7RGD\
-DSDQ·VSURYLQFLDOFLWLHVDUHLQDSKDVHRIPDWXULW\
WKDWHQDEOHVWKHPWRPDNHJRRGXVHRIVRFLDOFDSLWDO

＊本誌では略称を用いています。また、敬称は略させていただきます。
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表紙写真：プラウドシティ神戸名谷（模型）
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と国元に屋敷を持っていたように、現代人も

示しているコンパクトシティです。ガソリンを

現状では低温で燃やす場合にダイオキシン

方法がありません。これがヒートアイランド現

CO2排出量を減らして低炭素の都市を実現

代や講によるネットワークも構築していました。 二拠点で居住すべきだと考えています。大

消費し、CO2を排出する自動車を減らし、公

が発生するということで、大都市と同じよう

象の要因の一つにもなっています。冷房や

するためには、熱供給パイプラインの整備
が必要でしょう。

としつつ、江戸と京・大坂を活用し、参勤交
現代でも地方都市の自立と国際化が求めら

都市に働き場所や住まいを持つと同時に、 共交通でスプロール化した都市をコンパクト

な環境省の公害規制が適用され、十分に

暖房の際に発生する熱を、冷却塔で大気に

れています。戦後、大都市への人口集中や

地方にも住居や墓を持つのです。住民票は

に再構築することで、歩いて暮らせる街を

能力が発揮できていません。ダイオキシン対

捨てているのです。これが環境を悪くし、エ

社会資本集中への対応策として進められた

大都市でも、戸籍は地方。財産は地方に蓄

創り出します。住宅は、集合住宅にすること

策のために、バイオマスをガス化して燃焼

ネルギー効率を悪くしています。熱を捨てる

のが、国土の均衡ある発展を図った「全国

え、税金も地方に納める。これにより、災害

で冷暖房に使うエネルギーが約1/5になると

するには100倍くらいコストがかかるのです。 ためには莫大なエネルギーが必要なのです。

総合開発計画」です。これによって、日本中

時のリスクを分散するだけでなく、長期の休

いう試算もあります。

地方はバイオマスが利用できるように法規

この熱を利用するために、都市の地下に熱

に98の空港、997の港湾が整備されました。 暇には地方でリフレッシュすることができま

大きな方向性としては都市がシュリンクして

制を改めるべきです。オーストリアでは、全

供給配管を張り巡らすことを提案しています。 れ、殖産興業と富国強兵の下に、西から天

す

やまと

く に

日本は世界の「まほろば」
近代日本は、明治維新に西洋文明を取り入

現在の地方都市は、これらの社会資本を活

す。大都市で働く人は「生け簀」で泳ぐ魚

コンパクト化していくのですが、その途中で

エネルギーの15％をバイオマスで賄い、小さ

CGS（コジェネレーション・システム）やゴミ

用する成熟社会の段階にあります。

と同じです。そこで働きはすれど、地方で自

限界集落が発生します。また、里山を守る

な地域暖房を面的に利用しています。

焼却で出る熱を、このパイプラインに集め、 戦による第二の開国では、再び東京を中心

分を取り戻すことも必要なのです。地方で

ためには飛び地のようなエリアも必要になる

必要とする人がこの熱を暖冷房や給湯など

に、東京・大阪を結ぶ太平洋メガロポリスを

大都市と地方都市が共存するための

国際交流や生涯学習、国際観光などに力

かもしれません。そこには太陽光や太陽熱

排熱を利用するネットワーク

に利用すれば、温熱と冷熱、両方のエネル

形成して、米国に次ぐ第二の経済大国にな

を貸すことが、地方に賑わいをつくりだしま

など自立分散型のエネルギー供給と最先端

ギーを削減できます。これが都市熱供給処

りました。ところが近年、アジア諸国が急速

「二拠点居住」

皇を迎えて東京一極集中を進めました。敗

す。今、日本に求められているのは、どのよ

の浄化槽を設けて、途中の給電インフラを

─バイオマスは、暖房にも利用されているの

理システムです。都市環境エネルギー協会

な近代化を推し進め、存在感を強めていま

─地方にある空港や公的建築は多すぎるよ

うな国を創っていくのかという日本人の覚悟

省くなどの工夫も必要でしょう。

ですか。

ではこのプランを50年間提案し続けていま

す。しかし、日本は「まほろば」であり、温室

うに思えるのですが。

です。それを世界中が注目しているのです。 地方都市のエネルギー供給にはバイオマス

バイオマス発電に限らず、火力発電でも原

すが、いまだに実現できていません。

効果ガス排出をゼロに近づけるだけのライ

2050年までに、地方都市では2,000万人以

新しい生活様式、ライフスタイルが求められ

発電・熱利用が最適だと考えています。バ

子力発電でも熱が出ます。この熱を有効活

ヨーロッパではエネルギーの面的利用が進

フスタイルや高い環境技術を持っています。

上の人口減が予測され、高齢化も進んでい

ているのです。

イオマスとは、植物などから得られた有機物

用する必要があります。私たちは電力のみ

み、デンマークでは国中に都市熱供給処理

日本は、
「世界をリードする日本文明」をグ
ローバルに発信していくべきだと思います。

をエネルギー源として利用する方法です。

を考えがちですが、エネルギー利用の約

システムを整備しています。マンハッタンにも

資本が無駄になってしまいます。東京から

新エネルギー「バイオマス」で

東日本大震災の被災地には、リアス式海岸

60％は熱利用なのです。発電時の熱や、電

同様の排熱利用ネットワークがあります。日

地方都市に機能を分散すると同時に人口も

発電と熱供給を

の周囲に山があり、間伐材などのバイオマ

気を利用した後の熱を利用する仕組みを考

本も社会全体のエネルギー消費量を減らし、 ─ありがとうございました。

ます。このままでは、せっかく整備した社会

スが多くあります。失業対策費を下草刈りや

えなければいけません。水で説明すると上

必要があります。その方法の一つが「二拠

─これからの低炭素社会都市のありかたとエ

間伐材の収集など、バイオマスを集めること

水道の水を使ったら下水道に流します。し

点居住」です。

ネルギーについてお話しください。

に回せば、豊富なバイオマスを利用すること

かし、都市には電力・ガスなど、エネルギー

江戸時代に参勤交代のために大名が江戸

低炭素社会の都市モデルは、政府も指針を

ができます。

の供給ネットワークはありますが、排出する

“Living in two places” helps facilitate coexistence of big cities and provincial cities

