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５－ 1. 基盤設備の配置イメージ

賑
わ
い
軸

シンボル軸

自
然
軸

アンテナ設置位置

駅前広告や創造のみち、各ブロックの主要な共用部に設置

（館内に複数防犯用として設置）

各ブロックの地下駐車場の出入口に設置

北地区全体の主要な経路に設置

設置場所写真又は凡例

①ディスプレイ

②アクティブタグ

③パッシブタグ

④無線LANアンテナ

⑤温・湿度センサ

⑥ＩＰカメラ

⑦車両検知センサ

北地区全体の主要な経路に設置

北地区全体の主要な経路に設置

北地区全体の主要な経路のカバーを可能とする設置

各ブロックの主要な共用部に設置

イメージ-4
イメージ-1

イメージ-5

イメージ-2

Ｂブロック

イメージ-3

駐車場出入口

駐車場出入口

駐車場出入口

Ａブロック

Ｃブロック
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①RFIDタグリーダ、QRコード 無線
マーカ （シナリオ2,4,5）

・店舗ガラス面、店舗内天井面に設置

（街案内サービス、歩行者ナビサービ
ス）

②ディスプレイ（グラスビジョン）
（シナリオ2）

・ガラス面に設置

（街案内サービス）

③スケルトンインフィル

・店舗内に設置

（歩行者ナビサービス）

駅前広場（Aブロック）

５－ 2. 基盤設備の設置イメージ －1

①大型ディスプレイ（シナリオ2）

・外壁面に設置

（街案内サービス、災害時支援サービス）

①IPカメラ（シナリオ4）

・屋外照明、ブース等に設置

②RFIDタグリーダ

（シナリオ2,4,5）

・屋外照明、ブース等に設置

（街案内サービス、見守りサー
ビス）

③埋込LED照明＜施工例⑤＞

・床面に埋込

（災害時支援サービス、エリア
一括管理サービス）

④ディスプレイ（シナリオ2,5）

・主要な経路に設置

（街案内サービス、災害時支援
サービス）

駅前広場

建物外壁面

屋外通路部

①ボードウォーク照明

・手すり、床面に設置

（エリア一括管理サービス、災害時支援サービス）

外向き店舗部

軒天井部分

①無線LANアンテナ（シナリオ2,4,5）

・天井面、天井内に設置

（歩行者ナビサービス）

柱面

①RFIDタグリーダ（シナリオ2,4,5）

・柱面に設置

（街案内サービス、見守りサービス）

②IPカメラ（シナリオ4）

・天井面に設置

（見守りサービス）

＜施工例⑦＞＜施工例⑤＞

＜施工例⑥＞

＜施工例④＞

人の動線

･歩道脇に配線トレンチの設置

＜施工例①＞

⑤歩道
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Bブロック共用部

①おそうじロボット

・ロビー内に設置

（ロボット活用サービス）

②検知センサー（シナリオ4）

・天井面に設置

５－ 2. 基盤設備の設置イメージ －2

①IPカメラ（シナリオ4）

・ポール部に設置

（見守りサービス）

③無線LANアンテナ

（シナリオ2,4,5）

・ポール上部に設置

（歩行者ナビサービス）

①ディスプレイ（シナリオ2,5）

・主要な経路に設置

（街案内サービス、災害時支援サービス）

軒天井部分

①無線LANアンテナ（シナリオ2,4,5）

・天井面、天井内に設置

（歩行者ナビサービス）

②IPカメラ（シナリオ4）

・天井面に設置

（見守りサービス）

①RFIDタグリーダ、QRコード

無線マーカ（シナリオ2,4,5）

・店舗ガラス面、店舗内天井面に設置

（街案内サービス、歩行者ナビサービ
ス）

②ディスプレイ（グラスビジョン）
（シナリオ2）

・ガラス面に設置

（街案内サービス）

③スケルトンインフィル

・店舗内に設置

（歩行者ナビサービス）

外向き店舗部

建物内ロビー部屋外広場

屋外照明 ②RFIDタグリーダ
（シナリオ2,4,5）

・ポール部に設置

（街案内サービス、見
守りサービス）

①RFIDタグリーダ（シナリオ2,4,5）

・柱面に設置

（街案内サービス、見守りサービス）

柱面

＜施工例③＞

＜施工例⑥＞

＜施工例⑦＞

＜施工例④＞

人の動線
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自然軸（B、Cブロック間の交流空間）

