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照明探偵団は屋外でのフィールドワークを
大切にしていますが、屋内でも出来て、か
つ世界中の照明探偵ができてしまう、イン
ターネットの世界へ照明探偵にでかけてみ
ましょう。
今回は、照明探偵団の活動を支えてくだ
さっている協賛メーカーのホームページを
いくつか訪問してみました。
まずは調光機のメーカーである、ルートロ
ンのホームページ。日本ではルートロンア
スカ株式会社が製品を取り扱っています。
残念ながら日本語のホームページがないた
め全て英語表記ですが、ホームページを訪
れた人の職業によって目的のページにすぐ
に飛べるようにしてあったり、文字や写真
が大きくて見やすく、深く入り込んでし
まってもカテゴリが常に表示されているの
で迷子になりにくい構造です。システムレ
イアウトのデモが自動的に行われたり、調
光機のボタンをクリックすることによって
シーンの変化を見ることもできます。また、
製品の詳細データをPDFファイルでダウン
ロードすることもできます。日本語のペー
ジが登場すれば、さらに便利なウェブにな
りそうです。
次に訪れたのは岩崎電気株式会社のホーム
ページ。こちらのページは照明器具や光源
についての詳細データはないものの、照明
器具やランプの実物の写真や施工された実
例の写真を数多く用いていて、都市照明や
スポーツ照明、数々の光源などが、一般の
方々にもわかりやすい構成になっています。
実績紹介のコーナーでは、今回ロンドンレ
ポート（表紙およびP.2～）で登場したミ
レニアムドームをみることもできます。
次に、松下電工株式会社のホームページ。
こちらは照明だけでなく、多数の電化製品
や制御商品、電材なども扱っているので、
幅広い内容のページになっています。ショ
ウルームとくとく情報のコーナーでは、全
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協賛メーカー各社ホームページ

●東芝ライテック株式会社

http://www.tlt.co.jp/tlt/http://www.tlt.co.jp/tlt/http://www.tlt.co.jp/tlt/http://www.tlt.co.jp/tlt/http://www.tlt.co.jp/tlt/
●小糸工業株式会社

http://www.koito.co.jp/http://www.koito.co.jp/http://www.koito.co.jp/http://www.koito.co.jp/http://www.koito.co.jp/
●三菱レイヨン株式会社

http://www.mrc.co.jp/http://www.mrc.co.jp/http://www.mrc.co.jp/http://www.mrc.co.jp/http://www.mrc.co.jp/
●ヤマギワ株式会社

http://www.yamagiwa.co.jp/http://www.yamagiwa.co.jp/http://www.yamagiwa.co.jp/http://www.yamagiwa.co.jp/http://www.yamagiwa.co.jp/

●ウシオスペックス株式会社
現在は無し
●山田照明照明株式会社

http://www.yamada-shomei.co.jp/http://www.yamada-shomei.co.jp/http://www.yamada-shomei.co.jp/http://www.yamada-shomei.co.jp/http://www.yamada-shomei.co.jp/
●マックスレイ株式会社

http://www.maxray.co.jp/http://www.maxray.co.jp/http://www.maxray.co.jp/http://www.maxray.co.jp/http://www.maxray.co.jp/
●オーデリック株式会社

http://www.odelic.co.jp/http://www.odelic.co.jp/http://www.odelic.co.jp/http://www.odelic.co.jp/http://www.odelic.co.jp/