YHORSPHQWRIQHZZD\VRIOLYLQJRUQHZOLIHVW\OHV
LVQRZLQGHPDQG

It appears that there are too many airports and
public facilities in local areas.
%\WKH\HDUDSRSXODWLRQGHFUHDVHRIPRUH
WKDQPLOOLRQLVSURMHFWHGIRUSURYLQFLDOFLWLHVDQG
WKHFXUUHQWSRSXODWLRQLVEHFRPLQJPRUHDQGPRUH
HOGHUO\,IQRWKLQJLVGRQHWRFRSHZLWKWKHVHSURE
OHPVVRFLDOFDSLWDODFFXPXODWHGWRGDWHZRXOGDOO
EHFRPHDZDVWH:KLOHGLVWULEXWLQJIXQFWLRQVRIWKH
FDSLWDOIURP7RN\RWRRWKHUFLWLHVLQORFDOUHJLRQV
WKHSRSXODWLRQVKRXOGDOVREHGLVWULEXWHGWRUHYLWDOL]H
WKHORFDOUHJLRQV2QHRIWKHZD\VWRPHHWWKLVJRDO
LVZKDWZHFDOOWKH´OLYLQJLQWZRSODFHVµOLIHVW\OH
)HXGDOORUGVLQWKH(GRSHULRGKDGUHVLGHQFHVLQ
WZRORFDWLRQVRQHLQ(GRDQGWKHRWKHULQWKHLUKRPH
WRZQVGXHWRWKHV\VWHPRIDOWHUQDWHDWWHQGDQFH,Q
WKHVDPHZD\PRGHUQSHRSOHVKRXOGDOVRKDYHUHVL
GHQFHVLQWZRORFDWLRQVVXFKDVKDYLQJDUHVLGHQFH
DQGZRUNSODFHLQDELJFLW\ZLWKDQRWKHUUHVLGHQFH
DQGIDPLO\JUDYHVLWHLQDORFDODUHD$OWKRXJK\RX
PD\UHJLVWHU\RXUUHVLGHQFHLQDELJFLW\\RXUFHQVXV
UHJLVWUDWLRQFDQUHPDLQLQDORFDOUHJLRQ<RXFDQDF
FXPXODWHZHDOWKLQDORFDOUHJLRQDQGSD\WD[HVWKHUH
WRR7KLVVW\OHHQDEOHVGLVSHUVLRQRIULVNLQWKHHYHQW
RIDGLVDVWHUZKLOHKHOSLQJ\RXUHIUHVKLQDQDWXUDOHQ
YLURQPHQWGXULQJDORQJWHUPYDFDWLRQ7KRVHZKR
ZRUNLQDELJFLW\DUHOLNHILVKVZLPPLQJLQFLUFOHV
LQDFURZGHGDTXDULXP(YHQWKRXJKDELJFLW\LVDQ
LPSRUWDQWSODFHRIZRUNDORFDOUHJLRQSURYLGHVWKH
IUHHGRPWRPRYHDERXWUHIUHVKRQHVHOIDQGUHJDLQ
HQHUJ\0RUHRYHUE\OHQGLQJKHOSLQJKDQGVLQDUHDV
VXFKDVLQWHUQDWLRQDOH[FKDQJHOLIHORQJOHDUQLQJDQG
LQWHUQDWLRQDOWRXULVP\RXFDQDOVRKHOSORFDOFLWLHV
WRWKULYHDJDLQ:KDW-DSDQQHHGVQRZLVDFOHDUYLVLRQ
RIZKDWWKH-DSDQHVHSHRSOHZDQWWKHLUFRXQWU\WREH
DQGWKHLUUHVROYHWRPDNHLWDUHDOLW\7KHZRUOGLV
ZDWFKLQJKRZ-DSDQZLOOPHHWWKLVFKDOOHQJH7KHGH

Biomass—a new energy source to supply electricity and heat

HVWVDODUJHDPRXQWRIELRPDVVFDQEHSXWWRXVH
&XUUHQWO\GXHWRGLR[LQSUREOHPVFDXVHGZKHQ
ZDVWH LV LQFLQHUDWHG DW ORZ WHPSHUDWXUHV ELRPDVV
SRZHUJHQHUDWLRQFDQQRWEHSXWWRIXOOXVHDVLWLVVXE
MHFWWRWKH0LQLVWU\RIWKH(QYLURQPHQW·VSROOXWLRQ
UHJXODWLRQVDSSOLHGIRUODUJHFLWLHV,IELRPDVVLVWREH
LQFLQHUDWHGDIWHUKDYLQJEHHQFRQYHUWHGLQWRDJDVWR
FRXQWHUGLR[LQSUREOHPVLWFRVWVWLPHVPRUH7R
HQFRXUDJH SURYLQFLDO FLWLHV WR DGRSW ELRPDVV WKH
UHJXODWLRQVVKRXOGEHUHYLVHG,Q$XVWULDELRPDVVDF
FRXQWVIRUSHUFHQWRIWKHFRXQWU\·VWRWDOHQHUJ\
7KH\DUHLPSOHPHQWLQJDVPDOOELRPDVVEDVHGGLVWULFW
KHDWLQJV\VWHPIRUHIILFLHQWVKDUHGXVHRIHQHUJ\

QHHGLWZLOOUHVXOWLQUHGXFHGXVDJHRIERWKKRW
DQGFROGHQHUJ\7KLVLVKRZWKHGLVWULFWKHDWLQJDQG
FRROLQJV\VWHPZRUNV7KH-DSDQ'LVWULFW+HDWLQJ 
&RROLQJ$VVRFLDWLRQKDVFRQVLVWHQWO\SURSRVHGWKLV
SODQIRUWKHSDVW\HDUVEXWLWVWLOOKDVQ·WPDWHULDO
L]HG
'HSOR\PHQW RI DUHD HQHUJ\ QHWZRUNV KDV SUR
JUHVVHGUDSLGO\LQ(XURSHZLWKGLVWULFWKHDWLQJDQG
FRROLQJ V\VWHPV LQ SODFH WKURXJKRXW 'HQPDUN$
VLPLODUQHWZRUNRIXVLQJZDVWHGKHDWLVLQSODFHLQ
0DQKDWWDQ)RU-DSDQDVZHOODKHDWVXSSO\SLSHOLQH
ZLOOEHDEVROXWHO\QHFHVVDU\WRUHGXFHRXUVRFLHW\·V
RYHUDOOHQHUJ\FRQVXPSWLRQDQGEXLOGORZFDUERQ
FLWLHVE\UHGXFLQJ&2HPLVVLRQV

分散することによって、地域の活性化を図る
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Toshio Ojima

Could you speak about the low-carbon society of
the future and the issues of energy?
$PRGHOFLW\IRUDORZFDUERQVRFLHW\LVWKH´&RP
SDFW&LW\µWKHFRQFHSWIRUZKLFKWKH-DSDQHVHJRY
HUQPHQWDOVRVHWIRUWKJXLGHOLQHV7KHLGHDLVWRFUHDWH
DFRPSDFWZDONDEOHFRPPXQLW\E\UHGXFLQJFDUVWKDW
FRQVXPH JDVROLQH DQG HPLW &2 7RGD\·V FLWLHV
ZKLFKIDFHWKHSUREOHPRIXUEDQVSUDZOVKRXOGEHUH
EXLOWLQWRDPRUHFRPSDFWIRUPWKDWUHOLHVRQSXEOLF
WUDQVSRUWDWLRQ2QHHVWLPDWH VD\V WKDWPXOWLIDPLO\
KRXVLQJFRPSOH[HVFDQUHGXFHWKHFLW\·VHQHUJ\FRQ
VXPSWLRQIRUKHDWLQJFRROLQJWRDSSUR[LPDWHO\RQH
ILIWKRILWVFXUUHQWOHYHO
7KHPDLQGLUHFWLRQRIGHYHORSPHQWLVWRVKULQN
WKHVL]HRIFLWLHVDQGPDNHWKHPPRUHFRPSDFW%XW
LQWKHFRXUVHRIWKLVGHYHORSPHQWPDUJLQDOYLOODJHV
ZLOOHPHUJH$UHDVVXFKDVHQFODYHVPD\EHFRPHQHF
HVVDU\ WR SUHVHUYH XQGHYHORSHG ZRRGODQGV QHDU
FLWLHV,QDFRPSDFWFLW\GLVWULEXWHGHQHUJ\UHVRXUFHV
PD\EHQHFHVVDU\VXFKDVVRODUHQHUJ\ OLJKWDQGKHDW 
VRXUFHVDORQJZLWKVXFKLGHDVDVDQDGYDQFHGVHZDJH
WUHDWPHQWWDQNWRHOLPLQDWHWKHQHHGIRUFHUWDLQSRZHU
VXSSO\LQIUDVWUXFWXUH,EHOLHYHWKDWWKHXVHRIELRPDVV
IRUHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQDQGKHDWLQJV\VWHPVLVWKH
PRVWVXLWDEOHHQHUJ\VRXUFHIRUSURYLQFLDOFLWLHV%LR
PDVVLVDUHQHZDEOHHQHUJ\VRXUFHFRPSRVHGRIRU
JDQLF PDWHULDOV IURP SODQWV DQG RWKHU OLYLQJ
RUJDQLVPV,QDUHDVDIIHFWHGE\WKH*UHDW(DVW-DSDQ
(DUWKTXDNHWKHPRXQWDLQVVXUURXQGLQJWKHGHHSO\
LQGHQWHG ULD FRDVWOLQH SURYLGH VRXUFHV RI ELRPDVV
VXFKDVWLPEHUIURPIRUHVWWKLQQLQJ,IFRVWVVSHQWIRU
XQHPSOR\PHQWUHOLHIZHUHDOORFDWHGWRFROOHFWLQJELR
PDVVWKURXJKWULPPLQJXQGHUJURZWKRUWKLQQLQJIRU