５－ 2. 基盤設備の設置イメージ －3

屋外共用部植栽部

①メディアアート（照明）

・人感センサにより誘導照明を
点灯

（エリア一括サービス、災害時
支援サービス）

①RFIDタグリーダ、QRコード

無線マーカ（シナリオ2,4,5）

・店舗ガラス面、店舗内天井面に設置

（街案内サービス、歩行者ナビサービス）

外向き店舗部

①ディスプレイ（シナリオ2,5）

・主要な経路に設置

（街案内サービス、災害時支援サービス）

屋外広場

①IPカメラ
（シナリオ4）

・ポール部に設置

（見守りサービス）

③無線LANアンテナ

（シナリオ2,4,5）

・ポール上部に設置

（歩行者ナビサービス）

屋外照明

②RFIDタグリーダ

・ポール部に設置
（シナリオ2,4,5）

（街案内サービス、見守り
サービス）

＜施工例⑥＞

＜施工例③＞

人の動線
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Bブロック共用部

５－ 2. 基盤設備の設置イメージ －4

①RFIDタグリーダ、QRコード

無線マーカ（シナリオ2,4,5）

・店舗ガラス面、店舗内天井面に設置

（街案内サービス、歩行者ナビサービ
ス）

②ディスプレイ（グラスビジョン）
（シナリオ2）

・ガラス面に設置

（街案内サービス）

③スケルトンインフィル

・店舗内に設置

（歩行者ナビサービス）

外向き店舗部

軒天井部分

①無線LANアンテナ
（シナリオ2,4,5）

・天井面、天井内に設置

（歩行者ナビサービス）

②IPカメラ
（シナリオ4）

・天井面に設置

（見守りサービス）

柱面

①RFIDタグリーダ（シナリオ2,4,5）

・柱面に設置

（街案内サービス、見守りサービス）

･歩道脇に配線トレンチの設置

歩道部

＜施工例⑥＞

＜施工例⑦＞

水辺空間の利用 ＜施工例②＞

・水景照明用ケーブルスペースの有効利用

＜施工例④＞

＜施工例①＞

人の動線

①IPカメラ（シナリオ4）

・ポール部に設置

（見守りサービス）

③無線LANアンテナ

（シナリオ2,4,5）

・ポール上部に設置

（歩行者ナビサービス）

屋外照明

②RFIDタグリーダ

（シナリオ2,4,5）

・ポール部に設置

（街案内サービス、見守り
サービス）

＜施工例③＞
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円形広場

５－ 2. 基盤設備の設置イメージ －5

軒天井部分

①無線LANアンテナ
（シナリオ2,4,5）

・天井面、天井内に設置

（歩行者ナビサービス）

②IPカメラ
（シナリオ4）

・天井面に設置

（見守りサービス）

柱面

①RFIDタグリーダ（シナリオ2,4,5）

・柱面に設置

（街案内サービス、見守りサービス）

＜施工例⑦＞ ＜施工例④＞

①大型ディスプレイ（シナリオ2）

・外壁面に設置

（街案内サービス、災害時支援サービス）

建物外壁面

５９



・メンテナンススペースの確保

・中央監視による一体的な管理システムへの配慮

・省エネルギーへの配慮

・リユース、リサイクル品の積極的な利用

・サービスイメージを高める先進デザイン

・地域と一体となる都市景観との調和

・建物外観等、建築デザインとの融合

・統一感

・機器更新を考慮した取付け対応

・将来対応に向けて取付け位置の変更、増設への対
応

・将来対応に向けて予備配管の対応

・ユニバーサルデザインの取り組み

・衝突防止策の配慮(目・耳の不自由な方へ配慮した
視認性を高める)

・自立タイプの場合歩行動線の考慮

・建物一体型スペースの確保（壁面、柱面）

・屋外/半屋内の場合は防水仕様であること

・人が集まる場所へ集中的な配置

＜アクティブタグ＞

・軒天井、軒先（２～３ｍ）に設置

＜パッシブタグ＞

・看板、ショーウィンドウ（0.5～１ｍ）に設置

・機器を結ぶ通信基盤として、有線ネットワークの
整備

・機器類への電源確保

・配線ルートの確保

・リーダライタ

その2

カードを活用した

カスタマイズメッセージ

・ユニバーサルデザインの取り組み

・落下防止への配慮

・ユニバーサルデザインの取り組み

・衝突防止策の配慮(目・耳の不自由な方への配慮した視認性を高める)