●ニッポ電機株式会社

http://www.nippo-web.com/http://www.nippo-web.com/http://www.nippo-web.com/http://www.nippo-web.com/http://www.nippo-web.com/
●株式会社エルコ・トートー（ERCO社）

http://www.erco.com/http://www.erco.com/http://www.erco.com/http://www.erco.com/http://www.erco.com/
●株式会社ウシオユーテック

http://www.ushio-utech.co.jp/http://www.ushio-utech.co.jp/http://www.ushio-utech.co.jp/http://www.ushio-utech.co.jp/http://www.ushio-utech.co.jp/
●日本フィリップスリップス株式会社

http://www.philips.co.jp/http://www.philips.co.jp/http://www.philips.co.jp/http://www.philips.co.jp/http://www.philips.co.jp/
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インターネット上を照明探偵中、団員をう
ならせるこんなページを発見しました。

http://seri.sakura.ne.jp/~nawate/http://seri.sakura.ne.jp/~nawate/http://seri.sakura.ne.jp/~nawate/http://seri.sakura.ne.jp/~nawate/http://seri.sakura.ne.jp/~nawate/

index.htmlindex.htmlindex.htmlindex.htmlindex.html
国内外304ヶ所の夜景スポットを「美しさ」
「雰囲気」「アクセス」で4段階評価してお
り、夜景の写真、詳しい地図、車内から鑑
賞できるかどうか、展望台までの徒歩時間、
ベンチや電話、自動販売機、WCなどの有無、
周辺の治安、GPS情報まで、完璧とも言うべ
き情報が詰まっています。データは都道府
県別になっており、マトリックス状に整理
されて大変見やすくレイアウトされていま
す。また、夜景の美しいスカイラインの
データは、料金や営業時間、おすすめドラ
イブコースの紹介など、かゆいところに手
が届くデータが満載です。さらに、夜景を
撮影する際のノウハウが詳しく書かれてい
たり、地域別夜景鑑賞ベストタイム、天気
予報、日出没時刻など、夜景鑑賞に便利な
情報もしっかり網羅されています。「こよな
く夜景を愛する人」は必見のホームページ
と言えるでしょう。

こんなページ発見！こんなページ発見！こんなページ発見！こんなページ発見！こんなページ発見！

●松下電工株式会社●松下電工株式会社●松下電工株式会社●松下電工株式会社●松下電工株式会社

http://www.mew.co.jp/http://www.mew.co.jp/http://www.mew.co.jp/http://www.mew.co.jp/http://www.mew.co.jp/

国各地のショールームを、展示場所や内容
について、図や写真を使って詳しく紹介し
ています。注目は「On Line Catalogue」の
コーナー。「あかりと電気設備」は一般向け
とビジネス向けのコーナーに分かれていま
す。一般向けのコーナーでは、住宅のあか
りについて、部屋別や丸ごと一軒分などと
しておすすめプランが提案されています。
また、あかりの基礎知識のコーナーは、用
語や照明に関する単位の説明、ランプにつ
いてなど、初心者でも理解できるよう、照
明の基礎が丁寧に書かれています。その他
部屋別、部位別のライティング手法が詳し
く紹介されています。ただし、これらの
ページはAcrobat Readerがないと見ること
ができませんのでご注意ください。
ビジネスのコーナーでは、プロ向けの照明
器具カタログを見ることができ、カテゴリ
や品名・品番などから検索出来るように
なっており、それぞれの詳細スペックが表
示され、さらに姿図CADなどのデータをダ
ウンロードすることができます。また、
「CAD DATA」コーナーでは照明器具、電設
資材のDXF形式CADデータをダウンロード
することも出来ます。「照明設計資料」コー
ナーは、照明のオンライン教科書とも、照
明事典、とも言えるほど、情報満載のコー
ナーです。こちらもAcrobat Readerがない
と見ることができませんのでご注意くださ
い。こちらのウェブは内容が多岐に渡り、
ページ数も多く情報も盛りだくさんなので、
読み進むうちに迷子になってしまいそうな
くらい大きなウェブです。今回はメーカー
さんの企業ホームページを訪問しましたが、
その製品に関することだけでなく、照明に
ついてたくさんの情報を集めることができ
ました。検索エンジンなどで、「照明」、「あ
かり」、「光」、「夜景」、など照明に関するキー
ワードでホームページを検索すると、おも
しろいページに出会えるかもしれません。

