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ガーデンセラピーで心身を健康へ導く
生産革新を軸にグローバルな事業展開を支える
最適な生産体制と拠点機能拡充を目指す

室圧制御

身近にある自然を活用した新しい予防医療

コロナ禍における自粛生活時に、
身近な自然に心を癒やされた人は多いのではないだろうか。
“植物との触れ合いは、 心と体を健やかにするーー”。
そんな、自然の持つ治癒力を
ただの感覚としてではなく科学的にも検証し
療法として生活に取り入れたのが 「ガーデンセラピー」。
植物を介してストレスやうつを緩和し、病気になりにくい体をつくる。
高齢化や多発する自然災害などにおける課題にも

住まいに植物を取り入れ、日常的に様々なかたちで自然と接することで五
感を刺激し、脳の活性化を促す療法。それにより自己治癒力を高め、病気に
かかりにくい心身づくりや健康寿命の延長を目指す。自然を無理なく生活に
取り入れた「住まい方」を提唱し、芳香、芸術、森林、食事、園芸を介した五
つの療法を統合的に実践。現代西洋医学だけでは治療不可能といわれた症
状に対しても、有効性が数多く報告されている。

効果が期待される新しいかたちの 「予防医療」 に迫った。
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庭に癒やされる住まい方
「ガーデンセラピー」とは