・転倒防止策の配慮
安 全

・人が集まる場所に集中的、計画的な配置

・壁面、柱面等利用者に設置状況を感じさせない設置

・屋外/半屋内の場合は防水仕様であること

・建物完成後の機器取付けのための空間の確保

・外部照明灯への付加設置対応

・天井懐内、天井裏に設置する場合、天井仕上材は電波透過材（ボード材等）とする

・施設全体のサイン計画と連動した設置

・自立型設置スペースの確保(屋外)

・建物一体型スペースの確保

・可動型設置におけるオープンスペースの確保

・固定型設置における基礎等取り付けの為の架台整備

・関連付属機器類設置スペースの確保

・車椅子の方や子供の目線に配慮した、タッチパネルの高さ等、操作への配慮

・利用者動線を十分に考慮した設置（自立タイプの場合、歩行者の通行の妨げに
ならないように設置する）

・設置状況を考慮した機器対策の配慮（屋外/半屋内の場合は防水仕様・耐風設
計が必要）

設 置

・機器を結ぶ通信基盤として、有線ネットワークの整備

・機器類への電源確保

・機器を結ぶ通信基盤として、有線ネットワークと無線系ネットワーク(無線
LAN・Ｂｌｕｅｔｏｏｈ・RFID等)の整備

・機器への電源確保

・ネットワークを構成するケーブル、機器類の配置空間の確保

・商用サービス向けの固定型接続端子の設置

・将来対応に備えた可動型接続端子や二重床構造等による先行配線型端子の設置

インフラ

リーダライタ

監視カメラ

空調機器

温度・湿度センサー

モニタリング機器

無線LAN ｱｸｾｽﾎﾟｲﾝﾄ・大型ディスプレイ

・さわれる案内板(電子看板)

配置デバイス

その4その4その4・その5その2、その5シナリオNo.

・サービスイメージを高める先進デザイン

・地域と一体となる都市景観との調和

・建物外観等、建築デザインとの融合

・外部照明器具等との一体的なデザイン

・サービスイメージを高める先進デザイン

・地域と一体となる都市景観との調和

・建物外観等、建築デザインとの融合

・統一感のあるデザイン（ディスプレイの向き、色、形状等）

デザイン

・機器更新を考慮した取付け対応

・将来対応に向けて取付け位置の変更、増設への対応

・機器更新を考慮した取付け対応

・将来対応に向けて取付け位置の変更、増設対応

・将来対応に向けて予備配管・電源容量などへの対応
フレキシビリティ

・メンテナンススペースの確保

・中央監視による一体的な管理システムへの配慮

・機器本体のメンテナンススペースの確保

・システム全体のメンテナンスを考慮

・中央監視による一体的な管理システムへの配慮
維持・管理

・リユース、リサイクル品の積極的な利用・省エネルギーへの配慮

・リユース、リサイクル品の積極的な利用環境対策

携帯電話、ICタグを

活用した見守りサービス

空調コントロール
温度・室温ｾﾝｼﾝｸﾞ

無線LAN
位置計測

電子掲示板、センサーを活用した

ウェルカムメッセージ
サービス名称

※赤字：建築設備に関わる要件 青字：電気設備に関わる要件 緑字：機器設置に関わる要件

＜アクティブタグ＞

形状参考例
【100×200×30～50】

＜パッシブタグ＞

形状参考例
【100×200×30～50】形状参考例【2000×900×200】

形状参考例
【150×200×30～50】

形状参考例
【150×100×100】

形状参考例
【200×150×200】

５－ ３. 基盤設備の建築・設備要件
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屋外共用部の配管施工例