Waste heat-based network
Is biomass used for heating too?
1RWRQO\ELRPDVVEXWDOVRWKHUPDODQGQXFOHDU
SRZHUJHQHUDWLRQHPLWVKHDW7KLVKHDWVKRXOGDOVR
EHXVHGHIIHFWLYHO\:KHQLWFRPHVWRHQHUJ\ZHXVX
DOO\SD\DWWHQWLRQRQO\WRHOHFWULFSRZHUEXWSHU
FHQWRIWKHHQHUJ\XVHLVDFFRXQWHGIRUE\KHDW:H
QHHGWRGHYLVHDV\VWHPWRPDNHXVHRIKHDWHPLWWHG
GXULQJHOHFWULFLW\JHQHUDWLRQRUDIWHUWKHXVHRIHOHF
WULFLW\,IZHWDNHZDWHUDVDQDQDORJ\WDSZDWHUDIWHU
LWVXVHLVGLVFKDUJHGLQWRDVHZHU%XWLQWKHFDVHRI
HQHUJ\DOWKRXJKDQXUEDQLQIUDVWUXFWXUHKDVDVXSSO\
QHWZRUNIRUHOHFWULFLW\DQGJDVWKHUHLVQRPHFKDQLVP
DYDLODEOHWRGLVFKDUJHLW7KLVLVRQHRIWKHFDXVHVRI
WKH´KHDWLVODQGµSKHQRPHQRQ+HDWHPLWWHGGXULQJ
KHDWLQJDQGFRROLQJLVGLVFKDUJHGLQWRWKHDLUE\FRRO
LQJWRZHUV7KLVGHJUDGHVWKHHQYLURQPHQWDQGUH
GXFHV HQHUJ\ HIILFLHQF\$Q HQRUPRXV DPRXQW RI
HQHUJ\LVQHHGHGWRGLVFDUGKHDW7RPDNHHIIHFWLYH
XVHRIWKLV´ZDVWHµKHDWZHDUHVXJJHVWLQJWKHGHSOR\
PHQWRIDZHERIXQGHUJURXQGKHDWSLSHVEHQHDWK
FLWLHV,IKHDWIURPFRJHQHUDWLRQV\VWHPVDQGLQFLQ
HUDWLRQRIJDUEDJHLVFROOHFWHGE\WKLVSLSHOLQHDQG
XVHGIRUKHDWLQJFRROLQJRUKRWZDWHUIRUSHRSOHLQ

Japan is a mahoroba place for the world
0RGHUQ-DSDQLPSRUWHGPDQ\DVSHFWVRI:HVWHUQ
FLYLOL]DWLRQDIWHUWKH0HLML5HVWRUDWLRQ8QGHUWKHVOR
JDQVRI´SURPRWLQJLQGXVWULDOGHYHORSPHQWµDQG´QD
WLRQDOSURVSHULW\DQGPLOLWDU\SRZHUµ-DSDQLQYLWHG
WKH(PSHURUWR7RN\RIURPWKHZHVWHUQUHJLRQDQG
SURPRWHGWKHFRQFHQWUDWLRQRISHRSOHDQGLQGXVWULHV
LQWKLVDUHD-DSDQ·VGHIHDWLQ:RUOG:DU,,OHGWRWKH
VHFRQGRSHQLQJRI-DSDQWRWKHZRUOG%\FRQVWUXFW
LQJWKH3DFLILFPHJDORSROLVFRQQHFWLQJ7RN\RDWWKH
FHQWHUZLWK2VDND-DSDQGHYHORSHGLQWRWKHVHFRQG
ODUJHVWHFRQRPLFSRZHULQWKHZRUOGDIWHUWKH86
,QUHFHQW\HDUVKRZHYHURWKHU$VLDQFRXQWULHVKDYH
EHHQWKHGULYHUVRIUDSLGPRGHUQL]DWLRQDQGKDYHLQ
FUHDVHGWKHLUSUHVHQFH6WLOO-DSDQKDVUHPDLQHGDQG
ZLOOFRQWLQXHWREHDPDKRUREDIRUWKHZRUOG,WKDV
DQ HFRIULHQGO\ OLIHVW\OH QHFHVVDU\ IRU DFKLHYLQJ
QHDU]HURJUHHQKRXVHJDVHPLVVLRQVDQGDGYDQFHG
HQYLURQPHQWDOWHFKQRORJLHV,WKLQNZKDWLVQHHGHG
IRU-DSDQLVWRVHQGDVWURQJPHVVDJHWRWKHZRUOG
WKDW´-DSDQ·VFLYLOL]DWLRQPDNHVLWDZRUOGOHDGHUµ
Thank you very much.

■ 全国の空港・飛行場と港湾

沖縄

苫小牧港
室蘭港

博多港

新潟港

北九州港
下関港
徳山下松港
広島港

仙台塩釜港

伏木富山港
姫路港

水島港

神戸港
成田国際空港
千葉港
東京港
清水港

大阪国際空港
大阪港
堺泉北港

東京国際空港
川崎港
横浜港
名古屋港
中部国際空港
四日市港

関西国際空港
和歌山下津港
空港・飛行場（うち第 1 種空港 5 港に 名称 を記す）
重要港湾（うち特定重要港湾 23 港に名称を記す）
出典：
『東日本大震災からの日本再生』
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KAWASAKI GATE TOWER

■ 川崎ゲートタワー

所 在 地 ／ 神奈川県川崎市幸区大宮町
施
主 ／ 川崎市住宅供給公社
建 築 設 計 ／ 清水建設株式会社
内 装 工 事 ／ パナソニックES集合住宅エンジニアリング株式会社
竣
工 ／ 2012年7月

©SS東京

キッチンからリビング・ダイニングを望む

2面に開口部が設けられ、パノラマビューが満喫できる広々としたダイニング・リビング

長寿命化タワーマンションの内装で
住空間をトータルにサポート
JR川崎駅西口大宮町地区に竣工した川崎ゲートタ
ワーは、地上22階、110戸の分譲マンション。数世代
にわたって住み続けられるように計画され、内装や設

RECENT PROJECTS
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川 崎 ゲ ートタワ ー

KAWASAKI GATE TOWER

いる。
このため、神奈川県初の「長期優良住宅先導事
業」
に採択され、CASBEE川崎の最高ランクであるS
ランクも取得している。
「バス、
キッチン、洗面などの住
宅設備をはじめ、
フローリングなどのインテリアをトータ
ルにコーディネイトする内装部分のサブコンストラク
ターとして、パナソニックES集合住宅エンジニアリン
グ株式会社とは設計段階からタッグを組んだ。
このた
め、豊富なバリエーションが準備でき、
オプションにも
柔軟に対応できた」
と清水建設株式会社横浜支店
工事長の大橋成基 氏。
「内装施工だけでなく、住空間
の提案や躯体工事と平行する内装施工の工程提案、
これらを含めた管理プロセスも評価している」
と語る。

5

The Kawasaki Gate Tower constructed in the Omiya-cho
district close to JR Kawasaki Station’s west exit is a 22floor building with 110 condominiums. The building was
planned for families to be able to live in over generations with interior designs and equipment specially
made to accommodate maintenance and updates
easily. This feature allowed the condominium building
to be designated Kanagawa Prefecture’s first advanced
sustainable housing project, and also received the
CASBEE (Comprehensive Assessment System for Built
Environment Efficiency) Kawasaki’s highest S-rank
certification. “As the sub-constructor responsible for
total construction of flooring and other interiors, Panasonic Eco Solutions Condominiums & Apartments
Engineering began collaborating with us as early as the
design stage. This made it possible to offer many variations and respond flexibly to options.” Shimizu
Corporation Yokohama Branch’s construction manager
Mr. Narumoto Ohashi stated “instead of simply dealing
with interior construction work, they offered various
proposals about living environments and interior decorating processes to be carried out in parallel with the
building frame construction. We really appreciate and
give high marks to Panasonic Eco Solutions’ comprehensive management capabilities including proposals.”