う。自然から遠ざかるほど不健康になりや

自然の役目は「精神にかかるストレスを減

すい。それに人々が気付いたのではないで

らしバランスを整えていくこと」なのだと

しょうか」

いう。つまり、薬や手術のように直接悪い

疲れたときや気分が沈んでいるとき、自

そう話すのは、自然を取り入れた住まい

部分を治療するのではなく、ストレスを減

然の中で癒やされたいと思った経験はな

方により健康を促進するという考えの下

らし恒常性を取り戻すことで間接的に悪

いだろうか。
「森林浴」や「森林セラピー」と

「ガーデンセラピー」という療法を構築し

い部分を治し、体調を元の良い状態に戻す

いった言葉をよく聞くように、我々は自然や

た、一般社団法人 日本ガーデンセラピー

緑にリラックスや癒やしの効果を期待して

協会理事長の高岡伸夫氏。

いる。その
「自然に癒やされる」
という漠然と

「ガーデンという言葉は、ヘブライ語で『囲

した感覚は、果たして本当なのだろうか。

われた（ガル）楽園（エデン）
』を意味しま

2020年に世界を襲った新型コロナウ

す。先人たちは、楽園で身近にある自然を

ことと言い換えられる。

自然の持つセラピー効果は
どんな人にも万能な療法
ガーデンセラピーを取り入れた高岡氏の自宅。週末に
は庭を開放して「オープンガーデン」を主催している。

は血圧が下降、低血圧の人は上昇、正常値

実践できる。

物、自然がどれだけ貢献しているか、その

の人はほぼ変動なしという結果になりま

「こんな万能な療法はありません。例えば

効果を検証した結果が科学的根拠となり

した。ラベンダー畑は香りがある分、その

血圧の薬があっても、それは高血圧か低血

イルス感染症は、それまでの常識であった

五感で受け止め、幸せを感じてきました。

「仕事はオフィスでするもの」という概念

日本においては、全ての自然に神が宿ると

を大きく変えた。制限の多い生活、感染症

いう思想の下、庭園を単に自然の一部を切

え、病気になりにくい体をつくる。それが

ます。その一例が、ラベンダー畑と芝生で、

傾向がより顕著に表れています。これはま

圧、どちらか一方だけに有効なものです。

や先行きへの不安によりストレスや疲労

り取った存在にはせず、精神的、哲学的な

ガーデンセラピーの指針なのだという。

それぞれ5分間座って休憩した前後の血圧

さに、自然を感じる行為に体を正常な状態

ところが自然を視覚や嗅覚で感じながら

が蓄積。自粛中の家庭内トラブルやコロナ

意味も持たせてきた歴史があります。こう

と心拍数、ストレスホルモンの数値、印象

に近づける効果があることを意味します」

わずか5分間休むだけで高血圧でも低血圧

うつも問題視された。そんな中、多くの人

したガーデンを通じた自然とのつながり、

たった5分という時間も重要だと岩崎

でも正常値の範囲内に入る。どちらにも万

が興味を持ったことの一つが家庭菜園な

人とのかかわりが心身に与える幸福感、健

氏。1時間以上自然の中で休まないと効果

能に働くということが実証値として確認

どのいわゆるガーデニングだった。

康への影響に着目し、それをセラピーと位

できたのです」

「自粛時には日本だけでなく世界中で園芸

置付けました」

自然が健康に及ぼす効果を
科学的にも実証

がないとなれば、気軽に時間を取ることが

ラピー効果はあるのだろうか。ただの気休

ループに分けて検証した。そして、驚くべ

難しかったり、その1時間が逆にストレス

こんな素晴らしいものが身近にあるの

き結果を得たという。

と感じてしまったりもするだろう。それが

だから、多くの人に活用してほしいと岩崎

たったの5分でいいとなれば誰でも簡単に

氏は言う。

住まいの中にある自然、すなわち「庭＝

めなのか、それとも科学的な根拠があるの

んになりました。やはり人間には自然に触

ガーデン」を五感で楽しみ、人とかかわる

か。千葉大学大学院園芸学研究科准教授で

れたいという意識が根底にあるのでしょ

中で、精神的・身体的に健やかな状態に整

同協会の理事を務める岩崎寛氏が説明し
「まず『健康になる』とは、医学的には恒常
性（ホメオスタシス）を維持した状態だと
されています。つまり神経系、免疫系、内
分泌系という三つの機能の働きがバラン
スよく保たれている状態です。どれかの働
きが弱まるなどしてバランスが崩れると
うつ病や感染症、そしてホルモン異常など

一般社団法人 日本ガーデンセラピー協会
理事

大阪経済大学経営学部卒業。1980年、友人4人と株
式会社タカショーを設立し、1998年にガーデニング業界
初の株式上場を果たす。業界を文化型産業へとけん
引・変革しているイノベーター的存在として、2016年に
日本ガーデンセラピー協会を設立。

千葉大学大学院園芸学研究科准教授。岡山大学大
学院博士課程修了（農学）
。兵庫県立姫路工業大学
講師を経て、2005年千葉大学に着任し現在に至る。
看護学研究科災害看護プログラム教員兼務。学会認
定上級園芸療法士。日本園芸療法学会理事。

高岡 伸夫 氏
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岩崎 寛 氏

岩崎氏は安静時の血圧測定値によって、
それを「高血圧」
「 正常値」
「 低血圧」の3グ

用品の売行きが上がり、ガーデニングが盛

一般社団法人 日本ガーデンセラピー協会
理事長

評価を比較した際のデータです」

ところで、実際に自然を感じることにセ

てくれた。
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「『健康』という状態になるために庭や植

体調に影響してきます」
社会の急速な変化や複雑化する人間関
係などでストレスを抱え、ホルモンのバラ
ンスを崩したり、体に不調を来したりして
しまうことは珍しくない。そんなとき、医
学的な治療を施すのは医師の役目。一方、

「芝生で5分間休憩した直後、高血圧の人

植物や自然が与える 癒やし のメカニズム
塩気の多いものを食べると喉が渇くもの。これは、体
が血液内の塩分濃度を元に戻そうとするからだ。こ

ストレスを受けた場合

植物を介した場合

ストレス

ストレス

の、体を環境に適応させ、一定の状態に保とうとする
性質が「恒常性（ホメオスタシス）」。ホメオスタシス

植物

は、体の働きを調整する「神経系」、ホルモン分泌を

神経系

神経系

交感神経・副交感神経
血圧、脈拍

交感神経・副交感神経
血圧、脈拍

制御する「内分泌系」、体内に進入する異物から守る
「免疫系」の三つが相互に働くことで機能し、そのバ
ランスが保たれている状態を「健康」という。
過度なストレス（刺激）がかかると、それが過剰に反

