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テクニカルインタビュー

LEDが変えたもの
2015 年 10 月、アメリカのボルチモアで

開催された IALD（国際照明デザイナーズ

協会）の講演会でのこと。世界中から集

まった照明関係者が、日本から出席した

岩井さんと澤田さんの話を熱心に聴き入

っていた。注目された講演のテーマは「日

本のミュージアム照明 /　ザ・グレート・

チェンジ」。スピーチの後には、質問がい

くつも寄せられた。日本の美術館・博物

館照明の最新事情は、それだけ関心が高

かったのである。岩井さんはその時の様

子をこう振り返る。

「4つのプロジェクトを取り上げましたが、

その中で澤田さんが担当したホキ美術館

が最も革新的だと思ったので、最初に話

してもらいました。それは、一つの絵の

中で光の強さを変えて照明する発想が、

美術館照明の常識を変える画期的なこと

だからです。従来、美術館の壁面照明は、

均一な光の壁面を用意してそこに絵を掛

けるということが基本でした。ところが

澤田さんの仕事はそれを変えてしまった

のです。案の定、初めの澤田さんのホキ

美術館のプレゼンが終わった後に聴衆か

ら拍手がおきました」と。

それでは国際的に注目を集めたホキ美術

館の照明計画とは、いったいどのような

ものなのか。詳細に言及する前に、同館

で採用した LED 光源の一般的なメリット

について確認しておきたい。

１　小さい器具が作れる。(繊細な演出性 )

２　調光しても色温度が変化しない。( 照

明の統一性 )

３　視認性がよく、鑑賞者は低い照度で

も満足する。( 演出性、省エネ )

４　発光効率が高い。 ( 省エネ )

５　光源寿命が長い。( 省エネ )

６　紫外線の放出が少ない。（作品保護）

「ミュージアムは、人が居ても居なくても

照明を点けておかなければいけません。

ところが、これまで主流だったハロゲン

の照明を使うと、大量の熱が発生します。

それを冷やすために、常時空調が必要で

す。ところが LED は発光効率がよいので、

僕の試算では、空調費が 1/5 ほどで済む

んです。」と澤田さんは、LED 光源導入の

コスト面でのメリットを力説する。

　筆者は 15年ほど前、ある美術館の開館

に関わっていた。展示床面積が 1000

ほどの、現代美術を中心とした館である。

当時の試算で、月の空調費は約 200万円。

これが 1/5 になれば、年間で企画展二つ

分の費用が浮く計算となる。総務担当者

からすれば、初期コストさえ捻出できれ

ば、すぐにでもスポットライトを LED光

源に替えたいところだろう。

LED6700個！
ホキ美術館の衝撃
さて、澤田さんが照明を手掛けたホキ美

術館（2010 年 11 月オープン）があるの

は千葉県千葉市。設計は日建設計、山梨

知彦氏のチーム。展示品はオーナーが収

集した写実絵画という、私設美術館だ。

この館の建築的特徴は、鑑賞の妨げとな

るものを極力排除したことだろう。絵を

吊るピクチャーレールやワイヤー、壁面

下部の幅木や空調用スリットなど、余分

なものがまったく存在しないのだ。目に

入るのはプレーンな壁と絵画だけ。ただ

し天井には直径 64mmの穴が無数に開け

られている。いくつかは空調やスピーカ

ーなどに使われているが、多くは絵画を

照らすための照明用である。ホキ美術館

は人の視線が届きにくい天井に設備をま

とめ、壁しかない空間に作品が浮かび上

がるように設計されている。

こうした設計思想を生かすため、澤田さ

んは設計者から光ファイバー利用の打診

を受けた。ところが試算してみると、器

具やファイバーケーブルとその敷設費だ

けで建設費を越えてしまう。そこで当時

１個の光源がようやく 1wに達した LED

の利用を提案したのである。

ところで LED光源を利用する際、上手く

LED光源が一般的になった今日、美術館や博物館の照明が大きく変わろうとしているのをご存じだろうか。単に光源
がハロゲンからLEDに変わっただけの話ではない。この照明器具が一般化することで、作品の照らし方から演色性の
評価方法まで、照明の考え方そのものが新しいものになろうとしているのだ。そうした近年のミュージアム照明の事情
を、照明デザイナーの岩井達弥さんと、澤田隆一さんに伺った。数々の話題の案件を手掛けるだけでなく、新時代の照
明について国際会議で発言し、注目を浴びている二人だ。

ミュージアム照明のグレートチェンジ

ジョー スズキ氏（左）・澤田隆一氏（中）・岩井達弥氏（右）

ホキ美術館
設計：日建設計

付き合わないといけない特性がある。そ

のひとつが指向性の高さだ。LEDの光は、

白熱電球のフィラメントのように全方向

に光が広がるのではない。微小サイズの

発光部から放たれた光がレンズで集めら

れ、細い光を造る仕組になっている。こ

れをミュージアムのスポットライトとし

て使用すると、天井からではせいぜい直

径数十cmの範囲しか照らすことができな

い。50号程度の絵画の場合、従来のスポ

ットライトであれば２～４台の使用で済

むが、LEDでは 10～ 20台が必要となる。

結果ホキ美術館では、全館で約 6700 も

の LED で作品を照らすこととなった。

LED の全面採用はもとより、これだけの

数のLED をミュージアムで使用したのは、

ホキ美術館が世界で最初だったという。

一枚の絵画を従来の何倍もの光源を使っ

て照らす。この決断に役立ったのが、澤

田さんの海外美術館の視察体験だ。「実際

に海外の美術館を訪れてみると、それま

で日本で定説とされていた展示照明の手

法とは随分違うことに驚かされました。

その一つが、光源の方向です。絵画展示

では保護アクリルや絵画面の光沢による

照明光源の反射が鑑賞の妨げになります。

そのために天井のスポットライトは、壁

面から反射を避けた一定の距離に置かれ

るのがよいとされてきました。しかしこ

れでは絵画表面のテクスチャーに邪魔さ

れて色彩が見えにくい。ところが当時見

た先進の海外美術館では細い光を使うこ

とでこのセオリーを破り、色彩とテクス

チャーの両方を上手に見せていました。

もう一点驚いたのが、闇の照らし方です。
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澤田さんがホキ美術館に関わったのは、