お手入れしやすいバスルーム

カラーコーディネイトされた洗面化粧台

MB・PS
玄関
浴室
洗面室

WIC

トイレ

洋室（1）
（約 6.6 畳）

廊下

洋室（2）
（約 5.4 畳）

バルコニー

備に対しては、管理・更新が容易な構造が採用されて

Offering total living support interior design for
sustainable tower condominiums

キッチン
（5.6 畳）

リビング・ダイニング
（約 16.9 畳）
N

バルコニー

専有面積/ 77.17m2 バルコニー面積/ 15.73m2

主 な 設 備

●LS-i KITCHEN
●i-X DRESSING
●i-X BATHROOM

●i-t フローリング
●ディスポーザー
「夢厨房」
●IHクッキングヒーター

●食器洗い乾燥機
●トイレカウンター

6

PROUD CITY KOBE MYODANI

■プラウドシティ神戸名谷
所
事

在
業

施
竣

地 ／ 兵庫県神戸市須磨区西落合
主 ／ 野村不動産株式会社、神鋼不動産株式会社、
近畿菱重興産株式会社、MID都市開発株式会社
工 ／ 株式会社 長谷工コーポレーション
工 ／ 第2工区は2014年3月竣工予定

外観
（完成予想図）

メンテナンスに配慮して南側斜面に設置された太陽電池モジュール
（完成予想図）

お手入れしやすいエコナビ搭載の
3口IHクッキングヒーター

エネミエール（上）
とカラー
モニター付インターホン
（左下）

エコナビ搭載・高効率エアコンをリビングに標準装備することで床暖房設備を不要としている。
写真は、専有部の家電製品やLED照明器具の消費電力をリアルタイムに計測しているモデルルーム

太陽光発電システムとリチウムイオン蓄電池で
停電時にも共用部照明とエレベータを稼働予定
1970年代に神戸市を代表するニュータウン建設が
始まった。
その一つが須磨区名谷。
その中心にあたる
神戸市営地下鉄「名谷」駅から徒歩4分の場所に総

RECENT PROJECTS
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プ ラ ウドシ ティ神 戸 名 谷
PROUD CITY KOBE MYODANI

なこだわりの中で特 徴 的なのは、プラウドのエコビ
ジョン。
「 へらす」
「 つくる」
「いかす」
をキーワードに、環
境との共生が考えられている。
その「つくる」
を代表す
るのが、太陽光発電システム（15kW）
とリチウムイオ
ン蓄 電 池（4kWh）の 創 蓄 連 携システム。万 一の停
電時には、共用部照明とエレベータを稼働する計画。
ターゲットは第一次取得層と熟年層で、モデルルー
ムはターゲットを明確にした上で、広さの異なる3室を
配置してライフスタイルを提案。
その1室では、LED
照明やエアコン、冷蔵庫などのエコナビ搭載家電を
実際に稼働し、
どれくらいの省エネが図れるかを
『エ
ネミエール』
でリアルタイムに表示している。

Employing PV system and lithium-ion batteries
for common-area lighting and
elevator operation during power failure
The construction of Kobe City’s representative New
Towns began in the 1970s and Myodani in Suma Ward
is one of them. Shortly making its debut will be a new
large-scale residential complex with 434 condominiums situated just a four-minute walk from Myodani
Station on the Kobe City Subway Line, right at the
town’s center. Even among the discerning features of
the Proud City Kobe Myodani condominium, the most
distinctive is the eco vision it has adopted. The key
concept of “Reduce, Generate and Leverage” was
designed for coexisting in harmony with nature. Most
representative of “generate” is the energy creationstorage linked system combining a PV system (15kW)
and a lithium-ion battery system (4kWh). A plan for
using this linked system to operate lighting in the
common areas and elevators in the event of blackout is
also ready.
This property targets first time condominium buyers
as well as senior citizens, with three model home
plans, designed to suggest suitable lifestyles for clearly
specified target customers. At one such model home,
the LED lights and the ECONAVI air conditioner and refrigerator are in actual operation, showing the amount
of energy saving on the Energy Monitor in real time.

モデルルームに採用されている、色温度が変えられるLEDシーリングライト

N

戸数434戸の大規模分譲住宅が誕生する。
さまざま

玄 関 横に設 置された
370Lエコキュート

キッチン
（3.4 畳）

リビング・ダイニング
（約 12.5 畳）

WIC

洋室（1）
（約 6.5 畳）

廊下

SK

洋室（3）
（約 5.0 畳）

CL

洗
面
室

専有面積/ 70.80m2

物入

浴室

玄関
下足入

トイレ
PS
CL

MB

洋室（2）
（約 5.0 畳）

バルコニー面積/ 12.00m2

主 な 設 備

●太陽光発電システム「HIT233」
●エアコン
（エコナビ搭載） ●カラーモニター付
●リチウムイオン蓄電池
●エコキュート
（370L）
インターホン
●IHクッキングヒーター
（エコナビ搭載） ●エネミエール
●浴室乾燥機

VIVACITY SUWAMACHI 2BANKAN

■ビバシティ諏訪町弐番館
所 在
建 築
建 築 工
竣

地 ／ 長崎県長崎市諏訪町
主 ／ 東栄不動産株式会社
事 ／ 西部建設株式会社
（予定）
工 ／ 2013年2月

外観
（完成予想図）

©東栄不動産株式会社

②

©東栄不動産株式会社

屋上に設置された太陽電池モジュール HIT233
（ 140枚）

①

①屋上に設置された太陽電池モジュールによる電力が、照明や各種電化機器に供給される

③

②保温浴槽が採用されたバスルーム
③汚れにくい有機ガラス系新素材の洗面カウンター
ベランダに設置されたエコキュート
（370L）

屋上に設置した太陽光発電システムの電気を
集合住宅の専有部に供給
長崎市中心部のショッピングエリア、諏訪町に計画さ
れたビバシティ諏訪町弐番館は、地上8階・総戸数28
発電システムを採用していたが、共用部の電力供給
RECENT PROJECTS
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ビ バ シ ティ諏 訪 町 弐 番 館
VIVACITY SUWAMACHI 2BANKAN

に限られていた。今回採用したのは太陽光発電の電
力を専有部に供給するシステムで、環境やエコに対す
る意識を高めるため、以前から取り組みたかった」
と東
栄不動産株式会社 企画室主任 田瀬直也氏は語る。
太陽電池モジュールHIT233 140枚を屋上に設置し、
一戸あたり5枚（1.16kW）
を専有部で利用。太陽光発
電システムから得た電気は住戸内の照明や家電など
に利用するだけでなく、電力会社に売電も可能。
また、
発電量や売電量はエネルギーモニタによってリアルタ
イムに確認することもできる。分譲マンションとして専
有部に太陽光発電システムを採用するのは長崎県で
初めてということもあり、大きな関心を集めている。

9

In the commercial district in central Nagasaki City,
Vivacity Suwamachi 2-Bankan is an eight-story
building consisting of 28 condominiums. “We had
applied PV systems in three apartment buildings,
but the electricity supply was limited to only the
common areas. The system for Vivacity is capable
of supplying electric power to the individual condo
areas, so we had wanted to implement it for years
to enhance the ecological awareness of residents,”
says Mr. Naoya Taze, chief planner of Touei Real
Estate Co., Ltd.
The system consists of 140 PV modules installed
on the building’s rooftop deck, each condominium
allotted five modules to supply 1.16kW power to its
own area. The PV generated electricity can be used
to power each condominium’s lighting and appliances with any surplus able to be sold to a utility
company. An energy monitor provides realtime
indication of power output and the amount of power
sold. Being the first condominium building in Nagasaki Prefecture to use a PV system for supplying
power to individual units, Vivacity is drawing a great
deal of attention.