●松下電工株式会社ホームページ●松下電工株式会社ホームページ●松下電工株式会社ホームページ●松下電工株式会社ホームページ●松下電工株式会社ホームページ

●あかりと電気設備のページ　情報が満載●あかりと電気設備のページ　情報が満載●あかりと電気設備のページ　情報が満載●あかりと電気設備のページ　情報が満載●あかりと電気設備のページ　情報が満載

●小泉産業株式会社

http://www.koizumi.co.jp/http://www.koizumi.co.jp/http://www.koizumi.co.jp/http://www.koizumi.co.jp/http://www.koizumi.co.jp/
●株式会社遠藤照明

http://www.endo-lighting.co.jp/http://www.endo-lighting.co.jp/http://www.endo-lighting.co.jp/http://www.endo-lighting.co.jp/http://www.endo-lighting.co.jp/
●三菱電機照明株式会社

http://www.lsg.melco.co.jp/mlf/http://www.lsg.melco.co.jp/mlf/http://www.lsg.melco.co.jp/mlf/http://www.lsg.melco.co.jp/mlf/http://www.lsg.melco.co.jp/mlf/
●大光電機株式会社

http://www.lighting-daiko.co.jp/http://www.lighting-daiko.co.jp/http://www.lighting-daiko.co.jp/http://www.lighting-daiko.co.jp/http://www.lighting-daiko.co.jp/

●湘南工作販売株式会社
現在は無し
●金門電気株式会社
現在は無し
●ヨシモトポール株式会社

http://www.ypole.co.jp/http://www.ypole.co.jp/http://www.ypole.co.jp/http://www.ypole.co.jp/http://www.ypole.co.jp/
●日本電池株式会社

http://www.nippondenchi.co.jp/http://www.nippondenchi.co.jp/http://www.nippondenchi.co.jp/http://www.nippondenchi.co.jp/http://www.nippondenchi.co.jp/
（田中 裕美子）
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面出の探偵ノート面出の探偵ノート面出の探偵ノート面出の探偵ノート面出の探偵ノート
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Hanover Expo 2000 をちょっと覗いて・・・

実は10日ほど前に、私は既に同じ表題の素晴らしい原稿を書き 上げ

ていたのです。 ストックホルムから成田に向かう 帰国便の中。 気持ち

良く適度に酔いながら、しかもかなり真剣にハノー バー 万博の光につ

いて論評しました。 しかしどう いう わけ か、書き 終わって「 よし、ひと

寝入りでき るぞ！」 と思った瞬間に、保存キー でなく悪魔のよう なデ

リー トキー を操作したために全てを消去してしまいました。 頭の中が

真っ白け ・・・。 そう いう 経験あ るでしょう 。 間抜け な自分に呆れて

物も言えないのですが、機械の冷酷さ に呆然とするだけ でした。 平静

を取り戻すのに、この私でさ え10分ほど掛かったかな。 白くなりっぱ

なし。 私はこのよう な経験、実は３回目なのです。 焦らず直ぐ に復帰

する処置をとれればすむことも多いのですが、私の場合には駄目でし

た。 まあ 、そんな泣き 言イントロばかりで詰まらないので、前回とは

全く事なる内容で、ハノー バー 万博をレポー トしましょう 。 やっと書く気

になったのです。

ドイツのハンブルグに Ulrike Brandi Licht という ちょっと面白い照明デ

ザイン事務所があ って、数年前にそこの代表者のウルリケさ んと、そ

の旦那のクリストフさ んが私達の事務所に突然現れました。 Tanteidan

に興味を持ったと言う のです。 その後、彼らの事務所の若い所員が

LPAに来たりして、徐々 に交流も深まり、[tanteidan.org]という グロー バ

ルな Web Siteを一緒に立ち上げ るまでになりました。 まだ十分な内容

ではないのですが、少しずつ出来てますので覗いてみてくださ い。

そんな彼らがハノー バー 万博の屋外照明全体計画を担当したと自慢げ

照明探偵団ホームページにて連載中！

http://www.bekkoame.ne.jp/̃tanteidan/jtanteinikki.htmlhttp://www.bekkoame.ne.jp/̃tanteidan/jtanteinikki.htmlhttp://www.bekkoame.ne.jp/̃tanteidan/jtanteinikki.htmlhttp://www.bekkoame.ne.jp/̃tanteidan/jtanteinikki.htmlhttp://www.bekkoame.ne.jp/̃tanteidan/jtanteinikki.html