「LED光源の使用がなんとか可能になった

時期」。事前の実験にも関わらず、オープ

ン当初は、オーナーの希望によってハロ

ゲン灯での対応も準備をしていたようだ。

しかし、予想以上に LED光源の評判が良

かったのである。岩井さんは、客観的に

分析する。

「やがては、ハロゲン灯は生産中止になる

でしょう。何年か後には、逆にあの頃の

色味が懐かしいと趣味的にハロゲン球を

使用することになるかもしれません。今

でいうと、レコードで音楽を楽しむよう

な感覚ですね。」

ともあれ、千葉県の郊外にある小さな個

人美術館が、世界で最も進んだ照明を実

践したのである。この事実が関係者に与

えた衝撃は大きかった。

光源を LEDに変えて評判に
2013 年にオープンしたアーツ前橋は、岩

井さんが手がけた最初のLED化美術館で、

古いファッションテナントビルを美術館

に改装した水谷俊博建築設計事務所の意

欲的なプロジェクトだ。

古い天井を撤去し、スケルトン天井への

間接照明で空間の高さを演出しながら、

個別の展示物やイベントに必要な光は高

演色 LED 搭載のスポットライトで、器具

側で調光できる個別調光制御と全体的に

回路ごとに調光制御する全体調光制御の

切り替えや、各種フィルターの装着、先

端部の交換によってウォールウォッシャ

ーへの変更などフレキシブルに対応でき

るように配慮した。

最近の LED 光源には、作品をより鮮やか

定説通りに作品全体を照らしたため、暗

い闇が描かれていても、大型の作品では

逆に反射して明るく光ってしまうケース

を何度か日本で見てきました。ところが、

作品を細く絞られた複数の照明で照らし

た海外の展示では、闇は光の当たってい

ない影として存在したのです。ホキ美術

館では同じように、照らす範囲の狭い

LED 光源を複数利用し、一枚の作品の必

要な部分に必要な量の光を当てる照明を

行いました。」

画家が選んだのは LED の色味
美術館が完成し最初に作品が展示される

際は、照明デザイナーが照明の調整を行

うことが多い。しかしホキ美術館は違っ

た。ほとんどの作品の照明は、描いた画

家本人によって行われたのだ。「彼らは光

を『第二の絵筆』にしたのです。闇や暗

がりとして描いたところに光は必要ない。

それよりも陽光を浴びて輝く絹の衣装な

どを、集光された LEDのスポット光を使

い、絵の具のホワイトでは表現しきれな

い『輝く白』で描いたのです。」

もうひとつ LED 光源の問題点として指摘

されることがあるのが、色味と演色性で

ある。これまでミュージアム照明では、

見慣れたハロゲンの色を好む人が多かっ

た。ところが開館後のホキ美術館で、LED 

照明に関する批判的な話を聞かない。そ

れどころか極めて評価が高いのだ。

この美術館は、現代の日本人の作家の精

緻な写実絵画を中心に収集・展示してい

る。そこで澤田さんは、設計段階で作品

が展示される画家たちを招いて実験を行

い、照明に関する意見を求めていた。

「彼らの作品は、写真よりも精密なもので

す。だから照明は非常に重要です。とこ

ろが実験の結果は意外なものでした。ハ

ロゲン照明よりはっきりと見えていない

色味があるにも関わらず、画家の方々は

LED 照明を選んだんです。演色性で Ra 

の数値も劣っていたのですが、LED 独特

のスペクトルが緻密な描写に合っていた

のでしょう。彼らの選択は、見せたいも

のが見える光でした。」

画家は、絵全体に均一に光が当たる照明

でなく、意図した部分に必要な光だけが

当たる演出と緻密な描写の再現を求めた

のである。色味に関しても、白色と暖色

の 2 種類の色温度の LED 照明を混ぜて調

光した。これで普段画家が制作を行って

いる、自然光と人工光を使い分けるアト

リエに近い環境が実現できたことも、ホ

キ美術館の照明が支持された理由である。

ホキ美術館

京都国立博物館 平成知新館

豊田市美術館 高橋節郎館リニューアル

澤田隆一氏

アーツ前橋 プレオープン展示「コレクション +からだが語る」2013年
設計：水谷俊博建築設計事務所

設計：谷口建築設計研究所

設計：谷口建築設計研究所

設計：日建設計

に見せる効果がある。実際に光源をハロ

ゲンから LED に変えただけで、劇的に作

品の見え方が変わったと言われているの

が、2015 年秋にリニューアルした豊田市

美術館  高橋節郎館だ。

建築家・谷口吉生氏の代表作として知ら

れる名建築で、岩井さんは 1995 年の開

館の際、TL ヤマギワ研究所での最後のプ

ロジェクトとして関わっている。今回は

開館 20年目にあたり、全館を一年間休館

させ、バリアフリー化などが推し進めら

れた。

その際に行われたのが、高橋節郎館の照

明の LED 化と調光設備の交換である。従

来の照明手法をそのままに LED化を試み

た。

改修設計を担当した岩井さんによれば、

「LEDに変えた効果は歴然」だそうで、来

館者・関係者の多くがその変化に驚くと

いう。

肌理細やかな博物館照明
これまで触れてきた美術館と比べ、博物館照

明で特に注意すべき点はなんだろうか。

岩井さんは説明する。「博物館は、作品保護の

ための低照度と、鑑賞のためのある程度の明

るさのバランスから 100 lx というのが上限の

一般的な目安となっています。ところが LED

照明で実験を行ってみると、70～ 80 lx でも

十分という意見が多いです。」

澤田さんは続ける。「紫外線や赤外線が出なく

ても作品を傷める可能性はあるので（照度）×

（照射時間）で考えなければいけません。でき

るだけ照度は絞った方がいいですね。」そうし

た制約の中、いかに展示物を美しく照らし出

すかが、博物館照明のポイントだ。

その岩井さんが手掛け、2014 年 9 月にオー

プンしたのが京都国立博物館平成知新館であ

る。豊田市美術館と同じ、谷口吉生氏の設計だ。

ここでまず目を引くのが、高さ 7.5m の空間

に照らし出される数体の巨大な仏像だろう。

燻金色に光る壁面を背景に、複数のスポット

ライトによる繊細な灯りが仏像を立体的に浮

かび上がらせている。定期的な展示替えに伴

う高所作業の効率と危険を鑑み、使用する 

LED スポットライトは、遠隔操作が可能な既

製品。これをベースに、無駄な光をカットし

繊細な演出ができるような改良が施された。

その他の展示室も、常設でありながらジャン

ルを超えた展示替えが予定されるため、展示

ケースの照明は様々な種類の展示物に対応す

るフレキシビリティーが要求されたという。

展示される作品は、大まかに分けても次の三

種類ある。

まずは、壁面に吊るされる掛け軸などの平面

作品。これはケース上下に設置されたウォー

ルウォッシャーで照明する。

二つ目は、壁面から離れた場所に置かれる仏

像のような高さのある立体作品。これには立

体感をだす前面からのスポットライトの光に

加え、ボリューム感を表現する後ろから反射

光が必要だ。

そして三つめが、陶磁器のような、さほど高

さの無い小さな立体作品である。前面から複

数のスポットライトで照明するとともに、前

面が影にならないようケース内の低い位置か

らも照らす必要がある。

そしてどの場合にも共通するのが、解説用の

照明だ。博物館の展示品は、美術作品と違い、

長い解説文が添えられる場合が多い。暗い中

で文字をしっかり読ませる照明が必要なのだ。

このどれにも対応しなければならないのだか

ら博物館照明は難しい。

しかも展示物によっては、さらに細かな対応

が必要なこともある。それを作品保護のため
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必要最低限の明るさで行うのだ。こうし

た状況下において、小さく発光効率の良

い LED は理想の光源ではないだろうか。

「今後は、LED 照明を使って、肌理細かく

必要な部分だけを照らし劇的な演出を行

う博物館が増えてくるでしょう。それと

ともに、LED の光を作品にマッチした分

光分布に調整するスペクトル設計、言い

換えれば『光ブレンディングの時代』に

なります。いや、もうなっています。」

岩井さん、澤田さんは、美術館・博物館

照明の近未来をそう予想する。

「でもそうなると、今のままの演色評価方

法では問題があります。今後は新しい評

価方法が必要となるでしょう」と、問題

点も指摘する。

魅力的な夜間ライトアップ
ところで近年は、開館時間を週に一日だ

け遅くまで延ばしている美術館・博物館

が増えた。京都国立博物館平成知新館も、

特別展覧会開催中の金曜日は 20 時まで

開館している。

そんな夜の時間に、訪れる者の気持ちを

盛り上げてくれるのが建物のライトアッ

プだ。平成知新館が夜に照らされた姿は、

和紙でできた巨大な行灯が光っているよ

うに魅力的なもの。もちろんこのように

美しく照らすのは簡単ではない。施工期

間中に現場で部分的なモックアップを造

り、照明を含めた事前の確認が行われて

いるというから驚かされる。

「狙ったのは、行灯のような室内の光が背

後の壁面をほんのり明るく照らすイメー

ジです。ところが計画段階で室内の光だ

けでは実現できないことが分かり、軒裏

から外壁のスカイラインを照らす照明と、

それでも暗くなる右隅の角だけを照明す

るスポットライトを隣の本館に設置して

対応しました。」別系統の照明の存在を気

付く人がほとんどいないのは、異なる照

明の色温度調整が上手く合っているから

だろう。

かくしてライトアップされた同館は、駅

前の京都タワーや七条通りからよく見え

る、夜の京都の新しいランドマークとな

った。

夜の眺めと言う点では、澤田さんが手掛

ジョー スズキ  Joe Suzuki
文筆家・写真家
国内外のメディアに寄稿する文筆家・写真家。
特にインテリアの分野に強く、海外家具メー
カー社長、デザイナーへのインタビューを得
意とする。近著の「名作家具のヒミツ」はベ
ストセラーに。デザインプロデューサーとし
ての顔も持ち、2013 年より始まった秋のデ
ザインイベントMAIN のディレクターでもあ
る。

京都国立博物館 平成知新館 東京都庭園美術館 新館（写真：川澄・小林研二写真事務所）

岩井達弥
照明デザイナー・コンサルタント
岩井達弥光景デザイン代表
日本大学生産工学部建築学科講師 
国際照明デザイナー協会 (IALD) 正会員

経歴
1955　東京生まれ
1980　日本大学理工学部建築学科卒業
1980　株式会社ＴＬヤマギワ研究所入社
1989　同照明計画室室長
1991　同副所長
1996　同退社・岩井達弥光景デザイン設立・現在に至る 

澤田隆一
照明デザイナー・コンサルタント
有限会社サワダライティングデザイン＆アナリシス
代表取締役
国際照明デザイナー協会 (IALD) 正会員

経歴
1964 年　福岡県生まれ
1988 年　武蔵野美術大学造形学部空間演出デザイン学科卒業
1988 年　TLヤマギワ研究所
1990 年　ライティング プランナーズ アソシエーツ
2004 年～サワダ ライティングデザイン＆アナリシス 設立

岩井達弥氏

設計：谷口建築設計研究所 設計：株式会社 久米設計

けた庭園美術館新館（2014 年 11 月オー

プン）も興味深い。

「庭園美術館という名前の通り庭が見事な

ので、そちらからの眺めも十分に考慮し

ようと設計者と話し合いました。」という。

設計は久米設計、安東直氏のチーム。こ

の施設の特徴のひとつが、展示室、ホー

ルから軒下の天井まで連続する、逆“U”