シ ス テ ム 概 念 図

分電盤
パワーコンディショナー （別途電気工事）

売電メーター

1世帯分の発電

太陽電池
モジュール

電力会社

戸の集合住宅。
「これまでも3棟の集合住宅に太陽光

Supplying electricity from rooftop PV system to
individual condominium units

太陽光発電システムの発電量や売電量が
「見える化」できるエネルギーモニター
（左上）

各電化機器

エネルギーモニター

各住戸

主 な 設 備

●太陽光発電システム「HIT233」
●i-X DRESSING
●i-X BATHROOM
●浴室換気乾燥機

●エネルギーモニター
●ハンズフリーインタホン
●エコキュート
（370L）
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“HANANOKI” RESIDENTIAL HOME FOR THE AGED

■ 住宅型有料老人ホーム 花の樹
所
建
設
建
竣

在
築

地 ／ 愛知県豊川市寿通
主 ／ 有限会社 ライズ
計 ／ 山旺建設株式会社 一級建築士事務所
設 ／ 山旺建設株式会社
工 ／ 2012年7月

シンプルな動線に沿って各居室が配置され、床面にレールのない上吊り引き戸が採用されている

各居室はゆったりしたスペースが確保され、引き戸や収納扉はエクセルダーク柄に統一されている
（二人部屋）
車いすでも通りやすい2枚連動引き戸が採用されているトイレのドアも上吊りタイプ

安全・安心な空間グレードの高いインテリア
『入所から入居へ』をコンセプトに建設された『花の
樹』は、一人部屋40室に加えて、豊川市では数少ない、
二人部屋が 4 室設けられた住宅型有料老人ホーム。
これまでの施設にありがちな、食事時間などの細かな
規則を取り払い、カラオケルームやリラクゼーション
RECENT PROJECTS

住宅型有料老人ホーム
HANANOKI

室を設けるなど、老後を楽しく暮らせる場所として計

04

花の樹

RESIDENTIAL HOME FOR THE AGED

画された。建設にあたっては、入居者の毎月の利用費
用を極力抑えるように、コスト面から施設全体が考え
られた。この考えに沿って、設計面でも外観をシンプ
ルにするなど、コストマネジメントが徹底されたが、各
居室は他施設と比較しても広く、リゾートホテルのよ
うなインテリアとなっている。内装では、指はさみに配
慮して、ソフトクローズ機構付の引き扉を採用。上吊
り引戸にすることで、床面にレール溝がなく、すり足で
歩きがちな高齢者が足の指を挟む事故の防止に配慮。
扉や建具の色調はエクセルダーク柄に統一され、オ
フホワイトのインテリアにアクセントを与えている。
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High-grade interiors with
enhanced safety and security
Built with the focus on providing comfortable
living for aged people, the HANANOKI residential home has four two-person rooms (not
many in managed care homes found in Toyokawa City) in addition to 40 one-person rooms.
Free from petty rules for time management
and scheduled mealtimes, the HANANOKI
home was designed to help seniors enjoy living
their golden years and provides even karaoke
and relaxation rooms. To keep monthly payment fees as low as possible for residents, cost
management was applied right from the start
of construction. Based on this concept, the
exterior appearance stays simple, yet resident
rooms are spacious, with more space than
found in similar facilities, and feature hotellike high-grade interiors. Sliding doors with a
soft closing mechanism prevent residents
from inadvertently shutting the door on their
fingers. They are also the hanging type without
track grooves so that aged people who often
shuffle their feet will not catch their fingers.
The doors and furniture are finished in a chic,
unified Excel Dark tone which accentuates the
pleasant ecru interiors.

ハナミズキなど、季節の花の樹が植えられた中庭に面している1階食堂と収納扉

主 な 設 備

●高齢者施設向け建材商品
・居室入口
上吊り片引戸
・居室内トイレ 1間3枚連動片引戸
・共用部トイレ 1間2枚連動片引戸

●リビエシリーズ
・共用部トイレ 折れ戸
・共用部収納 3枚シンクロ引戸
・居室部収納 クローゼット扉レセンテ
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KOMAGAMINE ELEMENTARY SCHOOL, SHINCHI-MACHI

■ 新地町立駒ヶ嶺小学校

所 在 地 ／ 福島県相馬郡新地町駒ヶ嶺
施
主 ／ 新地町
システム設計 ／ 株式会社 ラティオインターナショナル
システム工事 ／ パナソニックESエンジニアリング株式会社
システム竣工 ／ 2012年9月

②

③

①

①各学年の教室がある教育棟の屋上に設置された太陽電池モジュール

災害時の電力インフラと環境教育に貢献
コカ・コーラ復 興 支 援 基 金は、東日本 大 震 災で被
災した岩手県、宮城県、福島県の公立小中学校に
太陽光発電システム設置の費用助成を決定。2011
年 11月、文部科学省の支援とともに第一期対象校
05

新 地 町 立 駒ヶ嶺 小 学 校
KOMAGAMINE ELEMENTARY SCHOOL, SHINCHI-MACHI

11 校が決定され、福島県相馬郡新地町は 3 小学校
と1 中 学 校、全ての小 中 学 校が採 択された。新 地
町 立 駒ヶ嶺 小 学 校はその一つ。ここに、太 陽 光 発
電システム（20kW）と蓄 電 池（15kWh）、これを
最適制御する創蓄連携システムが導入された。災
害時には、蓄電池の電力により非常用 LED 照明を
点灯し、避難所になる体育館と防災基地となる職員
室に非常用コンセントから電力を供給。震災で強く
求められた情報アクセスに配慮されている。新地町
では以前よりICT を用いた教育に熱心に取り組ん
でおり、今後は ICT の活用により、エネルギーを中
心とした環境教育の活発化が計画されている。
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15kWhのリチウムイオン蓄電池を備えた蓄電システム

職員室に設置された
非常用LED照明器具

停電時には非常用コンセントに出力が自動的に切り替わる
持ち出しが可能な蓄電ランタンも装備されている

④

②教育棟に設置された
「見える化」サイネージ ③訪れる市民が見えるよ
うに通路側にも設置されている ④小学生に親しみやすいデザイン

被災地の小学校に創蓄連携システムを導入し

RECENT PROJECTS

太陽光システム盤

Energy creation-storage linked system
installations in disaster-affected schools
improve electric power infrastructure and
enhance environmental education
The Coca-Cola Japan Reconstruction Fund assists financially for
installing PV systems in public elementary and junior high
schools in Iwate, Miyagi and Fukushima prefectures affected by
the Great East Japan Earthquake. In November 2011, eleven
schools were selected to receive Coca-Cola’s first-stage subsidies as well as support from the Ministry of Education, Culture,
Sports, Science and Technology. All three elementary schools
and single junior high school in Fukushima’s Shinchi-machi
district were selected as subsidy recipients. Among them is the
Komagamine Elementary School, with an installation of a PV
system (20kW), a storage battery system (15kWh) and an energy
creation-storage linked system that optimally controls PV and
storage battery systems. In case of disaster, electric power
stored in the storage battery system will be used to turn on
emergency LED lighting. Power is also supplied to the gymnasium which is designated an evacuation center, and the faculty’s
office which will serve as the disaster prevention base via the
emergency outlets. This also makes it easier to access information, which is a critical necessity when coping with a disaster.
Shinchi-machi has also been actively involved with education
through the use of information and communication technology
(ICT) and is planning to activate environmental education centering around energy issues by making maximum use of ICT.