ご 意見・ご 感想をお 寄せ下さ い

tanteidan@ppp.bekkoame.ne.jptanteidan@ppp.bekkoame.ne.jptanteidan@ppp.bekkoame.ne.jptanteidan@ppp.bekkoame.ne.jptanteidan@ppp.bekkoame.ne.jp

に言っていた事もあって、９月中旬にハンブルグの事務所を訪問し、

半日程だったけ れど、万博会場を案内してもらったのです。 でも午後

に着いて夜の９時までしか会場にいなかったので、つぶさ に観た訳で

はあ りません。 私は本質的に万博のお 祭りがあ まり好き でない。 何

か見ることを強制さ れているよう で・・・。

万博会場は従来から見本市に使われていた施設の一部と、新たに増

設さ れた敷地とがくっついて出来ています。 従来の敷地にはアジアを

中心としたパビリオンとテー マ展示、新設の敷地にはヨー ロッパ諸国

が軒を並べる、といった配置です。 例のご とくアジア諸国は金も掛け

ずにチョコマカとした小建築が多い中、やはり話題をさ らっている風な

のは、建築家・坂茂さ んとフライオー トー の共同設計による日本館。

入るための行列も一際長いのです。 紙の管を構造材として使ったユ

ニー クなドー ム状のパビリオンで、当然リサイクルを謳っています。 ２

階レベルより入ると、１階に配置された展示コーナーが紗幕の下に埋

もれたように見えて、とてもダイナミックな建築です。光も拡散しなが

ら霞んだ様子で、けっこうな雰囲気でした。残念なのは展示のコー

ナー内容と展示方法。環境汚染に対する日本の取り組み姿勢などを

見せているのですが、う～ん、もう少しクールな見せ方できないのか

な、と思います。やはり20世紀型なのです。

それに比べて、どういうわけかアジアの中に入れられてしまったアイス

ランド館は建築と展示のシステムが大胆で好きでした。大きな青い立

方体の建築です。外皮にはうっすらと水の幕が落ちてきます。明るい

屋外から一旦中に入るとひんやりと青く薄暗い室内に、螺旋状の通路
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があって、登り詰めて降りてくる。外と内とは実に巧妙な青いテフロン