字型のアーチだ。庭からもしっかり見え

るこの構造物は、柱の無い広い展示室を

実現し、梁で空間を分断しないためのも

の。アーチの中央部には上向きの照明が

吊るされている。「私が設計したのは、反

射する光が上手く広がるようなアーチの

カーブ。光源が LEDなので照明器具が小

さくなり、目立たないうえ反射光を効率

よく取り出せた」と澤田さんは話す。筆

者は二度訪れているが、この照明は記憶

に残らない程控え目である。「写真だけし

か見てない人からもトップライトが採用

されているのか、と聞かれたことがあり

ました。昔ながらの蛍光灯が使われたな

ら、照明器具の高さも幅も倍だった」と

言うから、その差は歴然だろう。

最後に
これまで美術館・博物館で使用される照明が 

LED に替わったことで起こった変化を紹介し

てきた。多くの事例から分かることは、ミュ

ージアムの光源として LEDに多くのメリット

があることだ。上手く活かせば、作品はさら

に魅力的に見えるのである。ホキ美術館の画

期的な手法を皮切りに、今後のミュージアム

照明の可能性は LEDによってさらに大きく広

がることだろう。

もっとも LEDには、コストが高い、トラブル

が多い、調光とのマッチングが難しいという

問題も存在する。それでも LEDによる質の高

い照明を一度見てしまうと、もう昔には戻れ

ないだろう。

今回紹介した、岩井さんと澤田さん二人のプ

ロジェクトが契機となり、世界中の多くの関

係者が最新のLED照明事情を共有することで、

より魅力的な照明のミュージアムが全世界に

増えることを強く願うものである。

（文責・ポートレイト撮影：ジョー スズキ）
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国立科学博物館 地球館Ⅰ期（北側）リニューアル 総合展示テーマ「人類と自然の共存をめざして」に基づき、最先端の科学的知見をふまえた新しい展示にリニューアルしました。子供から専門家まで多様な人々が
先端的な科学の世界を楽しむことができ、科博や科学との“対話”を育むことができる場となることを目指しています。B3F 自然のしくみを探る、B1F 地球環境の
変動と生物の進化 - 恐竜の謎を探る -、1F 地球史ナビゲーター、2F科学技術で地球を探る、3F親と子のたんけんひろば コンパスなどテーマに沿ったライティング
を施しています。

国立科学博物館 地球館Ⅰ期（北側）リニューアル
所在地 ： 東京都台東区
主要用途： 博物館
内装設計 ： 乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画  ： 乃村工藝社・丹青社設計施工共同企業体
                  イリス・アソシエーツ
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

1F 地球史ナビゲーター

1F展示
ハニカムルーバー付高天井用スポットライト GEM
光源 ：LED 30W
切り抜き文字ゴボ付ピンスポットライト

光源 ：LED 20W
LEDジャックスポット GEM
光源 ：LED 15W
光源 ：LED 1W
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国立科学博物館 地球館Ⅰ期（北側）リニューアル

11

3F 親と子のたんけんひろば コンパス

2F 地球を探るサイエンス 2F 観測ステーション

1F 海洋生物の多様性

2F展示
ハニカムルーバー付高天井用スポットライト GEM
光源 ：LED 30W
ハニカムルーバー付スポットライト GEM
光源 ：LED 15W
ダウンライト

光源 ：LED 26W

3F展示
ハニカムルーバー付高天井用スポットライト GEM
光源 ：LED 30W
ハニカムルーバー付スポットライト GEM
光源 ：LED 15W
特注フットライト

光源 ：LED 0.7W
棚下灯

光源 ：LED 2W

地下 1F 恐竜の謎を探る

地下 1F展示
高天井用スポットライト GEM
光源 ：LED 30W
ミニスポットライト

光源 ：LED 4.8W
ジャックスポット

光源 ：LED 1W

1F展示
ハニカムルーバー付スポットライト GEM
光源 ：LED 15W
ハニカムルーバー付アッパーライト GEM
光源 ：LED 15W
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豊田市美術館高橋節郎館リニューアル

12

エントランスコート

展示室 1 ラウンジ 2

展示室 1
スポットライト

光源 ： VIOLED 26W  3500K
ケース照明

光源 ： VIOLED 32W  3500K

豊田市美術館 高橋節郎館リニューアル
所在地 ： 愛知県豊田市
主要用途： 美術館
設　計 ：  谷口建築設計研究所
リニューアルオープン ： 2015年 10月10日

照明計画  ： 谷口建築設計研究所
                  岩井達弥光景デザイン
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC・PDC
照明制御計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 TEC制御

豊田市美術館高橋節郎館は、漆芸家高橋節郎氏の作品を展示する美術館で、平成７年に豊田市美術館と同時に開館しました。開館当時、ハロゲンランプのスポット
ライトやスリットウォールウォッシャーおよび美術館博物館用蛍光灯のショーケース照明と異なる光源で照明されていた照明器具をすべて LED化しました。スポ
ットライトはシンプルな筒状デザインを維持しながら、一台でスポットにもウォールウォッシャーにもなるコンパチブル・スポットとしました。豊田市美術館の特
徴のひとつである空調・ライティングトラック・ウォールウォッシャーがライン状に一体となったスリット・システムは、天井工事することなく光源および反射鏡
を交換することで改修前と同等以上の光の効果を実現しました。光源は演色性に優れた美術館の次世代LEDである紫励起タイプを採用し3500Kに統一しています。
また、開館当時日本の美術館で初めて採用されたルートロン大規模調光設備（オライオン）を LED仕様に更新を行いました。調光をかけても色温度変化の無い LED
は低照度でも鑑賞しやすい光環境を提供しています。

展示室 3

展示室 3
スポットライト

光源 ： VIOLED 32W  3500K
スリットウォールウォッシャー

光源 ： VIOLED 16W  3500K

エントランスホール 3

VIOLEDⓇは YAMAGIWAの商標登録です。
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東京都庭園美術館 新館

15

東京都庭園美術館 新館
所在地 ： 東京都港区
主要用途： 美術館
設　計 ： 株式会社 久米設計
リニューアルオープン ： 2014年 11月22日

照明デザイン  ： 株式会社 久米設計
　　　　　　  サワダライティング デザイン &アナリシス
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

東京都港区白金台にある東京都庭園美術館本館に隣接する新館は、構造体である PC床版形状を活かした　特注ベース照明を間接光とし、強い陰影を生まない柔ら
かな光の空間を作り出しています。美しいガラスのアプローチを通り抜けると開放感あふれる空間が広がります。歴史的建造物である本館は、展示での制約が多い
ため、新館では幅広い展示ができる場が設けられています。

新館ロビー

ギャラリー 1

新館外観
新館 
アルミ押出し特注間接照明

光源：LED 4000K

新館 ギャラリー 1
スポットライト

光源：LED 22W 4000K
個別調光器付

新館 写真上
アルミ押出し特注間接照明

光源：LED 4000K
アルミ押出し特注ウォールウォッシャー

光源：LED 4000K

新館 写真下
屋外型ライン照明照明

光源：LED 4000K

写真  ： 川澄・小林研二写真事務所 新館
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東京国立博物館平成館 考古展示室リニューアル

国宝 埴輪 珪甲の武人

東京国立博物館平成館 考古展示室リニューアル
所在地 ： 東京都台東区
主要用途： 博物館
リニューアルオープン ： 2015年 10月14日

照明計画  ： 東京国立博物館デザイン室
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC

展示室

VIOLED ：MUSEUM-SPOT
光源：VIOLED
消費電力：20Ｗ
全 光 束：1200 lm
本体：アルミ

調光：位相制御方式

1999 年 10月のオープン以来の本格的リニューアル。展示ケースともに照明器具も刷新し鑑賞しやすい環境を提供。採用された照明器具は美術館・博物館に特化
したMUSEUM-SPOT。超高演色紫発光 LED『 VioLED 』搭載。色の見え方の高い忠実性、展示品への悪影響の紫外線、赤外線を排除、さらには「青色光網膜障害」
の原因となる青色光の余分な成分を抑えた極めてムダのない自然な光を実現。狭角、広角、ウォールウォッシャ、カッタースポットと多彩なフロントユニットが容
易に交換できるので、一台でフレキシブル展示照明が行えます。

VIOLED®は YAMAGIWAの商標登録です。



1918

長谷寺 観音ミュージアム

長谷寺 観音ミュージアム
所在地 ： 神奈川県鎌倉市
主要用途： 美術館
設　計 ：株式会社 乃村工藝社
竣　工 ： 2015年 10月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

観音菩薩・三十三応現身展示室

観音菩薩・三十三応現身展示室

ミュージアムフレーミングスポットライト

光源：VIO LED20W

懸仏ケース

ミュージアムウォールウォッシャ

光源：VIO LED50W× 6台

階段室

ユニバーサルダウンライト X104BW
光源： LED
アジャスタブルダウンライト J504BN
                                                J505BN
光源： LED

開館 35周年を迎え、これまでの寺宝の展示だけでなく、鎌倉長谷寺の本尊である「観音菩薩」を主題とした博物館。新しい寺院系博物館（テンプル・ミュージアム）
の姿として、わが国に伝えられ広められた仏教のなかでも、とりわけ多くの人々に敬われた「観音菩薩」について、日本人はもとより、海外の方々にも平易に紹介
できる施設。十一面観音菩薩（ぼさつ）立像（前立観音）や観音三十三応現身立像、重要文化財である「十一面観音懸仏（かけぼとけ）」のライティングは美術館・
博物館に特化した超高演色である紫励起 LED「VIOLED」を採用し、本来の色彩を忠実に再現しています。

