
■概要
施主／株式会社テレビ西日本 様
名称／テレビ西日本 第1スタジオ
所在地／福岡県福岡市
リニューアル／2013年3月

■施設概要
第1スタジオ／130坪

■納入機器
スタジオ調光操作卓「ライトミキサー∞」
インテリジェント直回路盤
MLCCLINK
LEDブロードライト
LEDフレネルスポットライト（ハイパワー）
LEDカラーホリゾントライト
可搬型調光器
EMIT-AX
昇降装置
多回路エネルギーモニタ

FNSネットワークの九州基幹局であ
る「テレビ西日本」。福岡で人気の情
報番組など数々の番組を制作して
いる同局の第1スタジオで照明設備
（調光・昇降）の一括更新が行われ
ました。今回の更新では、高い稼働
率による電源容量の逼迫に加え、省
エネ・環境保全への配慮から、オー
ルLED照明によるシステム構築を模
索。構想開始から2年を経て、日本初
となる「オールLED・テレビ制作スタ
ジオ」が誕生しました。これまでテレ
ビスタジオで必要とされてきた高容
量のハロゲン照明器具を、同等のあ
かりの質を持つLED照明器具に置
き換えたことで、照明にかかる消費
電力を約83%※1削減。また、日々 のラ
ンプ交換やカラーフィルタ交換の手
間や費用も抑制できるようになりまし
た。さらには、調光システム総合ネット
ワークソリューション「MLCCLINK」
の導入により、省配線・低コストで大
容量高速ネットワークをスタジオ内に
構築。安全性の向上や将来の拡張
も視野に入れた照明システムになり
ました。主幹容量の大幅削減によっ
て年間の契約電力料金の見直しに
も貢献するなど、高いリニューアル効
果を実感していただいています。

第1スタジオ

すべてをLED照明器具で構成した第1スタジオ インテリジェント直回路盤
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消費電力を大幅に削減する
「オールLEDテレビ制作スタジオ」

● 主要番組別の省エネ効果※1

●オールLED化によりハ
ロゲン照明器具運用時
と比較して約83%※1

の消費電力を削減。
●ハロゲン照明器具と同
等のあかりの質で演出
性を確保。

●長寿命LEDだから球
切れリスクがなくなり、
ランプ交換の手間や費
用も削減。

●DMX制御方式のLED照明器具で構成されたことによ
り、調光器を搭載しない「直回路盤」への更新を実現。
●主幹容量がリニューアル前の1/3に大幅削減。契約
電力料金の見直しにも貢献。
●回路数減少に伴い盤面数が削減され、省スペース化
を実現。
●過負荷・漏電を検知するインテリジェント機能搭載。

オールLED化に伴い、主幹容量・回路数を大幅削減。
「インテリジェント直回路盤」

●スタジオ調光操作卓・ライトミキサー∞　●インテリジェント直回路盤
●調光システム統合ネットワークソリューション・MLCCLINK　●スタジオ用LED照明器具

テレビ西日本（TNC放送会館）

番組名

18.2kW

81.4kW

省エネ効果
約78%
削減

12.6kW

89.3kW

省エネ効果
約86%
削減

15.5kW

103.2kW

省エネ効果
約85%
削減

リニューアル前
（オールハロゲン照明器具）

リニューアル後
（オールLED照明器具）

べ調様本日西ビレテ ： 1※

●主幹容量が大幅に減少

リニューアル前 リニューアル後

1200AF
400AF

1/3に
大幅削減

調光システム納入レポート 〈スタジオ〉

日本初のオールLED・TV制作スタジオが誕生。
省エネと演出性を両立させたLEDスタジオ調光システムを導入いただきました。

第1スタジオ
テレビ西日本

第1スタジオ
テレビ西日本

調光システム・演出用照明器具　www2.panasonic.biz/es/lighting/control/choko/2014.4 エコソリューションズ社
マーケティング本部　都市環境商品営業企画部
〒105-8301 東京都港区東新橋1丁目5番1号　☎（03）6218-1131（代表）
このカタログの記載内容は平成25年9月現在のものです。