幕で仕切られています。外の50,000ルクスの明るさが、室内で300

ルクスの青い光に変化する。一枚の幕で、見事に内外の光環境の演

出。アイスランドって感じが上手く伝わってくるのも高得点の原因に

なっています。

その他のアジアはいつもの様子。私の好きなシンガポールだけ、さあ

～っと覗きましたが、展示のつまらなさは格別。あんなにスマートな国

なのに、どうしてこうなの？とがっかりさせられただけでした。

何と言っても私が楽しかったのは伊東豊雄さんのデザインした「健康」

というテーマ館。隣のフランスの建築家ジャン・ヌーベルがデザインし

た「情報」のテーマ館が無機質なだけに、とても体感的で未来を想起

させるに十分なインパクトがありました。大体建築雑誌などで見た写真

の美しいイメージを持って現物を見ると、多少がっかりすることも多い

のですが、この伊東さんの仕事は美しい写真以上の面白さです。オ

バＱのような形をした大きな風船が林立する広い前室を過ぎると、薄

暗い体感空間に入ります。100台程のモダンデザインの床屋の椅子の

ようなものが散りばめられてあり、そこに座って体感する為に、約３分

毎に人を入れ替えます。私などはあまりに気持ちがいいので、連続し

て座っていた程です。四周の壁と広い床が映像を映し出す為のスク

リーンになっていて、リヤーとフロントのプロジェクションが使われてい

ます。椅子は誰のデザインなのでしょう。ドイツのメーカーが開発した

ものかも知れません。座って脇に点滅するボタンを押すとゆっくりと背

が倒れてきて、そのままハンモックにでも捕まったかのように揺れ出す

のです。ふんふん・・・と思っているうちに、光の効果もあって気持

ちが落ち着いてきて、重力を無くしたような感じになりました。椅子の

座り心地、揺れ心地の良さと光の演出が見事なのです。壁床の映像

シナリオはさすが伊東豊雄さん。お洒落にできていました。天井まで

スクリーンにできなかったことが、ちょっと残念だったようにも思います

が・・・。

おっと、いけません。このように思うに任せて書いていたら、依頼さ

れた原稿の量を当に過ぎているではないですか。この飛行機ももうじ

き南の島に着陸するそうです。未だ万博の報告は半分も済んでいな

い感じ。この続きは、探偵団ホームページの「面出の探偵日記」に

任せましょう。さあさあ、もう終わりにしましょう。終わりだ、終わり

だ・・・。といってシートベルトをいじってモバイルを閉めようとした時

に、10日前の事故は起きたのでした。要注意、要注意。ヨウチュウ

イ。注意深く保存をかけて、それから終了です。さようなら皆様。そ

れでは、プチッ!!!。

001005 JAL725 （面出 薫 ）
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照明探偵団日記照明探偵団日記照明探偵団日記照明探偵団日記照明探偵団日記

ところ変われば品変わる、とよく言いますが、照明に関しても全く同じ

事が言えそうです。風土、歴史、文化、経済、目の色の違いなど、

各地の照明が異なる要因はいくらでもあります。

オランダを旅した時のこと。デンハーグの駅でトイレへ行くと、有料で

しかも管理人がいるきちんとしたトイレにも関わらず、その照明は全て

カラー蛍光灯で室内は真っ青。まるでどこかのクラブかカフェの洗面所

のよう。「さすがデザイン先進国、やるなあ･･･」と感心しました。その

後よく見ていると、駐車場にも青いカラー蛍光灯が多いことに気付き、

現地に住む友人にそのことを話すと、驚くべきこんな回答が。

「青い照明はドラッグ防止対策。青い光のもとだと血管が見づらく注射

を使えないのでトイレや駐車場には青い照明が多い」のだそうです。

なんとも衝撃的なその言葉に、オランダに蔓延するドラッグの現状と、

あまりに呑気な自分の勘違いに気付かされ、大きなショックを受けまし

た。物事はそれぞれ複雑に関係し合って存在しています。色 な々角度

から照明探偵すると、様 な々事が見えてきます。　　　（田中 裕 美 子 ）

★★★投稿規定★★★★★★投稿規定★★★★★★投稿規定★★★★★★投稿規定★★★★★★投稿規定★★★

照明探偵団通信vol.09（次号）の原稿を募集しています。独自の照

明探偵レポート、光に思う今日の日本、照明について知りたいこと、

疑問に思っていることなどなど、テーマは何でも結構です。日頃ひか

り、あかりなどについて思っていることや様 な々レポートを照明探偵団

通信に発表してみませんか。原稿の送付方法は、

●原稿をテキスト形式で保存したフロッピーを送付

●e-mailで送付

（メール上記述でも原稿テキストファイル添付でもOK）

●FAXで送付　●郵送で送付

のいずれかでお願いいたします。また、このほかの送付方法をお考

えの方は、事務局までご相談ください。投稿お待ちしております！

照明探偵団・事務局
〒150-0001　東京都渋谷区神宮前5-28-10 ライティング プランナーズ アソシエーツ内
TEL：03-5469-1022　FAX：03-5469-1023
e-mail=tanteidan@ppp.bekkoame.ne.jp　http://www.bekkoame.ne.jp/̃tanteidan/

