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Solution With Light

空間の機能を熟知した専門スタッフが
照明プランニング、特注器具開発、空間設計を承ります。

PDC（プランニングデザインセンター）はヤマギワの照明設計部門です。施設照明の基本プランニングはもちろん、スタッフには美術館やショップ、オフィス、
ホテル、医療福祉施設など、専門的に空間とその機能を熟知したプランナーを抱え、それぞれの施設の課題を、お施主様や設計者の方々と共通認識した
上で、空間のよりよい視覚化を照明テクニックで具現化することを業務としております。照明のコンセプトづくりから図のようにそれぞれのフェーズを一貫し
て行い、器具設計スタッフとのコラボレーションによって、光の質の管理、フォーカシングを行い、光のデザインを実現させてゆきます。
また TEC は空間特性に合わせた特注器具の設計、生産管理までを担当し、ISL はインテリアデザインの総合的コーディネートを承る部門です。空間設計
にあたっては是非これらのヤマギワの専門家集団におまかせください。

建築設計の流れ

照明計画の流れ

作業・検討内容

基本構想

実施設計

施工

空間の把握

光のコンセプト作り

照明基本計画

照明実施計画

確認・調整

・依頼打ち合わせ（建築概要・
コンセプト・予算等の確認）
・ロケーションリサーチ
・建築模型等の確認

・光のテーマ：照明コンセプト
・シークエンス：ゾーニング図
・光のイメージ：イメージコラージュ

・基本配灯図
・基本デザイン（フォルム・大きさ・
光源・素材・配光等）
・模型による検証
・オリジナル器具の基本デザイン

・実施配灯図
・配灯設計、器具設計・製作
・照明器具承認図
・モックアップモデル、現場実験
・オリジナル器具のディテールデザイン

・フォーカシング等の器具調整
・照明効果の確認
・撮影及び図面等の資料化

空間の規模・形状・環境・機能・
テーマ・コンセプトなどを把握する。

光のテーマ設定やゾーニング等を行う。

光のデザイン・機能・光源などの
イメージを固める。

器具デザインや配灯を
決定する実験検証を行う。

照明器具の設置の後、
現場の確認や調整を行う。

PDC

Planning Design Center
照明計画を司り、プランニング、
デザインする専門家集団です。
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基本設計

TEC

Technical Enginering Center
オーダーライトの設計、試作、生産管理を行う、
エンジニア集団です。

ISL

Interior Studio Livina
照明とインテリアデザインをトータルに考えスペース
デザインの視点から空間提案する専門家集団です。
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青森県立美術館

青森県立美術館
所在地：青森県青森市安田字近野
主要用途：美術館
設 計：青木淳建築計画事務所
施 工：竹中・西松・奥村・北斗特定建設工事共同企業体
竣 工：2005 年 9 月
開 館：2006 年 7 月

照明計画：青木淳建築計画事務所
森村設計
東京 PDC 飯塚 千恵里
器具設計：東京 TEC 長瀬 淳
東側エントランス
使用器具：特注ダウンライト
光源：コンパクトメタルハライドランプ CDM-T 70W

東側エントランス外観
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青森県立美術館

青森市内にある縄文時代の遺跡「三内丸山遺跡」の隣に開館した青森県立美術館の大きな特徴は、連続する土の展示室の複雑な空間構成です。シャガール「アレコ」を
展示するアレコホールを中心に、建築で作られた鉄骨やキャットウォークから、特注ウォールウォッシャー器具により、均質な壁面照度が確保されています。多様な
空間に適合するように器具サイズ、配光制御が行われているが、これらは設計者との試作検討、現場での実験を経て実現しています。

展示室 L
使用器具：特注展示ケース照明
光源：ローボルトハロゲンランプ 12V100W × 1 灯
寸法：W 250・D 230・H 130mm
特注光ファイバー照明
光源：ローボルトハロゲンランプ 12V100W × 1 灯

展示室 J
使用器具：特注ウォールウォッシャー
光源：ローボルトハロゲンランプ 12V100W × 2 灯
寸法：W 270・D 170・H 150mm

展示室 L

アレコホール

アレコホール
空間スケール：間口 21・奥行 21・高 19m
使用器具：特注ウォールウォッシャー
光源：ハロゲンランプ 250W
寸法：W 350・D 300・H 400mm
特注スポットライト
光源：シールドビームハロゲンランプ 500W
寸法：W 350・D 300・H 400mm