階段室

懸仏ケース VIOLED®は YAMAGIWAの商標登録です。
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としまエコミューゼタウン /BrilliaTower 池袋 としまエコミューゼタウン /BrilliaTower池袋
所在地 ： 東京都豊島区
主要用途： 庁舎、分譲住宅等
設　計 ： 株式会社 日本設計
（1Fエントランスホール及び 31Fゲストルーム：隈研吾建築都市設計事務所デザイン監修）
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画  ： 株式会社 日本設計
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

11Fパーティルーム1Fエントランスホール

11Fパーティルーム
特注ペンダント

光源 ：LED 0.06W× 12灯
素材：鋼、クロームメッキ　Vカットガラス

エントランス

特注シャンデリア

光源 ：LED 36.1W× 38灯
素材 ：ステンレス ミガキ仕上、
          スワロスキー製ガラスビーズ

特注ペンダント

としまエコミューゼタウンは日本初の区本庁舎一体型プロジェクトとして東京都豊島区南池袋に 2015 年 3月に完成しました。地上４９階建ての複合大規模タワー
レジデンスで、1階～ 10階は豊島区新庁舎や商業施設などが占め 11階以上は分譲住宅（BrilliaTower 池袋）となっています。1階の一角にレジデンスのエントラ
ンスがあり、落ち着きのある明るさの中、水盤とシャンデリアが居住者を迎え入れレジデンスの格調を高めています。シャンデリアは豊かな水盤に流れ落ちる滝の
イメージで、スワロフスキーのクリスタルを贅沢に使い豪華さの中に繊細さを兼ね備えた美しい輝きを発しています。11階にある居住者用のパーティルームでは、
切子細工のペンダントがブラック SUSの天井に映り込みながら、夜空の星のように輝いています。

エレベーター

エレベーター

特注シャンデリア

光源 ：LED 15W× 4灯
素材 ：ステンレス ミガキ仕上、
          ガラスビーズ

特注シャンデリア 31Fゲストルーム
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プラウドタワー武蔵小杉

食堂

エントランスホール

特注ペンダント

光源 ：LED電球 10.6Wタイプ× 3灯
素材 ：SPC アクリル フィルム貼
特注ペンダント 
光源 ：LED電球 8.4Wタイプ× 16灯
素材 ：SPC 布

プラウドタワー武蔵小杉

所在地 ： 神奈川県川崎市
主要用途： マンション
売　主 ： 野村不動産株式会社
              相鉄不動産株式会社
設　計 ： 株式会社アール・アイ・エー
竣　工 ： 2015年 1月

デザイン監修： 株式会社ギャルド　ユウ・エス・ピイ
照明計画： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

エントランスホール

利便性が高く再開発が目覚しい人気エリア武蔵小杉で駅から徒歩 4分という便利な立地に建つ、45階建ての大型タワーマンションです。アプローチから最初に目
に入る風除室のリング状シャンデリアが重厚感と格式をたかめています。エントランスホールの窓際には大振りなペンダントを連続して配置し外部からのアイキャ
ッチも兼ね、ラウンジ空間にあたたかみを添えています。ガラスの細かいテクスチャーが重なり合い、奥行きと変化のある表情をつくっています。また、カウンター
ではやさしい拡散発光で親しみのある印象をもたせる配慮がされています。

エントランス風除室

エントランスホール

エントランス風除室

特注シャンデリア

光源 ：LED 2W× 24灯 +LED 0.9W× 160灯
素材 ：SPC フェイクアラバスター
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嘉島町民会館
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嘉島町民会館

所在地 ： 熊本県上益城郡
主要用途： 会館
設　計 ： 株式会社 山下設計
竣　工 ： 2014年 3月

照明計画： 株式会社 山下設計
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 福岡 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 TEC

エントランスホール

エントランスホール

特注ペンダント

光源 ：LED 12V12W× 2灯

熊本県嘉島町の中央に位置する複合施設です。豊かな水で有名な町の施設として、随所に水をテーマとしたデザインを取り入れています。エントランスホールは水
の波紋をイメージした光の輪が浮かびます。リング照明は LEDの特長を生かし薄く軽くデザインされ、吊りワイヤーに通電することによりコードを無くし浮遊感を
演出しています。また、特注ダウンライトにより、十分な照度を確保しつつ天井面には器具の存在を感じさせない計画としています。

外観

ホワイエ

ホール
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NHK京都放送会館
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視聴者公開スペース

ダウンライト X-series
光源 ：LED 38W

姉小路回廊

間接照明

光源 ：LED 10W
スポットライト X-series
光源 ：LED 20W

エントランス・風除

ダウンライト X-series
光源 ：LED 20W

視聴者公開スペース

外観

NHK京都放送会館の建替計画で、最新の放送機能を維持するとともに、視聴者に開かれ周辺環境に配慮した地域に根差す施設づくりが行われ、将来にわたる京都の
都心景観を先導することをコンセプトとしています。外壁のダブルスキンの窓桟 1枠に対し小型 LEDモジュールを設置し拡散配光とすることで柔らかく全体を照
らし出し、京都らしくはんなりとした存在感をつくりだしています。2層吹抜けの視聴者公開スペースに ､スタジオ的雰囲気が味わえるよう狭角なダウンライトを
連灯配灯し空間にメリハリをつくる光を落とし込みながら、建物の顔となる空間をドラマティックに演出しています。1Fをとり巻く回廊やエントランス廻りにつな
がる光は共通するイメージを保ちながら、配灯や向き ･器具内で輝度を抑えるなどで光と影を意識した計画とし、全体の雰囲気を優しくまとめています。

NHK京都放送会館
所在地 ： 京都府京都市中京区
主要用途： オフィス
設　計 ： 株式会社 東畑建築事務所
竣　工 ： 2015年 8月

照明計画： 株式会社 東畑建築事務所
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 TEC

姉小路回廊 エントランス・風除
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S-コモンズ
ライン照明

光源 ：FRT36W

就実大学・就実短期大学 110 周年記念校舎（S館）

就実大学・就実短期大学 110周年記念校舎（S館）
所在地 ： 岡山県岡山市中区
主要用途： 大学施設
設　計 ： 株式会社 佐藤建築事務所
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画： 株式会社 佐藤建築事務所
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 TEC

110周年記念ホール

岡山駅から北東に位置する就実大学・就実短期大学構内に、学園創立 110周年記念事業として学びと交流の拠点となる 110周年記念校舎（S館）が建てられました。
コンセプトには、建学精神である「去華就実」を掲げ、外見的華美に走ることなく実質的・本質的な意味における豊かさに価値を置き内面の充実に努めるというよ
うな理念に基づくよう、照明計画にはシンプルでありながら空間のマスを意識した秩序ある配置と、S館内の多様な空間に応じた器具や照度の設定、各室に応じた色
温度の選定を行い、学生の勉学や交流を推進できる効率的かつ効果的な光を配しています。110周年記念ホールやアカデミックホールには、立体的大空間に効率的
に光が廻るように設計されたボーダー照明がベース光となり、多彩な講義・講演に応じられる機能性高い空間をつくり、1Fの自主学習スペースとなる S・コモンズ
には、天井リブに組み込んだライン照明とスポットライトで構成し色温度 3000Kでまとめることで、自由な雰囲気と寛ぎ感から生まれる発想力を高め、建築の広が
りや奥行きを生かす光が空間に貢献することで、上質な教育の現場を創り出しました。

110周年記念ホール
特注ボーダーライト

光源 ：LED 38.4W× 84台 +23.2W× 24台
ダウンライト

光源 ：LED 20W

アカデミックホール

ライン照明

光源 ：FRT36W

講義室

ベースライト

光源 ：LED 22W× 2灯
アカデミックホール 講議室S-コモンズ
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大阪国際大学守口キャンパス　新 1号館
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エントランスホール

外観

キャンパスプラザ、サンクンガーデン

テーブルライト

光源 ：LED DC24V-10W/m
ボラード

光源 ：LED-7.2W

大阪国際大学守口キャンパス　新 1号館
所在地 ： 大阪府守口市
主要用途： 大学施設
設計・監理 ：株式会社 安井建築設計事務所
竣　工 ： 2015年 2月

照明計画：株式会社 安井建築設計事務所
                 YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 PDC

キャンパスプラザ

サンクンガーデン

大阪国際大学守口キャンパスの旧 1号館建替に伴い、同位地に、インタラクティブかつグローバルな知的探究心で「創造」を「かたち」にする、国際性豊かな学習・
研究の空間・環境となる新 1号館（地上 6階、地下 1階）が完成しました。学園の理念を表す「GLOBAL MIND」とロゴマークである「OIU」の文字そのものを
モチーフとしたテキスタイル的デザインパターンで包まれたエントランスでは、アルミキャストパネルの重厚で陰影のある表情を立体的かつ効果的に演出する光空
間を創り出しています。カフェや階段、ガーデン、アプローチなど、全て電球色の LEDを使用し、造作インテリアと相まって柔らかな親しみやすいキャンパス空間
となっています。