影響を及ぼし、バランス維持に間接的に作用する。

体調

体調

応したり、弱まったりしてバランスが崩れてしまう。
植物や自然による五感への刺激は、そのストレスに

ストレス緩和

免疫系

内分泌系

免疫系

内分泌系

抗体・抵抗力

ホルモン

抗体・抵抗力

ホルモン
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高齢社会における予防医療
被災地でのメンタルケアにも

で取り上げられますが、つらい状況はその

促すツールとしても有効なのです」

用できずにいた。そこで岩崎氏は看護の専

後の方が長く続きます。被災地において人

その一例が、東日本大震災の被災地であ

命救助が最前線でなされた後、時間がたて

る岩手県陸前高田市での活動だ。津波によ

ばたつほど必要になるのは体よりもメン

り街に一つしかない小児科が流され、乳幼

う。自然を感じることでホメオスタシスを

タルのケアです。そこで一番大事なのは、

児を持つ母親は、ただでさえ不安の多い子

話が弾み、育児の悩みなども出てきます。

正常なバランスに整えていくことができ

現地の方や被災した方といかにコミュニ

育てに被災による不安も重なった。周りも

そこで『あそこに看護科の先生がいるので

るということは、日常生活に自然を取り入

ケーションを取るか。植物には癒やし効果

相談できる状況ではない。看護や育児の専

話してみてはどうですか』と専門家への相

んが身近なところに素晴らしいものや幸

作業を始めたり、自然を見ようとしたりす

れることで、健康な状態を維持した、
「不調

があるほか、それを介して会話が生まれる

門家ボランティアによる悩み相談会も、周

談を促したのです」

せを見つけることができるということを

るのかもしれない。もしそうであれば、自

知らずの暮らし」もかなうということでは

など、社会的健康やコミュニケーションを

囲の目やうわさが立つことを考えると利

感じられたのではないでしょうか」と高岡

粛時にホームセンターなどで植物や園芸

ここで、
「予防医療」について考えてみよ

門家と組んで植物を使ったワークショッ
プを実施した。
「被災地の方も一緒に作業をしていると会

植物という相手の心を和らげるような

ないだろうか。さらには日本の課題の一つ

ツールを医療と組み合わせたことで毎回

氏。花を愛 でたり、香りを楽しんだり、土

用品が売れたというのも、感染症拡大によ

とされる災害被災地におけるメンタルケ

多くの参加者が集まり、悩みも気軽に相談

や草木に触れたり、そして自然の食材を味

り健康や体に危機感を持った結果、本能的

アにも「自然を介して心と体を癒やす」と

できるような仕組みができたという。一つ

わったり、自然は五感を通じてホメオスタ

に行き着いた現象として納得がいく。

いうガーデンセラピーの考え方を応用で

の分野では対応しきれない部分を、植物を

シスに働きかけ、緊張・不安や抑うつ、怒

自然をスケッチするのでもいい、ただ部

きるかもしれない。

きっかけにして複合的にケアできる。それ

りや疲労、混乱といったネガティブな感情

屋に植物を置くだけでもいい。サプリメン

園芸の知識を活かし、看護学の教員とし

が岩崎氏の方針であり、住まいと自然と医

を軽減し、心や体が健康な状態を取り戻す

トやスポーツジムなどを利用するのもよ

て災害看護の講義もしているという岩崎

療を一緒に考えるガーデンセラピーの取

ように作用する。

いが、ほんの5分自然を眺めるだけで人は

氏は、それをまさに被災地で実践してい

組み方でもある。

る。
「 長期的なケアにおける植物の役割は
大きい」と切り出し、被災地でのメンタル
ケアについて話してくれた。
「災害が起きると、発災時はニュースなど

1
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1 陸前高田市の子育て支援施設で行ったハーブを用いた石鹸作りワークショップ。