展示室 B
使用器具：特注ウォールウォッシャー
光源：ローボルトハロゲンランプ 12V100W × 2 灯
寸法：W 270・D 170・H 150mm

チケット / 案内
使用器具：特注ウォールウォッシャー
光源：ローボルトハロゲンランプ 12V100W × 2 灯
寸法：W 250・D 260・H 200mm

チケット / 案内（© 新建築社）
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展示室 B

展示室 J
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柊家新館

文政元年（１８18 年）の創業以来、多くの文人墨客に愛されてきた「柊家」の新館新築工事にあたり、伝統的な和のデザインにいかに現代的な時代性を帯びさせるか
がテーマであり、照明も建築的なアプローチによりデザインを読み解こうと試みました。一見何の変哲もなく見える照明器具も、ゆるやかに光学的な制御をすること
で、空間に余韻を与えるよう腐心しました。本来日本人のもっている、明かりに対する繊細な感性を呼び起こすように、微妙な明るさ感をイメージし光源の選択や照
明のデザインをおこないました。手漉き和紙・漆・木・石・ガラスなど、手仕事ならではのしっとりとした質感を引き立てるように、陰影を残しながら照明する手法を
採用しました。

柊家新館
所在地：京都府京都市中京区
主要用途：宿泊施設
設 計：有限会社エイト・エフェクト
竣 工：2006 年 2 月

広間
使用器具：特注ライン照明（レンズ付）
光源：シームレスラインランプ FRT850 × 6 灯 電球色（調光タイプ）
寸法：W 7200・D 90・H 100mm
開口部 W 7176・D 30mm

照明計画：東京 PDC 頼本 雄高
器具設計：東京 TEC 長瀬 淳

客室
使用器具：特注埋込天井照明
光源：ミニクリプトンランプ 40W × 32 灯（調光）
寸法：W □ 2450mm
セード：手漉き和紙（建築施工）

客室

広間

客室

客室
使用器具：天井建築化照明
光源：シームレスラインランプ FRT850 × 2 灯 電球色（調光タイプ）
寸法：W 2700・D 1750・H 270mm（建築造作寸法）
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大館市 樹海公園体育館（樹海アリーナ）

豊かな自然環境の中のスポーツ施設にふさわしく、周辺環境との連携を考慮し、秋田杉の暖かさを表出し、ファサードの透明感を際立たせる照明計画を意図しました。
ガラススクリーンで被われた建築の外装面を埋設されたメタルハライドランプで照射し、浮かび上がらせています。外装ガラスと体育館壁面に挟まれたギャラリー
の照明は壁面側にアップ・ダウン共用のブラケットを設置し、床、壁面、さらに天井面への明るさも確保しました。エントランスから吹き抜けにかけてはペンダント
スポットと間接照明により、十分な照度と暖かみのある色温度を設定し、2 階ロビーには秋田杉材を校倉状に積み重ねた特注ペンダント照明で施設を象徴する意匠化
を図りました。

大館市 樹海公園体育館（樹海アリーナ）
所在地：秋田県大館市
主要用途：スポーツ施設
設 計：株式会社石本建築事務所
施 工：竹中・若築・イトウ特定建設工事共同企業体（建築）
ユアテック・奥羽電気設備特定建設工事共同企業体（電気）
竣 工：2005 年 7 月

スポーツギャラリー
使用器具：地中埋設器具 BEGA
D4517（リングルーバー付）
光源：FHT 32W
ブラケット iGuzzini
K9207S 取付架台特注製作（電子安定器内蔵）
光源：CDM-TD 70W × 2 灯

照明計画：東京 PDC 遠藤充彦

スポーツギャラリー

エントランスホール
使用器具：特注ペンダント
光源：CDM-TP 150W × 4 灯
寸法：W □ 1772.8・H 1860mm
本体：鋼 杉ツキ板貼
ブラケット iGuzzini
K9207S 取付架台特注製作（電子安定器内蔵）
光源：CDM-TD 70W × 2 灯
ペンダント iGuzzini Le Perroquet
P9001S
光源：CDM-T 70W

外観
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エントランスホール
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伊勢丹本店本館屋上庭園