カフェ

エントランスホール

特注埋込ライト

光源 ：LED-9.6W、15W
特注埋込ライト

光源 ：LED DC24V-15W/m

外観

特注埋込ライト

光源 ：LED DC24V-15W/m
特注フットライト

光源 ：LED-3.8W

カフェ

特注ベースライト

光源 ：LED-15W× 4灯
ペンダント artek 914A330S/chrome/black
光源 ：LED-7.4W
テーブルランプ FLOS 756MISS/K/T/SIL/RED /BLK
光源 ：シリカ電球 60W
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八千代市立中央図書館　八千代市市民ギャラリー
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八千代市立中央図書館 八千代市市民ギャラリー
所在地 ： 千葉県八千代市
主要用途： 図書館、市民ギャラリー
設　計 ： 株式会社 岡田新一設計事務所
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画  ： 株式会社 岡田新一設計事務所
                 YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC

図書館・開架エリア

スポットライト BEGA T4701B
光源 ：CDM TD 150W

市民ギャラリー

スポットライト BEGA T4701B
光源 ：CDM TD 150W

図書館・開架エリア

市民ギャラリー

フリースペース・カフェ

ブラケット BEGA
光源 ： LED 6.4W
スポットライト BEGA T4701B
光源 ：CDM TD 150W

八千代市が緑豊かな新川地区に市立中央図書館と市民ギャラリーを建設、知性を育む文化の拠点として期待されています。敷地面積は約 1万 2千平方メートル。白
を基調にした 2階建てで、図書館は開架册数 17万冊、閲覧席数 573 席。大きな窓とともに、トップライトやハイサイドライトで自然光を豊かに取り入れる設計と
なっています。おおらかな空間と特徴的な折上げ天井をハイパワーなスポットライトで照らしあげ、明るい印象をつくっています。間接照明の効果により手元に影
が出にくく心地よい光環境となるよう配慮がされています。ギャラリーに於いても同様の間接手法で、パーテーションによる自由なレイアウト変更にも対応したム
ラのない光環境となっています。

外観・フリースペース

フリースペース・カフェ

フリースペース・カフェ
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鹿角市文化の杜交流館　コモッセ

つどう、ふれあう、にぎわう、を目的とした文化交流の杜が、秋田県鹿角市に 2015 年 3月、竣工しました。ホール新設に加え、これまで市内各場所に分かれていた、
図書館・市民センター ･子育て支援施設を一ヶ所に集約し、市民全体が集える場所を計画することで、中心市街地に人の流れや賑わいを呼び込み、鹿角文化を発信す
る交流拠点となっています。建物内に入ると、こもれび広場と呼ばれる市民が集う吹抜けホールが広がります。そこには、エコツリーと呼ばれる自然の力を利用し
た換気、採光等の機能をもつ特徴的な柱が木立のように立ち並んでいます。その柱上部の内側に設置されたスポットライトによる間接光が、柔らかなこもれびを連
想させる光環境を創り出しています。また、柱に設置された上下方向のスポットライトにより、低い位置の鉛直面にも明るさ感が与えられ、メリハリのある空間と
なっています。

鹿角市文化の杜交流館　コモッセ

所在地 ： 秋田県鹿角市
主要用途： 公民館、文化ホール、図書館
設　計 ： 株式会社 佐藤総合計画
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画  ： 株式会社 佐藤総合計画
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC

1F こもれび広場

1F エントランス 2F 花輪図書館

2F 一般閲覧室

2F 児童閲覧室 1

2F 児童閲覧室 2

1F エントランス
軒下灯 Ｘ -series DOWNLIHGT 軒下灯 Ｘ 067ＢＷ
光源 ：LED電球色タイプ（3000Ｋ）20Ｗ× 1  40°

1F こもれび広場
スポットライト Ｘ -series   T108BＷ
光源：LED電球色タイプ（3000Ｋ）24W× 1  60°
スポットライト Ｘ -series     T1104S
光源：LED電球色タイプ（3000Ｋ）20W× 1  40°
アジャスタブルダウンライト

GEM DOWNLIGHT 75SERIES   J505CN
光源：LED温白色タイプ（3500Ｋ）15W× 1  40°

2F 花輪図書館
ペンダント LED LINE TYPE-I  F706DW
光源：LED白色タイプ（4000Ｋ）68W× 1
特注書架照明

光源：蛍光ランプ白色タイプ（4200Ｋ）ＦＨＦ32W×2列

2F 一般閲覧室
特注デスクライト

光源：LED白色タイプ（4000Ｋ）約 1W× 3

2F 児童閲覧室 1
ペンダント LED FLAT SUSPENSION  F701DW / F703DW
光源：LED白色タイプ（4000Ｋ）76W× 1

2F 児童閲覧室 2
アクセサリーダウンライト

Ｘ -series ACCESSORY DOWNLIHGT  X118BW
光源：LED電球色タイプ（3000Ｋ）22W× 1



ギャラリー

ギャラリー
ペンダント systemX LED versionL 
光源：LED 36.7W 6台　2セット

美和台幼稚園

美和台幼稚園
所在地：福岡県福岡市東区
主要用途：幼稚園
設　計：一級建築士事務所安達文男建築工房
竣　工： 2015年 7月

照明計画：一級建築士事務所安達文男建築工房
                  YAMAGIWAクリエイティブ局福岡 PDC

ホール

学校法人向陵学園　宇治幼稚園

学校法人向陵学園　宇治幼稚園
所在地：京都府
主要用途：幼稚園
設　計： (株 )ジャクエツ環境事業・
　　　　(有 )赤土善蔵アトリエ共同企業体代表赤土善蔵
竣　工： 2015年 8月

照明計画： (有 )赤土善蔵アトリエ
　　　　　YAMAGIWAクリエイティブ局名古屋 PDC
器具設計： YAMAGIWAクリエイティブ局名古屋 TEC

玄関ホール・廊下

保育室外構

ホール
特注ペンダント　2台
光源：LED 14W× 12灯
ダウンライト　X115DN　36台
光源：LED 54W
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日本生命保険相互会社 本館・東館

日本生命保険相互会社 本館・東館
所在地 ： 大阪府大阪市中央区
主要用途： オフィス
施　主 ： 日本生命保険相互会社
設　計 ： 株式会社 日建設計
竣　工 ： 2015年 1月

照明計画  ： 株式会社 日建設計
                  YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 TEC

日本生命本館

イチョウ並木が続く御堂筋の中で、風格あるたたずまいの日本生命 本館は、御堂筋の美しい都市景観に最も似合う建物の一つです。その本館に隣接する旧東館を建
て替えて誕生した新しい東館は淀屋橋の日本生命本店ビル群の中で最大の規模となり、ビル外装には花崗岩を使用して、既存のビルと調和させているだけでなく、周
辺歩道整備や街灯の新設も実施されました。御堂筋に面した本館西面には、埋設型のライン型 LED器具を約 5mピッチで設置し花崗岩に覆われた重厚なファサード
を床面から美しい軒蛇腹までを柔らかく照らし上げ、格調高い存在感を新たに界隈に創出しています。御堂筋から少し奥まった場所に立つ東館には、玄関廻りに相
応しい重厚ながらも繊細な光のグラデーションを演出するペンダントやウェストンが出入口を彩り、東館周辺の植栽帯を照らす照明の設置や、隣接する道路に設置
したポールライトは意匠的にも違和感なく周辺のガス灯や近代建築が立ち並ぶ環境に溶け込むように施され、都心でありながら伝統ある商都の表情が演出され、新
たな夜間景観のランドマーク的存在となっています。

東館植栽帯

東館玄関

東館ミーティングルーム

周辺道路街灯

東館植栽帯

スポットライト BEGA T4043B改造
光源 ：LED 8W× 1灯
東館玄関

特注ペンダント

光源 ：LED 6.3W× 3灯
特注ウエストン

光源 ：LED 2.6W× 2灯
東館ミーティングルーム

ペンダント louis poulsen トルボー 155
光源 ：LED 5.2W× 1灯

周辺道路

特注ポール灯

光源 ：LED 72W× 1灯

本館外構

特注地中埋設照明ライン型 LED
光源 ：LED 15W× 1灯
          LED 60W× 1灯地中埋設照明ライン型 LED
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YKK80 ビル

YKK80ビル
所在地 ： 東京都千代田区
主要用途： オフィス
設　計 ： 株式会社 日建設計
竣　工 ： 2015年 6月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

1階エントランスホール
特注ダウンライト

光源 ：LED30W（5000K）

9階カフェテリア
特注ダウンライト

光源 ：LED30W　調光調色タイプ

9階大会議室
ダウンライト

光源 ：LED24Wタイプ
間接照明

光源 ：LED28W

YKK80 ビルは 1963（昭和 38）年より本社を置いていた神田和泉町に旧本社より敷地を拡張し、YKKグループの新たな拠点として完成しました。メインファサー
ドとなる外装面には Y字型断面アルミ押出型材のスクリーンが日射や騒音などの外部環境の影響をやわらげています。2階ミーティングスペース、1階エントラン
スホールとはゆったりとした階段で繋がり、階段上部の天井は外装材と同様のアルミ押出材を垂直に 5000Kの光で照らす事によりアルミ材の色を忠実に表現し、外
装との連続感を持たせつつも異なる表情を創出させています。