2 福島の仮設住宅にて。

花々による癒やしに加え、ガーデニングを通して自然にコミュニケーションが生まれる。

職場でのストレスはよく聞く話。しかしその

モン値の変化を測定。植物のない部屋では、

ストレスが視界に緑を置くだけで簡単に緩

ストレス付与直後にストレスホルモン値が増

和されるということが検証実験により明ら

加するのに対し、植物がある部屋では数値

700

かになった。実験では、同じ部屋で視界に入

がその半分以下に。さらに20分後には、植

600

る場所に観葉植物がある場合とない場合、

物なしだと数値が倍以上になり、植物ありで

双方でストレスを与えた際の、ストレスホル

はほぼ変化がないという結果になった。

ある場合

植物が視界に

ない場合

植物が視界に入るとストレスが緩和される

日本ではまだガーデンセラピーという

植物なし

られるよう、自宅のベランダや窓辺ででき

おいては、多くの人が河川や公園など自然

る簡単なことからガーデンセラピーを取

のある場所に足を運びました。それはやは

り入れてみてはいかがだろうか。

り人間の本能的な行動であり、心が落ち着
くなどといった効果を体感しているのだ

しかし、ドイツでは自然環境のセラピー効

と思います」と話す。

果を国が認めており、保険が適用されてい

二人が口をそろえて言うとおり、体がバ

る。また企業も社員のメンタルヘルスケア

ランスを崩しそうになると人間は本能と

として有給休暇を与え、森林などを活用し

してそれを元に戻そうと家庭菜園や園芸

う。日本もそうなるためには、子どものう
ちから自然とかかわりを持ち、その効果を
体感し、実感として健康に良いことを理解
する必要があると両者はいう。日本ガーデ

300

ンセラピー協会はそのために園芸教室や

200

専門家と行く森林セミナー、オープンガー

プレゼント

ガーデンセラピー

本書を5名の方にプレゼントいたします。お名前、貴
社名・部署名、ご住所、電話番号、宛名ラベルに
表示されております8桁の登録番号をご記入の上、
10月末日までにご応募ください。厳正な抽選の上、
当選者ご本人に直接当選の連絡をいたします。な
お、
アズビル社員ならびに関係者は応募できません。

うつ病、生活習慣病、認知症
……。高まる現代病のリスクを
庭の「彩り」
「香り」
「実り」で
激減させる、趣味と実益を兼ね
た庭づくりのヒントが満載。
幻冬舎／ 1,540 円（税込）

プレゼント応募宛先
〒100-6419
東京都千代田区丸の内2-7-3 東京ビル
アズビル株式会社 azbil 編集事務局
TEL：03-6810-1006 FAX：03-5220-7274
E-mail：azbil-prbook@azbil.com

心身を癒やす究極の自然療法
高岡伸夫 著

デンやコーディネーター育成などを実施

100

し、産学官が連携して住まい方や自然を通
ストレス直後

20分後

した予防医療を推進している。
み

ストレス付与後のストレスホルモン増加率

ぞ

う

「新型コロナウイルスは世界を未曾有の危
機に陥れましたが、一方で自粛を機に皆さ
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街に公園はなくなりませんし、コロナ禍に

言葉やその効果はあまり知られていない。

400

0

健康を取り戻せるのだ。自己治癒力を高め

たプログラムの参加を推進しているとい
植物あり

500

増加率
︵％︶

植物が視界に

岩崎氏も「どんなに都市化が進んでも、

自然を身近に取り入れ
日本を健康大国へ

視 界 に 緑 が あ る だ け で ストレス緩 和 に！
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■ 主なazbilグループの生産拠点

生産革新を軸にグローバルな事業展開を支える
最適な生産体制と拠点機能拡充を目指す

azbilグループマザー工場

アズビル機器（大連）有限公司

― マザー工場において確立した高度な生産技術を国内外の拠点に展開 ―
撮影：エスエス 島尾望

藤沢テクノセンター

グローバルな事業展開に注力するazbilグループでは、その事業を支える生産体制の構築に向け、生産最適配置と合わせて国内

湘南工場

外での生産拠点の整備・強化を推進しています。併せて、湘南工場と藤沢テクノセンターをグローバル生産におけるマザー工場と
位置付けて、最新技術を活用した新たな生産技術の開発・自動化を核とした生産工程の革新・標準化に取り組み、お客さまに対し
てazbilグループならではの価値をタイムリーかつ高品質に提供するための体制を整えています。