ココネ上福岡

伊勢丹本店本館屋上庭園
所在地：東京都新宿区新宿 3 丁目 14
主要用途：百貨店
設 計：清水建設株式会社一級建築士事務所
ランドスケープ：フィルドフォー・デザインオフィス
施 工：清水建設株式会社
造 園：日比谷アメニス
竣 工：2006 年 6 月
照明計画：東京 PDC 中山 国久

外構
使用器具：フラッドライト Z-SET
T-914B
フラッドライト BEGA
T4336B
地中埋設器具 BEGA
D4549
ガーデンライト iGuzzini
U9118B

ココネ上福岡
所在地：埼玉県ふじみ野市上福岡
主要用途：外構 / 商業・住宅施設
設 計：独立行政法人都市再生機構
照明計画：近田玲子デザイン事務所
竣 工：2006 年 4 月

外構
使用器具：ポール灯 BEGA
H4565B+U4857B
地中埋設器具 MOGULLA
D-977
フラッドライト BEGA
T4107

駅前広場
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駅前広場
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ピコブライダル

ブライダル専用のジュエリーショップとして外観、ショップ、オフィスまでを総合的に照明とインテリアを計画しました。店内の対面式カウンターにはケース内で
貴金属が映えるよう、ハロゲンランプと CDM のスポットライトを使い分け照射し、接客スペースには高級感を出すために間接照明や家具に合せたペンダントが印象
的な空間をつくります。2 階オフィスには山形天井の特徴的な空間を上下に光が広がるシステム FL 照明で効果的に照らし、広さや高さをアピールし、しかも十分な
机上面照度を確保しています。

ピコブライダル
所在地：徳島県板野郡
主要用途：店鋪、オフィス
設 計：伊月善彦アトリエ
施 工：株式会社島出建築事務所
竣 工：2006 年 9 月
照明計画：大阪 PDC 末次 富美子
家具計画：高松 PDC 稲澤 美和

会議室
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ピコブライダル

会議室（14 頁）
使用器具：システム照明 Artemide SURF SYSTEM
F-012W × 1 台
F-011W × 5 台
使用家具：デスク sedus HIGH END
チェア sedus OPEN UP

店内
使用器具：スポットライト KEG
T5176S 21 台
アジャスタブルダウンライト CDM GLEX
D5393N 9 台
アジャスタブルダウンライト GEMELLO
D5124N 52 台
ダウンライト iGuzziniI Minimal
D9008B 21 台

オフィス
使用器具：システム照明 FLOS U-BEAM
L-874W
使用家具：チェア sedus OPEN UP

オフィス

店内

社長室
使用器具：システム照明 FLOS U-BEAM
L-874W
フロアランプ Artemide NESTORE
使用家具：アームチェア Fritz Hansen SWAN
テーブル Fritz Hansen A-Table
デスク zanotta CAVOUR
チェア sedus OPEN UP
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社長室

接客スペース
使用器具：ペンダント照明 louis poulsen COLLAGE PENDANT
使用家具：チェア MOROSO Doll Chair
テーブル MOROSO Oval Table
接客スペース
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株式会社ヤッパ

株式会社ヤッパ
所在地：東京都千代田区丸の内
主要用途：オフィス
設 計：株式会社イマジンアイディー
施 工：株式会社イマジンアイディー
竣 工：2006 年 7 月

casa BRANCO

casa BRANCO
所在地：愛知県岡崎市
主要用途：オフィス
設 計：有限会社 ksaa 杉浦清建築設計工房
施 工：株式会社麦島建設
竣 工：2006 年 6 月
照明計画：名古屋 PDC 飯塚 邦一

大会議室
使用器具：システム照明 systemX
circle type
F-025 × 8 台
ダウンライト iGuzzini Minimal
D9007B × 12 台

事務スペース
使用器具：システム照明 systemX
F-025 × 36 台

大会議室

事務スペース

ラウンジ受付
使用器具：ダウンライト iGuzzini Minimal
D9007B × 21 台
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ラウンジ受付
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symantec

株式会社シマンテック
所在地：東京都港区赤坂
主要用途：オフィス
設 計：株式会社フォックス＆カンパニー
竣 工：2006 年 6 月
照明計画：東京 PDC 遠藤充彦