エントランスホール階段

25％点灯（白色 +電球色）

9階大会議室

9 階カフェテリアは、調光調色特注ダウンライトで昼食以外もミーティングやパーティ等多目的に終日使用できるよう設定しています。
9階大会議室は、天井材はアール形状アルミ押出型材の間より（2000 lm）ダウンライトを配置し、全体の明るさを確保し、壁面間接照明によりアール形状のアル
ミパネルを照らし出しています。

9階カフェテリア　白色 100％点灯（白色） 70％点灯（電球色）

50％点灯（白色 +電球色）
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富士ビジネス株式会社 富士ビジネス株式会社

所在地 ： 東京都千代田区
主要用途： オフィス
設　計 ： 富士ビジネス株式会社
竣　工 ： 2015年 5月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

通路

特注 ブラケット
光源 ：LED DC12V6W

オフィス 2

オフィス 2
スポットライト 
光源：LED 15W× 1灯 
ペンダント 
光源：LED 31.5W× 1灯
ペンダント 
光源：LED 10W× 1灯

オフィス 2  コンシェルジェディスク
ペンダント MAYUHANA 
光源：LED 10W× 1灯

60 年余りの歴史を持つ富士ビジネスは、本社機能を東京丸の内の新オフィスに移転させました。丸ビル隣の仲通りに面した老舗ビルの 250坪を全面改装したスペ
ースは、大手町界隈の夜景を借景とし、内部へとりいれシックかつエレガントな雰囲気を湛えています。個人のアイデアを周囲の人たちが認めて、それをチームで
磨き上げ会社として社会に送り出す価値を創造するための土台となる場を、日本のオフィスを象徴する場である「丸の内」にかまえました。

通路

プラットホーム

ペンダント 
光源：LED 10W× 1灯
スポットライト 
光源：LED 15W× 1灯 

プロジェクトルーム

ペンダント 
光源：LED 76W× 1灯
ダウンライト 
光源：LED 22W× 1灯
ダウンライト 
光源：LED 15W× 2灯オフィス 2 コンシェルジェディスク

プラットホーム

プロジェクトルーム

ゲストルーム

ゲストホーム

ダウンライト 
光源：LED 22W× 1灯
ダウンライト 
光源：LED 15W× 2灯 
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DIC 株式会社　新本社ビル
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1F エントランスホール
1F  エントランスホール
ルーバー用特注照明：LEDライン照明・両配光タイプ
光源 ：LED昼白色タイプ（5000K）約 20W/m

1F  ウェイティングスペース
スリット内スポットライト：Xー series SPOTLIGHT 2.0  T106BW
光源：LED高出力電球色タイプ（3000K）24W× 1・20°
チェア  WALTER KNOLL　TURTLE 1861
ベンチ MARTELA 　Diagonal Play

2F  ホワイエ
ジャイロダウンライト：GEM GYRO DOWN LIGHT J508BB× 3＋ Z1202W
光源：LED高出力電球色タイプ（3000K）15W× 3・40°
ベンチ MARTELA  Movie

DIC株式会社　新本社ビル
所在地 ： 東京都中央区日本橋
主要用途： オフィス
基本設計 ： Steven Leach+Associates,Tokyo
設計施工 ： 株式会社 大林組
竣　工 ： 2015年 4月

照明計画  ： Steven Leach+Associates,Tokyo
　　　　　YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC

写真：ナカサ & パートナーズ

2015 年 4月に日本橋に竣工した、印刷インキで世界トップシェアのファインケミカルメーカーである、DIC（ディーアイシー・旧大日本インキ化学工業）の新本社ビル。
中央通りに面したエントランスの一部、高さ 9.5mの二層吹き抜けホール壁面には直行したダブルルーバーが設置され、迫力のある空間となっています。手前のルー
バー、幅 25mmのアルミ端面に、配光制御された 5000 Ｋのライン状 LED照明が一本置きに設置されています。二層になったエリアは、ギャラリー的機能をもった
ラウンジスペースが広がり、一階は天井スリット内からの個別調光可能なスポット、二階はジャイロダウンライトにより、フレキシブルに展示物を照らすことが可能
となっています。カラーによる心地良い彩りを社会に発信、貢献し続けている会社に相応しい、上質で心地良い空間がそこには広がっています。

12F カフェ

9F  役員会議室
天井ライン照明：LED LINE BASE LIGHT スリットタイプ J511CW
光源 ：LED温白色タイプ（3500K）49Ｗ× 1
ルートロン グラフィックアイ 3000
チェア　SEDUS  OPEN MIND  UM100

9F  役員ラウンジ
天井ライン照明：LED LINE BASE LIGHT スリットタイプ J511CW
光源：LED温白色タイプ（3500K）49W× 1
アームソファ　WALTER KNOLL　JAAN 780
3Pソファ　　   WALTER KNOLL　JAAN780-25
テーブル　　　WALTER KNOLL    JAAN780-T3

12F  カフェ
ペンダントライト：BUBBLE LAMPS
光源：E26 電球形 LEDタイプ電球色

1F ウェイティングスペース 2F ホワイエ

9F 役員会議室

9F 役員ラウンジ
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HIOKI　Innovation Center
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HIOKI　Innovation Center
所在地 ： 長野県上田市
主要用途： オフィス
設　計 ： 株式会社日建設計 
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

ワークプレイス

ワークプレイス

斜め天井特注間接照明

光源：LED 4300K  L:1200    8400 lm 110W× 216台
                              L:1800  12600 lm 170W× 36台
フラット天井特注間接照明

光源：LED 4300K  L:1800    6300 lm 850W× 220台

400 人規模まで収容可能な 108m× 35mの研究開発技術者用フロア。自然の光と風を建物内に取り込むための連続的なハイサイドライトの天井形状面に対し、間
接照明の手法でベースライトを確立し、作業面の照度差を緩和することで視環境の調和を図っています。LEDの光を反射板で制御して、斜め天井に均質に光を与え、
美しいグラデーションを創っています。

斜め天井部断面図

フラット天井特注間接照明

ワークプレイス斜め天井特注間接照明
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宇治電ビルディング

宇治電ビルディング

所在地 ： 大阪府大阪市
主要用途： オフィス
設　計 ： 株式会社 日本設計関西支社
竣　工 ： 2014年 10月

照明計画： 株式会社 日本設計関西支社
　　　　　アカリ・アンド・デザイン

器具設計：YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 TEC

撮影：稲住写真工房  稲住泰広

ポルティコ

アッパーライト

光源：LED 1.8Ｗ
アイキャッチライト

光源：LED 10Ｗ

エントランス

軒裏アッパーライト

光源：LED 1.8Ｗ
吹抜アッパーライト

光源：LED21Ｗ

オフィスロビー

昭和初期の近代建築として有名な事務所ビルの建替計画で、旧宇治電ビルディングの歴史性を継承した設計になっています。自然光を取入れた共用部、壁面緑化が
設けられたオフィスロビー、開放的な公共空間として、ポルティコ（ピロティ式の外部歩廊）が配置された低層部、特徴的なGRC天井といった内外装計画を際立た
せることと共に機能を満たす事が出来る照明計画が必要とされました。極力ダウンライトを排し、間接照明、光壁などの建築的照明によって明るさを確保しつつ、レ
ンガ・アルミキャスト・ガラス・鉄・石等の素材や質感を印象的に照らし上げています。

オフィスロビー

ウォールウォッシャー

光源：LED 24W　LED 32Ｗ
アッパーライト

光源：LED 23Ｗ　LED31Ｗ
床埋込アッパーライト

光源：LED 35Ｗ

エントランスホール

ポルティコ エントランス



50 51

浜松信用金庫三方原支店

浜松信用金庫三方原支店

所在地 ： 静岡県浜松市
主要用途： 信用金庫
設　計 ： 株式会社 日建設計
竣　工 ： 2015年 3月

照明計画： 株式会社 日建設計
　　　　　YAMAGIWAクリエイティブ局 名古屋 PDC

ロビー

間接照明　L-system  L700VS、L701VS
光源 ： LED 30W、LED 38W

ギャラリー

間接照明　L-system  L700VS、L701VS
光源 ： LED 30W、LED 38W

外構

間接照明

光源 ： LED 13W、LED 20W

外観

ロビー

三方原支店は、浜松市北部に位置する地域の中核店舗です。間口の広いのびやかな形状と天竜檜の竪格子により地域の顔となる特徴的な外観を創出しました。重な
った 3つの屋根は、地域のギャラリー・ロビー・営業室となり、店舗とギャラリーが一体となったコミュニケーションのための空間を形成しています。竪格子は西
日を遮るルーバーとサッシを兼ね、侵入防止機能も備えています。そのため窓廻りに防犯シャッターが無く、営業時間終了後も LEDライン照明 により竪格子をラ
イトアップすることで街の賑わいに寄与しています。内部は天井を円弧状とし光沢のある塗装を施すことで、木格子を通した外部の光が天井に映り込み、奥行きや
広がりを感じられる心地よい待合空間となっています。また円弧状の天井の両端にスリムな LEDライン器具を配置し昼光センサーをつけることで自然光を生かし
た空間にふさわしい照明計画とし、省エネにも配慮したつくりとしました。