シ ス テ ム 構 成 図

太陽光発電モジュール

一般回路

LED照明
系統電力

太陽光
システム盤

分電盤

非常用
コンセント

受変電装置
職員室

体育館
非常時回路

リチウムイオン蓄電システム盤

サイネージ
（昇降室）

サイネージ
（通路）

主 な 電 気 設 備

●太陽光発電システム「HIT233」
●リチウムイオン蓄電池
●パワーステーション

●LEDダウンライト
●LED蓄電ランタン
●非常用コンセント
●デジタルサイネージ
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“EMERALD ACE” HYBRID CAR CARRIER

■ハイブリッド自動車運搬船 エメラルドエース

施
主 ／ 株式会社 商船三井
造
船 ／ 三菱重工業株式会社
システム設計 ／ パナソニック株式会社
竣
工 ／ 2012年6月

甲板に設置された160kWの太陽電池モジュールHITダブル
（出力210W×768枚）

全長199m、全幅32.26m、高さ34.52mのハイブリッド自動車運搬船は6,400台の小型車が搭載可能

太陽電池と蓄電システムを搭載し
停泊時のゼロ・エミッションをめざす
2012 年 6月、商船三井と三菱重工業、パナソニック
の共同開発によるハイブリッド給電システムを搭載し
たハイブリッド自動車運搬船『エメラルドエース』が竣
工した。ハイブリッド給電システムとは、160kW の太
06

ハ イ ブリッド自 動 車 運 搬 船
エメラ ルド エ ー ス

EMERALD ACE HYBRID CAR CARRIER

陽電池と2.2MWh のリチウムイオン蓄電池を組み合
わせたもの。航行中は太陽光発電システムによる電
力を蓄電池に蓄え、停泊中に太陽電池と蓄電池から
の電力のみで船内の電力をまかない、ゼロ・エミッショ
ンをめざしている。耐塩害や耐風圧などの耐候性を
考え、太陽電池モジュールには両面が強化ガラスで
覆 わ れ た 両 面 発 電 が 可 能 な HIT ダブ ル（出 力
210W）を採用。2.2MWh の蓄電池は電池セルをモ
ジュール化して船底に搭載し、船の姿勢を安定させる
固定バラストとして利用。電池の安全性を確保するた
め、蓄電池モジュールごとに難燃性の仕切りを設置し、
蓄電池監視システムによって状態を監視している。
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June 2012 saw the completion of a hybrid car carrier
vessel named “EMERALD ACE,” a joint development
project by Mitsui O.S.K. Lines, Mitsubishi Heavy Industries and Panasonic. This ship incorporates an onboard
hybrid electric power supply system that consists of
solar modules (160kW) and lithium-ion batteries
(2.2MWh). When the ship is underway, the power
generated by the PV system is stored in the lithium-ion
batteries. While anchored, the ship’s onboard electricity requirements are accommodated solely by the
solar module-generated power and battery-stored
power, aiming for zero carbon emissions in harbor.
The PV system installed in the vessel employs
Panasonic's bifacial solar modules with maximum
power of 210W, which can generate electricity from
both sides of the modules because of solar cells sandwiched between reinforced glass. The solar modules
are also resistant to salt corrosion and wind pressure.
Lithium-ion cell modules are located at the bottom of
the ship so they can serve as fixed ballast to stabilize
the vessel. To maintain the safety of batteries, battery
modules are separated from each other by a nonflammable partition and observed by the storage battery
monitoring system.

蓄電システムを管理するため、52台あるバッテリー
ユニットの充放電状態などを監視・制御する画面

シ ス テ ム 構 成 図

160kW

AC450V
パワーコンディショナ

HITダブル

充電用配線
No.01
52台

DC250V

DC700V

No.02

AC450V

主配電盤

RECENT PROJECTS

Aiming for zero carbon emissions from ships at
anchor through solar modules and
storage batteries

312本の蓄電池を1モジュールとし、
20モジュールを組み込んだ電池ユニット
52台が船底に搭載されている

No.52
電池ユニット

DC/DCコンバータ

インバータ
AC450V
ディーゼル発電機

主 な 電 気 設 備

●太陽光発電システム「HITダブル」
●リチウムイオン蓄電システム
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■ポケモンアドベンチャーキャンプ

TOPICS

所 在 地 ／ 三重県桑名市長島町浦安
施
主 ／ 長島観光開発株式会社
システム設計 ／ 株式会社 ポケモンコミュニケーションズ
システムインテグレータ／ 株式会社 アイ・エム・ジェイ
オ ー プ ン／ 2012年7月

『ポケモンアドベンチャーキャンプ』に
LED照明器具を用いた可視光通信システムを導入
可視光通信システムとは、人間に見える光を使ってデジタ
ル信号を伝える通信技術。LED 照明、ディスプレイ、看板
などのさまざまな光源を発信源とすることができ、光に携
帯端末をかざすだけで情報を受け取ることができる。
ナガシマスパーランド内にオープンした、大型ウォークス
ルーアトラクション『ポケモンアドベンチャーキャンプ』は約
2,000m2 の屋内型アミューズメント施設。アトラクションエ
リアは、先進のデジタル技術が投入されたポケモンとの冒
険を疑似体験できる空間。15 種類あるエンターテイメント
ゲームの一つが『古代遺跡の不思議な光』で、石柱を照
らす不思議な光に石板型端末をかざして謎を解き、ポケモ
ンを集めるゲーム。これに可視光通信システムが採用され
ている。石板型端末に出されたクイズをもとに、正解と思
える石柱を照らす光（可視光通信機能付きLED 照明器
具から出る光信号）に専用受信モジュールが内蔵された
石板型端末をかざすことでゲームを進める。
可視光通信技術は、電波では難しかった細かなエリアのセ
グメントが容易にでき、1m 前後の精度で位置情報が検知
できるため、GPS が届かない屋内などでの利用が期待さ
れている。

ＬＥＤ照明の光に石板型端末をかざすと位置情報を取得する

天井に設置された専用LED照明器具
（上）
LED照明のIDを取得するとロケーションサーバから表示データを受信する
（下）

9LVLEOHOLJKWFRPPXQLFDWLRQV\VWHP
XVLQJ/('OLJKWLQJIL[WXUHVLQVWDOOHGDW
3RNpPRQ$GYHQWXUH&DPS
$YLVLEOHOLJKWFRPPXQLFDWLRQV\VWHPXVHVOLJKWWKDWLVYLVLEOH
WRKXPDQH\HVIRUGLJLWDOVLJQDOWUDQVPLVVLRQ/LJKWVRXUFHV
VXFKDV/('OLJKWLQJIL[WXUHVDVZHOODVGLVSOD\DQGVLJQDJH
OLJKWVRXUFHVFDQEHXVHGIRUWUDQVPLWWLQJDQGVLJQDOVFDQEH
UHFHLYHGVLPSO\E\SODFLQJDPRELOHWHUPLQDOXQGHUDOLJKW
VRXUFH
7KH 3RNpPRQ $GYHQWXUH &DPS ORFDWHG LQ 1DJDVKLPD
6SDODQGLVDODUJHVFDOHZDONWKURXJKDWWUDFWLRQKRXVHGLQD
PGHGLFDWHGLQGRRUIDFLOLW\7KHDWWUDFWLRQDUHDXWLOL]HV
VWDWHRIWKHDUWGLJLWDOWHFKQRORJ\IRUYLVLWRUVWRHQMR\DVLPX
ODWHG DGYHQWXUH ZLWK 3RNpPRQ 2QH RI  HQWHUWDLQPHQW
DGYHQWXUHJDPHVLVFDOOHGWKH´0\VWHULRXV/LJKWRI$QFLHQW
5XLQVµ 7KLV LQYROYHV DQVZHULQJ TXL] TXHVWLRQV RQ D VODWH
WDEOHWWHUPLQDOWRFROOHFW3RNpPRQ3DQDVRQLF·VYLVLEOHOLJKW
FRPPXQLFDWLRQ V\VWHP LV XVHG IRU WKLV DWWUDFWLRQ$ SOD\HU
KROGV XS WKH VODWH WDEOHW WHUPLQDO ZLWK D EXLOWLQ UHFHLYHU
PRGXOH RYHU WKH LOOXPLQDWHG VWRQH SLOODU ZLWK OLJKW VLJQDO
HPLWWHGIURPDQ/('OLJKWLQJIL[WXUHFDSDEOHRIYLVLEOHOLJKW
FRPPXQLFDWLRQ WKDWWKHSOD\HUWKLQNVLVVKRZLQJWKHFRUUHFW
DQVZHU
9LVLEOHOLJKWFRPPXQLFDWLRQWHFKQRORJ\PDNHVLWHDV\WR
VHJPHQWHYHQVPDOODUHDVWKDWFRQYHQWLRQDOUDGLRFRPPXQL
FDWLRQ WHFKQRORJ\ KDV GLIILFXOWLHV ZLWK 7KH SRVLWLRQ
LQIRUPDWLRQ GHWHFWLRQ FDSDELOLW\ ZLWK DSSUR[LPDWHO\ P
SUHFLVLRQKROGVPXFKSURPLVHIRULQGRRUXVHRIWKLVWHFKQRO
RJ\VRPHWKLQJ*36FDQQRWDFFRPSOLVK
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可 視 光 通 信 に よ る 位 置 特 定 精 度