エントランスロビー
使用器具：ダウンライト GEMELLO
D5124N
ダウンライト iGuzzini Pixel Plus
D9108W
サーバールーム
使用器具：特注埋込照明
光源：CDM-R 35W
フェース寸法：W □ 290mm
埋込寸法：W290・D360・H 250mm
レセプションルーム
使用器具：ダウンライト GEMELLO
D5124N
光源：ローボルトハロゲンランプ 12V50W

（株）MST コーポレーション本社 新社屋

（株）MST コーポレーション本社 新社屋
所在地：奈良県生駒市
主要用途：オフィス、工場
設 計：杉本好輝建築設計研究所
施 工：株式会社鴻池組
竣 工：2006 年 8 月
照明計画・インテリア計画：杉本好輝建築設計研究所
照明計画：大阪 PDC 桝田 佳明
インテリア計画：大阪 PDC 小西 敏子

会議室
使用器具：チェア sedus
使用家具：OPEN MIND

外観

エントランスロビー受付からサーバールームを見る

ゲストルーム

ゲストルーム
使用器具：天井、床照明
光源：シームレスランプ
テラス照明 ブラケット BEGA
B4085B 6 台
光源：ミニクリプトンランプ 60W
使用家具：チェア Fritz Hansen SPIN（革張）
チェア driade LORD YO
テーブル driade THALI
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レセプションルーム

会議室

外構
使用器具：地中埋設照明 BEGA
D4573D 3 台
光源：CDM-T 35W
D4405 6 台
光源：JDR 65W
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八千代町役場

八千代町役場
所在地：茨城県結城郡八千代町
主要用途：役場
設 計：株式会社梓設計
施 工：鈴縫・高塚建設 JV、関電工
竣 工：2006 年 2 月
器具設計：東京 TEC

町民ホール
使用器具：特注リング LED 照明
光源：LED
寸法：W φ 1650・H 70mm
特注ブラケット
光源：FPL36W × 1（コンパクト蛍光ランプ）
寸法：W 120・D 780・H 90mm
フラッドライト BEGA
T4022B、T4702B

外構
使用器具：フラッドライト BEGA
T4022B、T4702B
特注ブラケット
光源：FPL36W × 1（コンパクト蛍光ランプ）
寸法：W 120・D 780・H 90mm
町民ホール

町民ホールのリング LED 照明

風のエコボイド
使用器具：特注ポール灯（ポール建築工事）
光源：FPL36W × 2 灯（コンパクト蛍光ランプ）
寸法：W 1200・D 120・H 90mm
フラッドライト BEGA（建築金物に取付）
T4022B、T4702B（シルバー塗装）
緑のエコボイド
使用器具：フラッドライト BEGA
T4022B（シルバー塗装）

外観
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風のエコボイド

緑のエコボイド
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岩手県立図書館

岩手県立図書館
所在地：岩手県盛岡市
主要用途：図書館
設 計：株式会社日本設計・
株式会社曽根幸一環境設計研究所・
株式会社久慈設計共同企業体
施 工：鹿島建設株式会社・宮城建設株式会社・
菱和建設株式会社・株式会社石川工務所 特定共同企業体
竣 工：2005 年 10 月
開 館：2006 年 5 月
照明計画：東京 PDC 塚田 俊平

閲覧コーナー

児童書コーナー

新聞・雑誌コーナー

開架。書架コーナー

開架。書架コーナー
使用器具：システム照明 Artemide SURF SYSTEM
F-012W
特注書架アッパーライト
光源：FHF 54W × 2
寸法：D 292・H 68mm
デスクライト
光源：FHF 24W × 2
寸法：D 254・H 50・L 900mm
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閲覧コーナー
使用器具：テーブルランプ louis poulsen
S004W
児童書コーナー
使用器具：特注ペンダント照明
光源：FML 18W × 4
寸法：W φ 650・L 920、720、620（3TYPE）mm

新聞・雑誌コーナー
使用器具：特注システム照明
光源：FHF 54W × 7
寸法：D 66・H 78・L 8750mm
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石巻市桃生総合支所・公民館

越前市立中央図書館

石巻市桃生総合支所・公民館
所在地：宮城県石巻市
主要用途：文化施設
設 計：株式会社 久米設計
施 工：鹿島建設株式会社
竣 工：2006 年 3 月

越前市立中央図書館
所在地：福井県越前市
主要用途：図書館
設 計：株式会社久米設計
施 工：木原建設株式会社、
株式会社ウエキグミ、
株式会社竹中工務店
竣 工：2006 年 8 月