実証する

リードする

アズビルプロダクションタイランド株式会社

います。この取組みの一環として、アズビ

台半ばにすることを目指しています。その

ニーズを最適なかたちで満たせるよう、数

けではなく、部品の標準化を設計段階から

人材育成など幅広い取組みに加えて、サス

ルの伊勢原工場の生産機能を、2019年

一方で、大きな災害などでどこかの拠点が

あるオプション仕様の組合せでコントロー

徹底して行い、複数の製品のはんだ付けが

テイナブルな社会への貢献にも力を入れ

春に、同じ神奈川県内の湘南工場に移転。

生産できない状況に陥った場合などは、そ

ルバルブは7000種以上、差圧・圧力発信

混流生産でできるようにしたり、今までは

ています。持続可能な社会を実現すること

azbilグループでは、海外市場のより広

もともと湘南工場では、自動調節弁、ポジ

の機能をほかの拠点が肩代わりすることが

器で8000種もの製品を生産しています。

パッケージの中に含まれなかった回路部分

が、継続的な企業成長につながると考えて

範なお客さまに対して、アズビル株式会社

ショナ、差圧・圧力発信器、液面計などを

できる生産BCP（Business Continuity

そうした膨大なバリエーションの製品を効

を収 めたりするなど、細 部にわたり標 準

いるからです。

が国内で培ってきた技術、製品、サービス

生産していましたが、そこに伊勢原工場で

Plan）の体制も整備してきています。

率的に供給していくためには、一つの生産

化・最適化が検討・実施されています。

の価値をお届けしたいと考え、グローバル

生産していたシステム製品やコンポーネン

における事業の拡大に向けた取組みを本

ト製品群が加わりました。

グローバルな事業展開を支える
生産体制の整備を進める

高付加価値製品を生み出す
多品種少量生産の自動化にチャレンジ

格化させてきました。これを受け、生産体

生産体制としては、海外においても高度

制についてもグローバル生産体制の整備

な製造技術を伴ったものが整ってきてお

アズビルでは、湘南工場と技術開発拠点

を段階的に推進し、競争力のある生産体制

り、コンポーネント製品などの量産製品、ま

で ある藤 沢テクノセンターを、自 社 のグ

構築に取り組んできました。

た、加工・溶接などを伴う多品種少量生産

ローバル生産体制におけるマザー工場と

海外の生産拠点については、1994年

の製品についても海外生産を行っていま

3月にアズビル機器（大連）有限公司（当

す。そしてより精密、かつ高度な生産技術

りょう ね い

ラインで複数の製品を作る混流生産が不可
欠ですが、そこではおのずと生産工程が複
雑化するため、人的ミスをいかに防止する

生産のみならず物流や調達
人材育成もマザー工場がリード

生 産 面では、ITやAIなどの 技 術を活 用
し、生産活動そのもので省エネルギーを実
践することに加えて、製品については使用
材料を削減するだけではなく、材料に再利