シ ス テ ム 概 念 図

粗い
精度

無線LAN
屋外GPS

ID:1

ロケーションサーバ

ID:2
LED照明

10m~

屋内GPS

ID:2の
下にいる
1

光の明暗

可視光通信

照明器具の配置に依存

A
2

ID:2なら、
Aを表示

3

Aが表示される

1m~

QRコード
Felica

屋外

屋内

1cm~

A

細かい
電波と比較して指向性が高く、照明器具の配置エリアで区切った情報提供が容易

①
石柱を照らす光には位置情報を示すIDが割り当てられている

②

③

④

① 石板型端末に、
ポケモンの
クイズを出題
② 正解と思われる光の下で
石板型端末をかざす
③「正解」
または
「残念」の
メッセージを表示
④ 次のクイズが出題され、
クイズ
終了後、次のアトラクションに
進むヒントの地図を画面に表示

©2012 Pokémon. ©1995-2012 Nintendo/Creatures Inc./GAME FREAK inc.
ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。
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G LO B A L R E P O RT

CELEBRATION, FLORIDA
=VS
<:(

Landscapes with Traditional American Taste

セレブレーション・フロリダ
vol.3

古き良きアメリカをイメージした街のデザイン
セレブレーションは1940年 代のアメリカ

さらに、都市景観の統一性を保つために

応じてカスタマイズしたり、多 彩なオプ

南 東 部のノスタルジーを感じさせる古き

住区ごとにふさわしい'40年代のアメリカ

ションも用意されているので、多くの人が

良きアメリカを、現 代に作り出そうとして

南東部でよく見られた建築様式が用意さ

この方式を採用しているという。現在は、

設 計された。このため、住 宅 はマスター

れている。その様 式とは、コロニアル、ビ

タウンアーキテクトが建 物の色 彩も含め

アーキテクトが 設 計したガイドラインに

クトリアン、ジョージア、フレンチ、コース

た 審 査 を 行 い、都 市 景 観 の 統 一 感 を

沿って、建築様式や色などが厳密に決め

タル、クラフトマン、クラシカル、グリーク

保っている。

られている。

の8種 類。土 地を購 入した人は自分の嗜

セレブレーションの 住 宅を見て気 づくの

また、各住区は住宅の規模によって分け

好に合った住宅のデザインを選ぶことが

は、ほぼ全ての家の軒先にポーチが備え

られている。規模の小さいものから、バン

できるが、同じデザインの 住 宅を隣に建

付けられていること。かつてのアメリカの

ガローホーム、ガーデンホーム、コテージ

てることはできない。これは、同じような

ように家 の 前で家 族とくつろぎ、近 所 の

ホーム、ビレッジホーム、マナーホーム、

家が続くことで単 調な街 並みにならない

人と言葉を交わすための場所として基本

エステートホームがあり、集合住宅ではコ

ように配 慮したためで、セレブレーション

的にポーチを設けるように決められてい

ンドミニアム、タウンホームと、大きく分け

の基本計画段階にマスタータウンアーキ

る。また、ポーチはそこで暮らす人が街を

て8つ の 規 模 の 住 宅がある。これらが 各

テクトによって決められた。セレブレーショ

見 渡す場 所でもあり、外 部から見 知らな

住区ごとにまとめられているので、通りご

ンでは街 のデザインコードに従っている

い人が街 区に進 入することを見 張り、子

とに住宅の規 模が変化し、街の中を歩く

なら設計は自由である。しかし、各個人が

供たちを見 守る、犯 罪を抑 止する装 置と

ことにより景 観 の 変 化が 楽しめるように

街並みにあった住宅を設計するのは多く

しても捉えられている。ポーチは米 国 人

計 画されている。また、所 得 層 の 近い住

の 労 力を必 要とする。このため、セレブ

にとって、古き良きアメリカのシンボルな

民が 接して住むことにより、近 隣 の 絆を

レーションでは設 計 図をメニュー方 式で

のかもしれない。

強めることも計画されている。

提 供する方法が採用されている。希望に

Celebration seeks to recreate the traditional atmosphere of Southeastern towns in the
1940s and blend it with modern architecture. As such, the color scheme and architectural style of housing designs are strictly regulated by the master architect’s guidelines. Celebration’s Villages are classified by the scale of homes. Eight categories of
residential offerings are available from small to large: bungalow, garden, cottage,
village, manor and estate homes, along with townhomes and condominiums. Since
each Village comprises homes of the same scale, the scale of housing varies according
to the street, providing pleasant changes in landscape for walkers. This way of
planning also results in people living close to others in a similar income group, so
many residents find it easier to build stronger ties with neighbors.
To maintain consistency and unity throughout the town’s landscape, eight Southeastern architectural styles of the 1940s are permitted for exteriors in Celebration.
These include Colonial, Victorian, Georgian, French, Coastal, Craftsman, Classical and
Greek. People who purchase land may choose any design for their homes depending
on their preference, but houses of the same design cannot exist side by side. This
regulation was set forth by the master plan architects in the initial planning stage to
avoid a monotonous urban landscape of similar house designs lined up in a row.
In Celebration, owners can build a custom home as long as it abides by the design
code of the town. In practice, however, this is difficult because of the need to harmonize
with the town’s landscape. For this reason, Celebration provides a menu of predesigned options. This is actually popular among owners, as design drawings can be
customized as desired, and a wide array of options are available. Currently, town
architects conduct reviews for architecture and its coloring, to maintain a unified
landscape throughout the town.
The first thing one notices about Celebration homes is that most of them include
front porches to encourage family activities or friendly chats with neighbors. This was
very common in America’s past. The porches also give residents an overall view of the
town, helping them keep their eyes on children and discouraging crime. The front
porch is one of many enduring symbols of traditional American values that are on
display in Celebration.

① 緑の多い戸建て住宅エリア
② デザインの異なる戸建て住宅が並ぶ
③ 小規模なバンガローホーム
④ タウンセンターに近いコンドミニアム
⑤ アルチザンパークのコンドミニアム
⑥ タウンホーム
⑦ ビクトリアン様式の邸宅
⑧ フレンチ様式の邸宅
⑨ コースタル様式の邸宅
⑩ クラシカル様式の邸宅
⑪ 近隣とのコミュニケーションのため、玄関前にポーチを配置

① Home rich in greens
② Homes of varied designs in a row
③ Small-scale bungalow homes
④ A condominium close to the Town Center
⑤ A condominium in the Artisan Park
⑥ Townhome
⑦ Victorian-style home
⑧ French-style home
⑨ Coastal-style home
⑩ Classical-style home
⑪ Most homes have front porches for friendly chats with neighbors

次回予告 : セレブレーション・フロリダ vol.4『 都市設計者と住宅所有者組合』
19

Coming up in the next edition: Celebration, Florida Vol. 4 “Celebration Residential Owners Association and How It Works”
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北海道函館市
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HOUSING IS CULTURE no.