待合

ファサード

ギャラリー
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ダイキン　オー・ド・シエル蓼科 セミナーハウス ダイキン　オー・ド・シエル蓼科 セミナーハウス
所在地 ： 長野県茅野市北山
主要用途： 研修所　ゲストハウス
設　計 ： 株式会社 竹中工務店
意匠協力： アトリエマンサード
竣　工 ： 2014年 6月

照明計画： アカリ・アンド・デザイン
器具設計： YAMAGIWAクリエイティブ局 大阪 TEC
写真提供：ダイキン工業株式会社

アプローチより 2F研修室を見る
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ロビーより原生林を見る（春）

外構・アプローチ

特注すずらん型ボラード

光源：LED 10W× 2

庇部：特注 LEDテープライト

原生林

カラーキネティクス

光源：高輝度カラー LED
IW Burst Powercore
Color Burst Powercore
Color Reacht Powercore
及び一般 LEDの総合制御装置

八ヶ岳連峰の蓼科山の山麓、標高 1,500mの森の中に、ダイキン  オー・ド・シエル　蓼科が立っています。（1991 年竣工）今回、新たにその隣地に創業 90周年記
念事業の一環として、人材交流と人材力強化の場として計画された研修施設と海外からの来賓客も対応するゲストルーム 10室、及び附属施設が建設された蓼科の豊
かな自然の美しさを最大限に生かした建築デザインは、自然と融合し、都会では体感できない心地良い雰囲気を創りだしています。照明においては、エントランス
や研修室などは、調色形の LEDを採用することで時間や TPOに応じて色温度が調整できるようになっています。この敷地の特徴でもある建物に入り込むような広
大な原生林は、フルカラー LEDによってライトアップされ、季節の葉の色や苔の色にあわせてプログラミングされ、本来の自然が持つ色味を印象的に照らし上げて
います。

アプローチより 2F研修室を見る

エントランスロビー（昼）　　　　　　　　天井間接照明：Lシステム エントランスロビー（夕方）

メインダイニング　　　　　　　　　　ダウンライト：Xシリーズ　間接照明：Lシステム

ゲストラウンジ　　　　　　　　　　　　　　　　　ソファ WALTERNOLL  TOGETHER

ゲストルーム 10　　　　　　　　　　　ソファ WALTERNOLL  LIVING LANDSCAPE730
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京王プラザホテル札幌
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京王プラザホテル札幌

所在地 ： 北海道札幌市
主要用途： ホテル
内装デザイン ： 三井デザインテック株式会社
リニューアルオープン ： 2015年 5月（16階から 18階）

器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

18Fエレベーターホール
特注シーリング

光源：LED1W× 144灯
特注ブラケット

光源：LED1W× 16灯

18F通路
特注ブラケット

光源：LED1W× 6灯

16F通路
特注ブラケット

光源：LED電球 5.8W× 1灯

18F客室
ペンダント MAYUHANA
光源：LED電球 11.4W× 1灯
特注ブラケット

光源：LED電球 6.4W× 1灯
特注フロアランプ

光源：LED電球 6.6W× 1灯
特注テーブルランプ

光源：LED電球 6.6W× 1灯

16F客室
ペンダント LE KLINT
光源：LED電球 11.4W× 1灯
特注ブラケット

光源：電球 LED6.4W× 1灯
特注フロアランプ

光源：LED電球 10W× 1灯
特注テーブルランプ

光源：LED電球 10W× 1灯

18Fエレベーターホール

18F通路 16F通路

18F客室

16F客室

18F客室 16F客室
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ISETAN SALONE

ISETAN SALONE
所在地 ： 東京都港区
主要用途： 店鋪
設　計 ： 新素材研究所 / 杉本博司 +榊田倫之
オープン ： 2015年 4月

照明計画  ： 株式会社 エフ・ディー・エス

撮影：佐藤振一

2F主通路 婦人服 1F宝飾・時計

2F婦人靴

2F婦人服

2F 婦人靴
GEM LED トリムレス 1灯用 GYROダウンライト 
光源：LED12W× 1灯 
GEM 75 SERIESダウンライト  J526BN、J503BN、J504BN
光源：LED12W 

2F 宝飾・時計
GEM LED トリムレス 1灯用 GYROダウンライト 
光源：LED12W× 1灯
GEM 75 SERIESダウンライト  J526BN、J503BN、J504BN
光源：LED12W
什器内 JACKIN SPOT  T1105N

2F 主通路 婦人服
GEM LED トリムレス 2灯用 GYROダウンライト 
光源：LED12W× 2灯 
GEM 60 SPOT  T507BB
光源：LED12W 
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料亭山屋 料亭山屋

所在地 ： 埼玉県川越市
主要用途： 料亭
リニューアルオープン ： 2015年 8月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

庭園

大広間

特注和風シャンデリア

光源 ：LED電球 60Wタイプ× 6灯

廊下

特注和風ブラケット

光源 ：LED電球 60Wタイプ× 1灯

小江戸と呼ばれる川越の蔵作りの町並みのなか、一本路地に入った場所に佇む山屋は明治初期より続く歴史ある料亭です。武蔵野の風趣豊かな庭園を望める大広間
を刷新しました。シャンデリアは歴史ある日本建築の落ち着きのある風情と調和する純粋な和のデザインとしています。6灯タイプを採用し従来より明るさを向上
させつつ華やかな印象をつくりました。アームの袖の部分には料亭の文様マークを抜き型にして、さりげないポイントをつくりながら格調をたかめています。鴨居
の逆側には 1灯タイプのブラケットを連続的に配置して統一感を出し、障子越しにも心地よい明るさを見せています。
一度お立ち寄り頂き、趣きある佇まいや四季折々に美しく変化する庭園のライトアップをご覧ください。

大広間

和風シャンデリア

廊下

庭園

フラッドライト X-series T1100B
光源 ：LED 20W
フラッドライト BEGA T4022B
光源 ：CDM-R 70W
フラッドライト BEGA T4702B
光源 ：CDM-TD 150W
フラッドライト T-907B
光源 ：ダイクロハロゲンランプ 12V50W
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仙台市立病院

仙台市立病院

所在地 ： 宮城県仙台市
主要用途： 病院
設　計 ： 株式会社 山下設計
完　成 ： 2014年 7月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC
器具設計  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 TEC

外構

ポール灯 BEGA H4535B
光源 ：CDM-TP 70W
外来廊下

特注ブラケット

光源 ：LED 15W
建物ライトアップ

光源 ：LED  60W× 7台

エントランスホール

「都市型高機能病院」として、救命医療の充実と災害対策医療の更なる整備にあわせ、地域が必要とする医療を具現化する市民のための病院として建設。延床面積
53,650m㎡、525床の鉄筋コンクリート造・免震構造。エントランスホールは 2700k ～ 5700k までの色温度の変化（調色）と調光が可能な高天井用 LEDダウン
ライトを使用し、季節や時間ごと、空間の使用用途や時間に応じた照度、色温度のシーンを作っています。Ra90 以上を確保し、災害時の被災者受け入れや医療活動
場所としての運用にも対応しています。

通路エントランスホール

エントランスホール

特注調色ダウンライト

光源 ：2700K～ 5700K　Ra90以上　50W

通路

ベースライト K.STRUCTURE L-888W
光源 ：TL5  280W

外来廊下

外構
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社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院

社会福祉法人恩賜財団母子愛育会総合母子保健センター愛育病院
所在地：東京都港区
主要用途：病院
設　計：株式会社日建設計
竣　工：2015年 1月

照明計画：株式会社日建設計

病室

4床室

病室
ブラケット K-606W調光タイプ
光源：LED 19W× 2灯 +LED 10W× 1灯
          +ナツメ球 LED 0.3W× 1灯
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一般社団法人 巨樹の会 原宿リハビリテーション病院

一般社団法人巨樹の会原宿リハビリテーション病院
所在地：東京都渋谷区
主要用途：病院
設　計：平建築設計事務所有限会社
内装デザイン：株式会社ワン・オフ
竣　工：2015年 3月

照明計画：株式会社ワン・オフ

病室

タスクライト MOONBIRD 病室

病室
タスクライト MOONBIRD SS364H
光源：LED 7.2W
ブラケット
光源：LED

病室
フロアランプ AUBE SS438H
光源：電球形蛍光ランプ A形 100Wタイプ
テーブルランプ AUBE SS449H
光源：ミニクリプトンランプホワイト 60W



待合ホール

神奈川県立がんセンター　重粒子線治療棟

神奈川県立がんセンター　重粒子線治療棟
所在地：神奈川県横浜市
主要用途：病院
設　計：株式会社伊藤喜三郎建築研究所
竣　工： 2014年 10月

照明計画：株式会社伊藤喜三郎建築研究所
                   YAMAGIWAクリエイティブ局東京 PDC
器具設計： YAMAGIWAクリエイティブ局東京TEC