スタジオ調光操作卓「ライトミキサー∞」

スタジオ消費電力の見える化を導入。
照明ネットワークPCから計測データを閲覧可能。

カラーパレットモジュール

カラーパレットモジュールを追加した
システムアップ型スタジオ調光操作卓「ライトミキサー∞」

LEDカラーホリゾントライト

ホリゾントを美しく均一に照射
「LEDカラーホリゾントライト」

制作スタジオでも十分使用できる明るさを実現
「LEDフレネルスポットライト（ハイパワー）」

調光システムを統合的に接続する技術で調光ネットワークを構築。
調光システム統合ネットワークソリューション「MLCCLINK」

●カラーパレットモジュールによりLEDカラー照明

　器具の色仕込みがシンプル操作で実現。

●機能のモジュール化により追加・組み替えが自在。

●稼働中でも接続・切り離しが可能なプラグアンドプレイ方式を採用。

●ソフト・ハードの拡張とバージョンアップにより、さらなるシステムアップを実現。

●カラーフィルタなしで多彩なカラー演出が可能。

　カラーフィルタ交換の手間や費用を削減。

●器具と幕との距離を考慮し、反射光と直射光を組み合わせた最適なあかりを実現。

●消費電力約200W。3灯分（RGB）を1灯でカバーし大幅な省エネを実現。

●内部センサで出力をコントロールして色を自動補正する

　「出力＆カラーフィードバック機能」を搭載。

●高集積高出力LED素子の採用でハロゲン1000W相当の光量※2を実現。

●ハロゲンスポットライトと同様に、光源が動くフォーカス構造。

　フォーカス操作やバンドアの切れ味が従来に近い感覚。

細部まで演出できるバトン構造
「トラスバトン＋片出しバトン＋延長パイプ」

●トラスバトンに延長パイプを実装し、片出しバトンとの併用で、

　細部まで演出が可能なバトン構造を採用。

●省配線、低コストで、大容量高速ネットワークを構築（必要な

場所で、必要な時に、必要な情報を送受信）。

●LED照明器具の調光制御はDMXを使用しながら、基幹イ

ンフラはイーサネットで構築することで将来の設備拡張に

対応。

●DMXが遮断された場合でも、ワンタッチでイーサネットラ

インへの運用切替が可能なバックアップ体制。

●各バトンおよびイーサ・DMX制御盤にDMXレベル認識表

示機能を装備。DMXが遮断された場合、場所の特定が容易

なので即時対応が可能。

●調光制御以外の情報をネットワーク上の機器間で送受信

し、安全・安心の追求に貢献（設備監視システム）。

持込卓

●AX Manager
●設備監視システム
●消費電力の見える化システム

EMIT-AX

ネットワークPC

インテリジェント直回路盤

カラーパレット
モジュール

調光操作卓

LED照明器具

照明バトン

LEDフレネルスポットライト（ハイパワー）

トラスバトンに装着した片出しバトン 延長パイプ

インテリジェント直回路盤
内に搭載された「多回路
エネルギーモニタ」

イーサネットライン

電源ライン

DMXライン

時m3φ径射照、m5離距射照 ： 2※

イーサ・DMX制御盤

サブマスタモジュール
プリセットモジュール
ウィールモジュール
設定モジュール
プレイバックモAジュール
プレイバックBモジュール
オプションモジュール
カラーパレットモジュール
ネットワークPC

×１
×2 プリセットフェーダ40本×2段
×１
×１
×１
×１
×１
×１
×１

■スタジオ調光操作卓（ライトミキサー∞）

LEDブロードライト1000
LEDフレネルスポットライト
LEDカラーホリゾントライト

×50
×100
×45（UH用）
×34（LH用）

■スタジオ用LED照明器具

■周辺機器

ワイヤレス操作器

EMIT-AX DMX-INタイプ×1
DMX-OUTタイプ×1

可搬型調光器 1.5kW×3ch×10

モバイルペンPCタイプ×1
PDAタイプ×1
ワイヤレス受信器×1
調光・昇降ワイヤレスソフト

■調光装置（インテリジェント直回路盤）

入力電源１

インテリジェント直回路 100V  MCCB 2P 50AF/30AT×99回路
100V  MCCB 2P 100AF/60AT×5回路

入力電源2 照明電源　1φ3W 215V/105V 60Hz
入力主幹　MCCB 3P 100AF/100AT

入力電源3（UPS電源） 照明電源　1φ2W 100V 60Hz
入力主幹　MCCB 2P 100AF/60AT

照明電源　3φ4W 182V/105V 60Hz
入力主幹　MCCB 4P 400AF/400AT
分岐主幹　MCCB 4P 225AF/200AT

直回路 200V  MCCB 3P 50AF/50AT×3回路
100V  MCCB 2P 50AF/30AT×3回路

直回路 100V  RMCCB 2P 30AF/20AT×1回路

スイッチングHUB
DMX信号分配器（A系）
DMX信号分配器（B系）
DMXコントロールブロック
電流計・電圧計（デジタル）

×3　24ポート
×4（うち予備1台）　8出力
×5（うち予備1台）　8出力
×１
×１

■イーサ・DMX制御盤（MLCCLINK）

調光システム・演出用照明器具　www2.panasonic.biz/es/lighting/control/choko/2014.4 エコソリューションズ社
マーケティング本部　都市環境商品営業企画部
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