「リードする」は、生産技術や標準化、共

用可能な素材を取り入れたり、部品点数を

通化された生産プロセスなどを、湘南工場

減らすなどの省エネ設計を推進していま

これに対し湘南工場では、アズビルのソ

が主導してazbilグループの生産拠点への

す。また製造過程での廃棄物についても

位置付け、次世代の生産にチャレンジして

リューション開発部門と協力し、AI技術や

適用を進めていくことです。製品設計や生

削減を進めています。さらにアズビルの掲

いくことを念頭に、
「 生み出す」
「実証する」

ビッグデータを活用したヒューマンエラー

産プロセスの標準化が進むことで、海外の

げる目標がSBT＊1認定されたことを受け、

を防ぐための検査システムや、センサから

拠点に生産を移管することが容易となりま

サプライチェーンまで含めた取組みを強化

製品になるまでの数十ステップの生産工

す。また生産領域だけではなく、生産管理

していきます。

か、どのように品質を確保していくのかとい
う点が重要な課題となります。

時：大連山武機器有限公司）を中国の遼 寧

や設備などが要求される製品については

省に設立し、建物市場向けの空調用バルブ

湘南工場で生産しています。今後、工程や

やメカスイッチの生産を開始。ここ数年に

設備の標準化、多品種少量生産における

まず「生み出す」については、最新技術

程を一つのデータベースでトレースし一元

や品質、物流や調達についての取組みを

おいては、プラント・工場市場向けの工業

生産管理や品質管理の水準向上を行うと

を活用した新たな生産技術の確立に取り

管理できるシステム構築などの整備を進

リードしていくのもマザー工場の役割です。

用バルブ、ポジショナや差圧・圧力発信器

ともに、さらに海外生産規模の拡大を進め

組む一方、センサ、電子回路などの機械要

めています。これまで人手による作業や人

加えてazbilグループでは、海外生産拠

問わず、最新の技術、製品、サービスをタ

などの生産品目の拡充が進められていま

ることに より、現 在 の 海 外 生 産 比 率 約

素 を 集 積 さ せ た 超 小 型 デ バイスで ある

的なノウハウに基づく判断を必要としてい

点の技術者を湘南工場や藤沢テクノセン

イムリーかつ高品質で提供することによ

す。また2013年2月には、東南アジアで

25%のところを5年 程 度 の 間には30%

MEMS（Micro Electro Mechanical

た工程に対しても、AIやIoT（Internet of

ターに一定期間派遣し、生産技術や生産管

り、お客さまの多様なニーズ、サステイナ

の新生産拠点として、主に制御機器やセン

Systems）センサのパッケージについて、

Things）技術を活用し、高度な自動化の

理に必要なトレーニングを行うという、人

ブルな社会やビジネスの実現に貢献して

サ・スイッチなどのコンポーネント製品を

AIなどの先進デジタル技術を利用した自

仕組みを構築。徹底した品質の作り込みを

材の育成を以前から継続的に実施してき

いきたいと考えています。

生産するアズビルプロダクションタイラン

動微細組立て加工の実現などにより、他社

実現しています。

ており、そうした教育を受けた人員の多く

ド株式会社を設立。これにより、現在の日

の追随を許さないアズビルならではの高

また、多品種少量生産、カスタマイズ生

本、中国、タイの3拠点による生産体制が

付加価値製品を生み出すための生産工程

産 に お い て も、生 産 効 率 を 高 め てQCD

確立されました。

の創出に取り組んでいます。

設や拡充だけではなく、国内工場を含めた
グローバル生産体制の最適化を推進して

2020 No. 4

「リードする」という三つの機能を持たせて
います。

「実証する」に関しては、多品種少量生産、

azbilグループでは、海外生産拠点の新

8

生み出す

差圧・圧力発信器のセンサ部分の基板のはんだ付けを行う自
動はんだ装置。AI画像処理により合否判定まで行う。

（Quality、Cost、Delivery）の 最 適 化 を
図っていくことは、お客さまへアズビルの

カスタマイズ生産への対応をさらに強化し

価値を提供していく上で不可欠と考えてい

ていきます。アズビルではお客さま固有の

ます。そのためには生産工程の標準化だ

今後もazbilグループでは、グローバル
生産体制の最適化を推進し、国内・海外を

が大連やタイの生産拠点でリーダーとして
けん いん

現場を牽 引しています。

サステイナブルな社会への貢献と
継続的な企業成長
グローバルにおける生産体制の整備や

＊1：SBT（Science Based Targets）
産業革命前と比較して気温上昇を2℃未満に抑えるため、科
学的根拠に基づいて設定した温室効果ガスの排出削減目
標。企業に温室効果ガスの排出量削減に関する
「目標設定」
と
「公約」
を促す組織であるSBTi（Science Based Targets
initiative）
に申請し、基準を満たした目標値についてSBTと認
定される。
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［Room Pressure Control］

室圧制御
Vol.49

室内で発生する有害物質の拡散防止や室内空間
の清浄度管理のために、給気と排気の量を制御し
て内向きあるいは外向きの一方向気流を作り出す
ことを目的とした制御。排気が多ければ陰圧となっ
て外部への有害物質の拡散を防止でき、給気が多
ければ陽圧となって室内の清浄度を維持できる。