５－ ４. 基盤設備の詳細施工例 －1

①トレンチ方式 ＜施工例①＞

・歩道部脇に配線トレンチを設け、配線取出しの自由度を確保する

②埋設配管方式（従来方式）

・歩道部に地中ケーブル保護管を埋設し、適度な間隔（20～30ｍ程度）で取出し口
（ハンドホール）を設ける (トレンチ方式のトレンチ部分が配管となっている。）

配線トレンチ

● ●

●●

ハンドホール

20～30m

30～50ｍ

地中ケーブル保護管

光成端盤、分電盤等取付

1～1.5ｍ

ハンドホール

配線トレンチ

光成端盤、分電盤等取付

配管トレンチの施工例

・トレンチ内に電源線および光ケーブルを

這わして必要なところで引き出す。

光成端盤の施工例

・建物の一部に盤収容スペースを確保（商業施設の店舗内壁面に設置）

次世代共同溝例

・ある一定の間隔で基礎ベース（コンクリートスラブ）を設置

・配線トレンチ、周囲に基礎ベース（コンクリートスラブ）を設置

・トレンチ蓋を機器固定が可能なスチールプレート等に変更

機器設置基礎スペース

従来方式 次世代型電線共同溝方式

通信接続枡

ボディ管

フリーアクセス引込管

電力高圧管

分岐枡

６１



屋外共用部の配管施工例

５－ ４. 基盤設備の詳細施工例 －2

③建物側水辺空間の利用（シンボル軸） ＜施工例②＞

・敷地内の水辺空間（水景用照明等）を利用して、配管スペース（配線トレンチ、ケーブル保護管等）を確保する

④屋外照明を利用 ＜施工例③＞

・屋外照明への管路を利用し、照明ポールにアンテナ、タグ等を設置する。

配線スペース

20～30m 20～30m20～30m

ハンドホール

配線スペース

● ●●●

1～1.5ｍ

RFIDタグ

組込スペース

無線LANアンテナ組込
スペース

通信線＋電源線～建物側から

地中ケーブル保護管およびハンドホール

■

配線スペース（トレンチ・保護管等）

水景用照明

水景部詳細図

通信線＋電源線～建物側から

■

⑤柱・壁を利用 ＜施工例④＞

・柱面にタグ・センサ類を取付られるように

BOXを仕込む

タグ・センサ類取付BOX

カテゴリーケーブル、信号線等埋込配管

柱
1～1.5ｍ

＜内部タイプ＞ ＜外部タイプ＞

電波を透過し
やすい壁材

＜露出タイプ＞ ＜壁埋込みタイプ＞

2～3ｍ

0.7～1.5ｍ

RFIDタグ収納スペース
・後付実装が容易な構造
・入線引き出し口を確保

無線LANアンテナ収納スペース
・電波を透過しやすい素材
・入線引き出し口を確保

通信線＋電源線～建物側から

（予備管路を確保）

３～４本柱
・複数本の柱で構成し、セ
ンサー類の実装スペース
を確保
・柱の中に電源線・通信線
を入線可能な構造

電源線

制御線

照明ランプ

点検口
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＜施工例⑥＞ 外向き店舗のガラス面、天井面への施工例

５－４. 基盤設備の詳細施工例 －3

＜施工例⑦＞ 軒天井部分の施工例

グラスビジョンの設置例無線マーカの設置例

＜施工例⑤＞ 埋込LED照明の施工例（大阪市立科学館の施工例）

センサ等取付スペース

カテゴリーケーブル、信号線等 カテゴリーケーブル、信号線等

IPカメラ

無線LAN

3ｍ 3ｍ

蛍光ランプへの設置例

床埋込LED照明
配管トレンチ

ディスプレイ
（案内表示板）

床埋込LED照明
配管トレンチ

床埋込LED照明
避難誘導に活用

意匠を考慮した
電源ボックス

（店舗内部）
（屋外） （屋外）

（店舗内部）

センサ等取付スペース

カテゴリーケーブル、信号線等 カテゴリーケーブル、信号線等

IPカメラ無線LAN

10ｍ 10ｍ

（店舗内部） （屋外） （店舗内部）（屋外）

（通常5ｍ）

（通常5ｍ）

後配線の施工性を確保

・点検口を一定間隔で設置

・配線ルートに沿って、ケーブルラックを設置

・メンテナンスルートの確保

点検口

メンテナンスルートの確保 メンテナンスルートの確保
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＜施工例⑧＞ＬＣＸ

漏洩同軸ケーブル（Leaky Coaxiai cable）は、信号を
伝送すると同時にケーブルに沿った空間に信号エネル
ギーの一部を電波として輻射するために、外部導体に使
用周波数に応じた一定周期のスロットを設けた“アンテ
ナ機能”を有する特殊構造の同軸ケーブルです。
地下鉄の駅コンコースなど電波の伝播特性が悪い場所で
は、透過性の高いボード天井内に敷設されています。

金属パネル

天井内のLCX

電波を透過する素材
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