建築家の創造性を広く知ってもらい且つ親し

いものに感じてもらうということを目的に、日

本建築家協会とレゴアートプロジェクト実行

委員会による主催で、「レゴと建築展」が昨

年から始まりました。9月20日から28日に

渡って青山スパイラルにて開催された今年の

展覧会には、“新世紀の住まい”をテーマ

に、韓国の建築家5名を含む建築家やラン

ドスケープ設計者、インダストリアルデザイ

ナーと多岐にわたる出展者から、18の作品

が寄せられました。

さて建築家の参加が多い中、照明のエキス

パートとして参加した面出団長の作品はどの

ようなものになったのでしょう？参加者それ

ぞれにボランティアの学生が製作面のエキス

パートとして数名つき、レゴブロックとの格闘

が繰り広げられてきたわけですが、遡ること

3ヶ月、面出団長が学生の前に広げたのは

1枚のスケッチと数枚のイメージ写真でした。ス

ケッチには、光の軸線が描かれています。その

軸線は外部から室内に屈折しながら射し込み、

その先で起こる光の現象を示していました。作

品のタイトルは「光と戯れる住空間／太陽光と

エレクトロ・ルミネッセンス」。この作品について

の面出団長はこんな思いで取り組んでいました。

光が差込み、空間に広がる波紋を演出要

素とする」というのが狙いでした。この作業

が非常に思考錯誤を繰り返しました。その

後は、この水槽の防水問題と格闘しながら

LEDをとりつけ、なんとか製作期間中に完

成までこぎつけました。会場設営では、投

光器の位置と光が差し込む窓の位置関係を

微妙に調整し、センサーで点灯するLEDの

人工的な光とのコントラストが「光のレゴ作

品」となりました。

普段何気なく自分たちが見ている自然な現

象が微妙な関係で成り立っていることを痛感

しました。約3ヶ月製作期間のほとんどが実

験と試作でしたが、立派に完成できたことは

ボランティアの学生さんの協力あってのこと

だと感謝しています。夏休み中にも関わら

ず、本当にお疲れ様でした。

（田中 智 香 ）

“““““２２２２２０００００世世世世世紀紀紀紀紀末末末末末ににににに私私私私私たたたたたちちちちちははははは「「「「「光光光光光ののののの過過過過過食食食食食症症症症症」」」」」にににににかかかかかかかかかか

りりりりりままままましししししたたたたた。。。。。腹腹腹腹腹いいいいいっっっっっぱぱぱぱぱいいいいい均均均均均質質質質質ななななな光光光光光ががががが幸幸幸幸幸せせせせせののののの証証証証証でででででししししし
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輝輝輝輝輝くくくくく、、、、、点点点点点・・・・・線線線線線・・・・・面面面面面のののののみみみみみががががが浮浮浮浮浮遊遊遊遊遊しししししままままますすすすす。。。。。揺揺揺揺揺らららららめめめめめ
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では、実際に作品にどのように表現されたの

でしょう？用意されたのは、強力な投光器１

台と数種類のLED（発光ダイオード）でした。

レゴブロックは支給されるものの中からホワイ

ト、グレー、ブラックなどの無彩色のものをメ

インに特徴的なクリアブロックを少 確々保しま

した。ここまでくると他のチームは次 と々ブ

ロックを組み始めるのですが、面出チーム

は、その前に色 な々光の効果実験が待ち受

けていました。まずはじめの難関がレゴブロッ

クでの水槽造りでした。「この水槽に外部から

レレレレレゴゴゴゴゴととととと建建建建建築築築築築展展展展展　　　　　2000年 9月 20日～28日青山スパイラル　　　　　面出団長出展！面出団長出展！面出団長出展！面出団長出展！面出団長出展！