感染症対策として注目
「陰圧」とは何か？

種換気を用いて給気と排気を行っていま

アロック室と呼ばれる小部屋を複数設けて

す。感染症の患者さんの病室においては、

段階的な気圧差を維持することで、一方向

ウイルスなどの病原体が外部に漏れ出な

気流を維持するような工夫が盛り込まれて

室内に空気を送り込む「給気」
と室内から

いように、室内を陰圧（給気よりも排気が多

います。

外へ空気を出す「排気」の量を調整するこ

い状態）にして封じ込めを図り、逆に手術室

とで、部屋の外側から内側に流れ込む、あ

など、清浄度を高く保ち、ウイルスなどが室

るいは部屋の内側から外側に流れ出す、空

内へ侵入しないようにする場合には、室内

気の流れを制御することができます。それ

を陽圧（排気よりも給気が多い状態）にして

は、空気には圧力の高い方から低い方へ流

います。

れるという性質があるからです。
例えば、
トイレの臭いが気になるため換
気扇を回すとします。すると、換気扇による

いざというときのために
臨機応変な運用体制が肝要
そのほか、複数の病室を有する病院など
で室圧制御に利用されているのが、VAV

ウイルス対策とは限らない
室圧制御が必要な場所

（Variable Air Volume／可変風量制御方
式）ユニット＊1です。病棟には給気と排気の
ダクトが張り巡らされていますが、空気の

排気によってトイレの中は室外よりもわず

このように入ってくる空気（給気）と出て

流れやすさは病室の位置や形状によって差

かに圧力が低くなります。これが「陰圧」と

いく空気（排気）のバランスを調整して、陰

があります。そこで、ダクトにVAVユニット

いう状態。
トイレの中が陰圧になると、圧力

圧ないし陽圧を作り出すことを「室圧制御」

を装着すると、部屋単位で給気と排気の量

の高いトイレの外（廊下）から圧力の低いト

と呼びます。しかし、室内の気圧について

を正確に制御することが可能となり、安全

イレ内へと内向きの空気の流れができま

は、例えば「陰圧の部屋の気圧を大気圧と

で安定した室圧環境を維持することができ

す。そのため、気になる臭いがトイレの外に

比べて－10Paとする」など、気圧の数値目

ます。つまり、一つひとつの病室に適した室

漏れ出ることを防ぐことができるのです。

標を定めて厳しく制御することが必ずしも

圧制御が可能になるのです。

この原理を使えば、
「給気」と「排気」の制

重要というわけではありません。室圧制御

こうした高度な室圧制御はパンデミック

御によって清浄エリアと汚染エリアとを分

の主目的は、あくまでも室内から外部への

（世界的大流行）
対応としても注目されてい

けて運用することが可能です。
トイレの場

有害物質の拡散防止（陰圧）や室内の清浄

ます。新型コロナウイルス感染症拡大に伴

合、排気は機械設備（ファン）で行い、給気

度の維持（陽圧）ですので、内向きあるいは

い、感染症病床の不足が取り沙汰されまし

は自然任せ。これを一般に第三種換気と呼

外向きの一方向気流を保つことが大切な

た。医療の提供という観点ではパンデミッ

びます。換気にはそのほか、給気のみを機

のです。

クに備えるために十分な数の感染症病床を

械設備で行う第二種換気や、給気と排気の

このような室圧制御を行っている施設は
ほこり

整備しておくことが理想的なのですが、病

両方を機械設備で行う第一種換気がありま

医療施設だけではありません。埃やゴミの

院経営という観点では平時には使われる見

す。一般的な住宅などでは第二種換気や第

侵入を嫌う食品工場や半導体製造工場、臭

込みの少ない感染症病床を常に多数整備

三種換気が多く用いられていますが、医療

気が漂うと困るゴミ処理施設など、様々で

しておくことが難しいという側面もありま

機関などでは、必要な換気量を維持し、さ

す。中でも、厳格な安全管理が求められる

す。このような状況を踏まえて、いま各所

らに清浄エリアから汚染エリアへ向かって

研究施設などでは、出入りの際にドアを開

で病室の室圧制御の在り方が見直され始

流れる一方向気流を確保するために、第一

けると室圧が変わってしまうため、前室やエ

めています。給気と排気の制御システムを
取り入れて、部屋単位の室圧制御を可能に
することで、普段は一般病床用として使っ
ていても、いざというときはスイッチ一つで
感染症対策用の陰圧病室へと切り替えるこ
とができます。パンデミックは起こらないに
越したことはありませんが、何が起こるか
分からない時代、万全の備えを期待したい
ところです。