待合ホール
特注ペンダント
光源：LED 83W× 3灯
ダウンライト X006CN、X002CN
光源：LED 25W
スポットライト T1103S 白色塗装
光源：LED 22W

受付
ペンダント LED LINE TYPE1 F705CS、F706CS
光源：LED68W×4灯

廊下
シーリングライト L-985W
光源：LED120W

廊下

医療法人絆翔会はら歯科医院
所在地：栃木県小山市
主要用途：歯科医院
設　計：アトリエ慶野正司
竣　工： 2015年 6月

照明計画：  YAMAGIWAクリエイティブ局東京 PDC

医療法人絆翔会はら歯科医院

待合室

待合室
ペンダント X LED M 
光源：LED 16W× 3灯
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ノアノアテラス

67

ノアノアテラス

所在地 ： 静岡県沼津市
主要用途： 高齢者施設
設　計 ： 古田真三建築設計
竣　工 ： 2015年 4月

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 東京 PDC

3F 食堂・機能訓練室

3F食堂・機能訓練室
ペンダント BAUMN P2837W
光源：E17 電球形蛍光ランプ D形 60Wタイプ× 8灯（電球色）

2F食堂 1
シーリングライト BAUMN G1532W
光源：E17 電球形蛍光ランプ D形 60Wタイプ× 6灯（電球色）

2F食堂 2
シーリングライト BAUMN G1532W
光源：E17 電球形蛍光ランプ D形 60Wタイプ× 6灯（電球色）

1Fディサービス
ペンダント JAKOBSSON LAMP F-108
光源：E26 電球形蛍光ランプ G形 100Wタイプ× 3灯（電球色）
システムサスペンション LED LINE TYPE-1 F704BW
光源：LED68W（電球色）

1F多目的ラウンジ
システムサスペンション LED FLATSUSPENSION  F700BW
光源：LED76W（電球色）

1F デイサービス

1F 多目的ラウンジ

外観

沼津市郊外の、北に富士山、南から西に沼津アルプスを望み、周囲には田畑が広がり自然あふれる環境にある、高齢者施設。１階にデイサービスと事務室、２階が特
別養護老人ホーム、３階がショートステイとなっています。木材を中心とした内装材により、終の住処に相応しい、柔らかで落ち着きのある雰囲気の漂う建築空間が
広がります。共有スペースは、下から見上げても軽やかさを感じさせるプリーツ状の布セードによる器具・BAUMN や、パイン材を用いたペンダント・
JAKOBSSON LAMPによって、人に安らぎを与え、寛ぐスペースに相応しい、優しい光に包まれた空間となっています。

2F 食堂 2

2F 食堂 1
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なばなの里 2015-2016
イルミネーション

カラーキネティクス

iColor Flex MX
光源：高輝度カラー LED（3in1）DC7.5V25W
Color Blast 12
光源：高輝度カラー LED DC24V50W
iW Burst Powercore
光源：高輝度色温度変化 LED AC100V30Ｗ
Video System Manager Pro
iColor Flex MX・Color Blast 12・iW Burst Powercore 
及びストリング単色 LEDの総合制御装置
iPlayer3
ストリング単色 LEDの制御装置
光の大河

Light System Manager Pro
iColor Flex MX ・ Color Blast 12の総合制御装置

なばなの里 イルミネーション
テーマ「アルプスの少女ハイジ」

所在地 ： 三重県桑名市長島町駒江漆畑 270
主要用途： 屋外テーマパーク
イベント開催期間：2015年 10月 24日～ 2016年 5月 8日

照明計画  ： YAMAGIWAクリエイティブ局 名古屋 PDC

なばなの里イルミネーション、12年目を迎える今年は天を貫くマッターホルンの雄姿を中心としたスイスアルプスの絶景と人気アニメ「アルプスの少女ハイジ」と
のコラボレーション。アニメに登場するハイジの元気いっぱいの姿やその夢のある世界感、四季の移ろいや刻々と変化するアルプス山脈のリアルな表情をフルカラ
ー LEDとそのデジタル制御技術を駆使して演出しました。演出プログラムは劇的な夜明け（モルゲンロート）から幕開けして春から夏の草原で元気に踊るハイジ
とペーター、山々に轟く雷鳴と雨、奇跡的な虹、燃えるような紅葉や夕焼け、アルプスに舞う雪、月夜の山並み、満天の星空など 10シーン（7分）で構成されています。
水上イルミネーション「光の大河」に渓流からの滝の流れが加わり美しい音色と共に幻想的な雰囲気をより向上させました。

春

春

光の大河 夜明け（モルゲンロート） 白銀の世界

秋の訪れ 星空

ZUIYO「アルプスの少女ハイジ」公式ホームページ http://www.heidi.ne.jp



帆船海王丸（海王丸パーク）

帆船海王丸
所在地：富山県射水市
主要用途：公開用帆船
竣　工： 2014年 12月

帆船海王丸

海王丸カラーライトアップ
COLOR KINETICS
光源：LED 130W Color Reach Compact P/C～ 11台（TEC特注架台込み）
　　　LED 50W Color Blast P/C～ 10台（TEC特注架台込み）

1930 年 ( 昭和 5年 ) に進水をし、約半世紀にわたり海の貴婦人として親し
まれた航海練習船 海王丸。1989 年 ( 平成元年 ) の退役後、当海王丸パーク
にて係留展示されています。今回は富山県の「水辺と光の空間創出事業」の
一環でフルカラーライトアップ整備を実施。計 21台の LED灯具を駆使し 8
通りのプログラムを一定時間毎に演出し、海面の揺らぎと共に純白の船体を
染めています。

伊都区画整理

伊都区画整理
所在地：福岡県福岡市
主要用途：通路
設　計：株式会社 EN環境設計
竣　工： 2014年 8月

照明計画： YAMAGIWAクリエイティブ局福岡 PDC

外構
ポール灯 BEGA
光源：LED 39W
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コンフォール茅ヶ崎浜見平団地

コンフォール茅ヶ崎浜見平団地
所在地：神奈川県茅ヶ崎市
主要用途：マンション
設　計：UR都市機構
竣　工：2015年 9月

照明計画：株式会社トミタ・ライティングデザイン・オフィス

外構
ポール灯 X-series 2灯用、3灯用
光源：LED 20W
ボラードX-series
光源：LED 20W
フラッドライトX-series
光源：LED 20W

73

ディスコ桑畑工場

ディスコ桑畑工場
所在地：広島県呉市
主要用途：プール
設　計：株式会社大林組
竣　工：2015年 1月

照明計画：株式会社大林組
                  YAMAGIWAクリエイティブ局東京PDC

プール
ダウンライト X-series J-491W加工　軒下調光仕様
光源：LED 22Wタイプ
水中照明 J-221
光源：LED 13Wタイプ
プール天井間接照明
調光システム　ルートロン
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2015 照明学会 照明デザイン賞 最優秀賞を京都国立博物館 平成知新館が受賞

京都国立博物館 平成知新館が照明学会 2015 照明デザイン賞 最優秀賞を受賞。東京都庭園美術館 新館が優秀賞を受賞。大手町川端緑堂、キューピー株式会社 仙
川キューポート、浜松信用金庫駅南支店、神  慈秀明会 西宮支部、市民交流プラザふくちやま「ききょう」、嘉島町民会館、愛知学院大学 名城公園キャンパス、ダ
イキン　オー・ド・シエル蓼科 セミナーハウスが 2015 照明普及賞を受賞しました。

京都国立博物館 平成知新館　2015 照明デザイン賞 最優秀賞

2015 北米照明学会賞を受賞

なばなの里 ウィンターイルミネーション「冬の競演」2014  テーマ「ナイアガラの滝」、嘉島町民会館が照明分野で最も権威のある 2015 北米照明学会賞  「Award 
of Merit」を受賞しました。

なばなの里 ウィンターイルミネーション「冬の競演」2014  テーマ「ナイアガラの滝」　2015 北米照明学会賞 「Award of Merit」

嘉島町民会館　2015 北米照明学会賞 「Award of Merit」
　　　　　　　2015 照明学会 照明普及賞

東京都庭園美術館 新館　2015 照明学会 優秀賞 市民交流プラザふくちやま「ききよう」　2015 照明学会 照明普及賞

浜松信用金庫駅南支店　2015 照明学会 照明普及賞 愛知学院大学 名城公園キャンパス　2015 照明学会 照明普及賞

設計：谷口建築設計研究所
照明デザイン：岩井達弥光景デザイン

設計：株式会社 山下設計
照明デザイン：YAMAGIWAクリエイティブ局 福岡 PDC

事業主：長島観光開発株式会社
照明デザイン：YAMAGIWAクリエイティブ局 名古屋 PDC

設計：株式会社 久米設計
照明デザイン：サワダライティングデザイン＆アナリシス

設計：株式会社 安井建築設計事務所

設計：株式会社 日建設計
照明デザイン：YAMAGIWAクリエイティブ局 名古屋 PDC

設計：株式会社 大建設計
照明デザイン：株式会社ライズ

写真：川澄・小林研二写真事務所
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