照明計画：仙台 PDC 中島 一秋
器具設計：東京 TEC 吉田 征次郎

照明計画：名古屋 PDC 河瀬 正毅
器具設計：名古屋 TEC 二井 肇

総合ロビー

一般図書

総合ロビー・図書コーナー
使用器具：特注アッパーライト
光源：HQI 250W（WDL）
寸法：W 1800・D 150・H 532mm
W 510・D 510・H 180mm
特注パーティーションライン照明
光源：シームレスライン FRT 850 EL30
寸法：W 1800・D 150・H 532mm
特注フロアライト
光源：EFA 25EL × 3
寸法：W φ 550・H 2100mm
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一般図書
使用器具：特注書架照明
光源：TL5/21W × 1（3000k）
寸法：W 900・D 93・H 40mm/ ユニット
特注ペンダント
光源：CDM-TD 150W × 1（3000k）
寸法：W 600・D 520mm
受付コーナー
使用器具：システム照明 Artemide SURF SYSTEM
F-011W+F-012W 特注仕様
寸法：W 180・D（1193 × 4 連結 +240）
・H 33mm
受付コーナー
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ライオンズタワー仙台大手町

のんのこ温水センター

ライオンズタワー仙台大手町
所在地：宮城県仙台市青葉区
主要用途：マンション
設 計：株式会社 I.N.A 新建築研究所
施 工：株式会社大林組
竣 工：2006 年 5 月

のんのこ温水センター
所在地：長崎県諫早市
主要用途：温浴レジャー施設
設 計：株式会社山下設計
竣 工：2006 年 3 月
照明計画：福岡 PDC

照明計画：仙台 PDC 中島 一秋
器具設計：東京 TEC

エントランスロビー
使用器具：特注リング LED 照明
光源：LED2.5W（白色）× 48
寸法：W φ 3000・H 120mm
特注間接照明
光源：FHP 45W × 1
寸法：W 720・D 150・H 155mm

キャノピー、外構

外観

エントランスロビー

温水プール

温水プール
使用器具：ポール灯 BEGA
H4553W
ブラケット BEGA
K4545S
水中照明

キャノピー、外構
使用器具：特注ライン LED 照明
光源：LED12V6W（白色）
寸法：W 1000・D 53・H 40mm
特注軒下ダウンライト
光源：CDM-R 35W × 2
寸法：W 160（400）
・H 15（250）mm

外構
使用器具：ポール灯
H4679S

アートスタジオ
使用器具：カラー演出 COLOR KINETICS
光源：iColor MRg2 × 16
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アートスタジオ

BEGA

エントランスホール
使用器具：カラー演出 COLOR KINETICS
icv-003
エントランスホール
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朝日酒造株式会社

朝日酒造株式会社
所在地：新潟県長岡市
主要用途：オフィス
設 計：株式会社長建設計事務所
施 工：清水建設株式会社
竣 工：2006 年 4 月
照明計画：東京 PDC 岡野 寛明

かほく市立河北台中学校

エントランスホール
使用器具：特注昇降式シーリング照明
光源：CDM TD 150W × 2
ハロゲンランプ 200W × 1
寸法：W φ 400・H 520mm

かほく市立河北台中学校
所在地：石川県かほく市
主要用途：学校
設 計：株式会社五井建築設計研究所
竣 工：2006 年 4 月

食堂
使用器具：特注埋込蛍光灯照明
光源：FHP 45W × 4
寸法：W □ 700・H 175mm
食堂

声楽・器楽室

ランチルーム

ランチルーム
使用器具：特注ペンダント 39 台
光源：CDMR 70W PAR30L/40/830（3000k）× 1 灯
寸法：W φ 350・H 460mm
使用家具：チェア Fritz Hansen
SEVEN 3107BN（ビーチナチュラル）
声楽・器楽室、美術室
使用器具：システム照明 Artemide
SYSTEM133 3 連結仕様× 18 組
エントランスホール

外構
使用器具：ポール灯 BEGA
H4571+U4853
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外構
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当社の最新の照明施工事例をご紹介しました。また、当社ホームページにも掲載を予定しています。
当冊子の写真の無断転載を禁じます。
2006 年 11 月 21 日 発行
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