ユニット
＊1：VAV（Variable Air Volume／可変風量制御方式）

マンガ：湯鳥ひよ／ad-manga.com

10

2020 No. 4

空調の吹出し口からの給気風量や、吸込み口からの排気風量
を、
自在に設定・制御できるユニッ
ト。個別に風量制御がしやす
いため、冷暖房能力の調節や室圧制御などに幅広く用いられて
いる。
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TAZAWAKO SEN

田沢湖

AKABUCHI

TAZAWAKO

日本海

秋田新
幹

田沢湖

線

赤渕

秋田駅

赤渕駅

盛岡駅

大曲駅

田沢湖駅

燃 え る よ う な 紅 葉 と 新 幹 線 こ ま ち 号 の 赤 のコ ラボ レ ーション が 映 え る
岩手県の盛岡駅と秋田県の大曲駅を結ぶ田沢湖線。かつ
ては盛岡駅から秋田方面へのアクセスルートとして特急た
ざわ号やローカル列車が走る路線だったが、1997年に大き
な転機を迎えた。既に山形新幹線で実績のあったミニ新幹
線と呼ばれる方式を採用し、線路幅を広げることで新幹線
の車両が直接乗り入れ可能になったのだ。田沢湖線は秋田
新幹線のルートとなり、最高時速320ｋｍを誇るこまち号で
あれば、東京から秋田まで乗り換えなしで片道4時間ほどで
行き来できるようになった。
新幹線の線路といえばコンクリート橋やトンネルといっ
たイメージがあるが、田沢湖線は沿線の自然が身近に感じ
ネパール・カトマンズ
MERRY メッセージ

「勉強すること」

2020 No. 4
特集

じん えん

られるのが特徴。写真の赤渕～田沢湖間は県境の人煙まれ
な山中を走るため、一年を通して美しい景色が楽しめる。特
に10月下旬は燃えるような紅葉と、こまち号の赤い車体と
のコラボレーションが印象的だ。田沢湖駅周辺には白濁の湯
で有名な乳頭温泉郷をはじめ、玉川温泉や国見温泉など名
だたる温泉地が点在し、紅葉狩りとともに温泉も楽しめる。

秋田駅で売られる「鶏めし弁当」は、駅弁ファンの間で
日本三大鶏めしに数えられるほどの名駅弁で人気が
高い。あきたこまち100 ％の炊き込みご飯に甘辛い鶏
肉が絶妙に合い、箸が止まらない。

編 集 後 記

ガーデンセラピーで心身を健康へ導く
生産革新を軸にグローバルな事業展開を支える
最適な生産体制と拠点機能拡充を目指す

室圧制御

2018年に、カトマンズで笑顔の取材をした子どもた
ちと再会。前回訪問した際に撮影した写真や、新し
い笑顔の傘を見せると、
「 僕だ！」
「私だ！」と写真を
指さして、みんな大興奮。一人ひとりに写真をプレゼ
ントしながらMERRYインタビューを実施。みんなの
答えに、MERRY GO ROUND（笑顔の循環）
を感
じることができた。孤児院の子どもたちにとって、知
らない国の人が来てくれることはどんなふうに映って
いるのだろう。ネパールの人々とのコミュニケーショ
ンを通して幸せの原点を感じた。理想の人間のあり
方、そしてこれからの未来の世界の幸せを定義してく
れているのではないかと思う。
（株）
水谷事務所代表／NPO法人 MERRY PROJECT 代表理事

水谷 孝次さん

私は山と森が大好きです。森
の中で、風が木々を揺らす音
や小鳥のさえずりを聞いている
と心から癒やされます。散歩を
していると最近では、庭に木が
ある家が減ってしまったなと感
じます。枯れ葉が落ちて掃除を
したり、近所へ枝葉が伸びて
迷惑をかけたり、そんなことが
気になって、庭木を植えない家
も多いのではないかと想像しま
す。少し寂しいですね。遠くに
行かなくても身近で自然を感じ
られるといいですね。
（akubi）
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