Hakodate City, Hokkaido

旧遺愛女学校宣教師館

The Missionary House of
the Iai School for Girls

函館市杉並町の旧遺愛女学校宣教師館
は、北海道で女子教育を手がけたアメリカ

女子教育に献身した宣教師の共同生活の場

人女性宣教師たちの住宅として、1908（明
治 41）年に竣工した。複数の寝室や食堂、
書斎を持つ美しい白亜の洋館で宣教師た
ちは共同生活を営み、併設された和館には
調理師などの日本人も住んだ。
せん塔の内部にあたる１階家族室。宣教師たちが集い、
くつろいだ時間を過ごした共有スペース。
暖炉には薪をくべて暖をとった

２階の食堂。奥が炊事室で、壁の四角い小窓から料理を出した

北海道の気候に配慮して内部に作ったとされる装飾的なアーチ。明るい窓辺で宣教師たちは読書を楽しんだのだろう

白い外壁や屋根窓、八角形のせん塔が目を引く美しい洋館で、
明治末期から女性宣教師たちが暮らした。右に続く平屋部分に和室がある

明治期には下見板張りの洋館が
たくさん建てられた

The Missionary House of the historical Iai
School for Girls in Suginami-cho, Hakodate
City was built in 1908. It provided housing for
female American missionaries who came to
Hokkaido to provide education for Japanese
girls. The missionaries lived together in this
beautiful white Western-style house containing multiple bedrooms, a dining room, and a
study room. The adjacent Japanese-style
annex served as living quarters for cooks and
other Japanese staff.

２階の炊事室。食事やお茶の時間に日本人調理師が腕をふるった

旧遺愛女学校はアメリカのメソジスト派キ

幌農学校の演武場（現・札幌市時計台）
を

リスト教会の寄付・援助によって1882（明

はじめ、
アメリカの建築様式の影響を受け

や３連アーチのある広間などのあちこちに

治15）年、函館の元町に開校。関東以北で

た建物が数多く建てられたが、旧宣教師館

フックを付けてランプを吊り下げ、生 活し

最初のミッションスクールとして英語や音

もアメリカ出 身 の 建 築 家、J.M.ガーディ

た。
また、地 階 のボイラー室からラジエー
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http://www.sumu2.com/bunka/ichiran.html

は通じていなかった。
そのため、玄関ホール

楽、聖書を基にした道徳を士族の娘に教え

ナーの設計であるといわれている。

ターへ蒸気を送って暖房とした。食事など、

た。
その後、学校は現在地に移転。校舎と

館内は食堂や書斎といった共有スペース

暮らしを支える日本人調理師や用務員が廊

ともに旧 遺 愛 女 学 校 宣 教 師 館（以 下、旧

と宣教師用の個室を明確に区別して配置

下の先の和館に住んでいたが、宣教師の

宣教師館）
が建設され、数名の宣教師たち

する典型的な洋風住宅の構造である。
その

居住区との間に扉や階段を設け、宣教師

の住まいとなった。

一方、ふすまの扉を持つクローゼットなど、

の生活を邪魔しないように工夫されていた。

旧宣教師館は下見板張りに胴蛇腹を施し

和風のしつらえが見られるのは時代の雰囲

旧宣教師館はその構造や意匠が優れてお

た異国情緒漂う外観で、南東角に八角形

気を伝えてユニークである。

り、保存状態も良好であることから、2001

のせん塔が見られる。当時の北海道では札

建設当時、周辺は広い草原で水道や電気

年に国の重要文化財に指定された。

ベランダ

現状間取り図
応接室
便所
石炭室

ボイラー室

玄関

CL

書斎

寝室
便所 物置 裏口

ホール

寝室

便所 浴室

寝室

CL

BF

寝室
CL

CL

廊下

暖炉
家族室

1F

広間

廊下
洗濯場

物置
裏口

書斎

炊事室
台所 裏口

2F

和室

食堂

炊事室

和室

和室

和館

CL：クローゼット

用語説明

和館
和室

バックナンバー

調理師夫婦が暮らした和館内の和室

N

A shared house for missionaries who were
dedicated to the education of
Japanese girls

宣教師の寝室。洋風の居室にふすまの
クローゼットをしつらえてある

２つの踊り場や装飾的な手すりがみられる階
段。建築家ガーディナーらしさが伺える意匠

【胴蛇腹】洋風建築において、
壁の上部や各部を区切るための
帯状の装飾。その位置により天
井蛇腹、軒蛇腹、胴蛇腹という
※年に3日間のみ一般公開。学校法人 遺愛学院の特別許可を得て撮影。
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快 適 空 間 創 造を実 現するために 数 多くの 専 門 家 集 団が 連 携し、
構 想 段 階 からアフターケアまで
トータル・ソリューションをご 提 案します。

ショウルームでは 、自由 設 計 のシステムキッチンをはじめ 、
いちばん新しい 住まいの 設 備と建 材 、さらに 照 明・電 気 設 備まで
トータルに 展 示しています。

șȒȅȓȋǷ(6ÅǰȻȀȓǪȲȻǸȃȻȇàò (& ó

〒060-0809

北海道地区

札幌市北区北9条西2丁目1番地
（011）747 - 0617

北海道EC
〒980-0014

東北地区

șȒȅȓȋǷȲțȻǸǿȯǮȳàȨ

札 幌

休館日／水曜日・お盆・年末年始

仙台本町三井ビルディング4F
（022）261 - 2318

〒370-0006

関東地区

〒105-8301

首都圏

仙 台

東京都港区東新橋1丁目5番1号
（03）6218 - 1499

東京照明EC

（03）6218 - 1010

照明デザインEC 東京

（03）6218 - 1020

商業照明EC 東京

（03）6218 - 1544

東部情報機器EC

（03）6218 - 1050

仙台市青葉区本町2丁目4番6号

仙台本町三井ビルディング
開館時間／10:00〜17:00

（027）361 - 8131

首都圏電材EC

〒980-0014

（022）225-4357

群馬県高崎市問屋町1丁目6番7号

関東EC

札幌市北区北９条西2丁目1番地

開館時間／10:00〜17:00

仙台市青葉区本町2丁目4番6号

東北EC

〒060-0809

（011）727-5066

休館日／水曜日・お盆・年末年始

東 京
（汐留）

〒105-8301

東京都港区東新橋1丁目5番1号

（03）6218-0010
開館時間／10:00〜17:00（節電対策に協力のため、当面の間短縮）
休館日／水曜日
（祝日の場合は開館）
・お盆・年末年始

横 浜

〒221-0056

横浜市神奈川区金港町2番6 横浜プラザビル

（045）453-0981
開館時間／10:00〜17:00

〒450-8611

中部地区

名古屋照明EC

（052）586 - 1802

商業照明EC 名古屋

（052）586 - 1061

中部情報機器EC

（052）586 - 0581

〒540-6218

近畿地区

名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

大阪照明EC

（06）6945 - 7809

照明デザインEC 大阪

（06）6945 - 7809

商業照明EC 大阪

（06）6945 - 7805

西部情報機器EC

（06）6945 - 7813

〒730-8577
中国EC
〒810-8530

九州地区

九州EC

名古屋

〒450-8611

名古屋市中村区名駅南2丁目7番55号

（052）583-8281
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日
（祝日の場合は開館）
・お盆・年末年始

大阪市中央区城見2丁目1番61号

ツイン21 OBPパナソニックタワー

中 国・四 国 地 区

休館日／水曜日・お盆・年末年始

大 阪
（京橋）

〒540-0001

大阪市中央区城見2丁目1番3号

（06）6943-9575
開館時間／10:00〜18:00
休館日／水曜日
（祝日の場合は開館）
・お盆・年末年始

広 島

広島市中区中町7番1号

〒730-8577

広島市中区中町7番1号

（082）247-5766
開館時間／10:00〜17:00

（082）249 - 6148
福岡市中央区薬院3丁目1番24号
（092）521 - 1501

休館日／水曜日
（祝日の場合は開館）
・お盆・年末年始

福 岡

〒810-8530

福岡市中央区薬院3丁目1番24号

（092）521-7993
開館時間／10:00〜17:00
休館日／水曜日・お盆・年末年始

◎当社のさまざまな情報がご覧いただけます。 パナソニック株式会社 エコソリューションズ社 ホームページ
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