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This end of year had us finishing off with 2 walks in the 

exciting month of October!

We had a walk at Singapore Botanic Gardens where it 

was the first time that we solely focussed on inviting 

professionals to participate. Shortly after that, we 

conducted another Heroes and Villains walk at Marina 

Bay in conjunction with PLDC Singapore 2018.

■ Singapore Botanic Gardens Walk

On Thursday 11th October, Lighting Detectives 

Singapore chapter organised a walk to the only 

UNESCO World Heritage Site on the sunny 

island, Singapore Botanic Gardens. Only recently 

awarded the title in 2015, the garden consists 

of three lakes, the signature National Orchid 

Garden and  a Rainforest amongst many other 

attractions. It is also the third garden in the world 

to be listed as a World Heritage Site.

Landscape and Parks was our theme for the 

third walk and we wanted to examine what was 

so different in the lighting environment of the 

nation's pride and joy and how the government 

balances the concern they have for the wildlife 

in the jungle there.

Invites were sent out via email to many 

landscape architect teams that work with 

our members in order to explore a dialogue 

of a different kind. The response we received 

was overwhelming; landscape architects from 

many firms such as Element Design and DPA 

joined us and even developers from Sentosa 

Development Corporation and members of the 

local government board NParks expressed their 

interest.

We had 16 participants join us for the walk, 

and 2 of which were from the general public. 

Walking as one big group, we started with an 

introduction to Lighting Detectives and some 

questions to guide the dialogue. We had a 

guerilla light-up activity at the Bandstand to 

show the effects of different coloured light and 

how it can change the mood of a place, followed 

by a tree uplighting session using torch lights 

that required more attendee participation. We 

provided high-powered torchlights and coloured 

filter paper for them to play around.

Our wrap-up discussion was held at a 

restaurant, Fusion Spoon, at one of the visitor 

entrances. It was also our first time to initiate 

the use o f Facebook event as a platform 

for the upload and collation of Heroes and 

Villains pictures with comments. This was 

highly successful and even allowed for post-

event discussions online and created more 

awareness of our social media presence. It was 

a fruitful dialogue that provioded insights to 

the special attention paid to the design and 

maintenance of the park, and their consideration 

for the inhabiting wildlife using a dark lighting 

environment that was also glare-free and 

consistent in maintenance. Many participants 

left with appreciative feedback of such an 

event and assured that they would be keen to 

participate in our future walks!

Group picture at the wrap-up session!

On the way to the Bandstand for the Guerilla light-up 

activity.

Measuring lux levels at the visitor's entrance Heroes and Villains review!

Night Walk@Singapore Botanic Gardens
Landscape and Parks  

2018.10.11    Mayumi Banno ＋ Sunyoung Hwang ri Goh

Two wa l k s  i n  t he  mon th  o f  Oc tobe r  w i th 

professionals fromthe landscape and l ighting 

industry. One in the real nature and the other in the 

concrete jungle!
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■ PLDC Professional Walk at Marina Bay

The first PLDC (Professional Lighting Design 

convention) outside of Europe was held in 

Singapore on the 25-27th October 2018. 

There were moderated discussions, pre-

convention meetings, conferences, exhibitions, 

evening walks and rounding off with a gala 

event.

Singapore Lighting Detectives initiated a 

Heroes and Villains night walk at Marina Bay in 

conjunction with the PLDC as an opportunity 

to interact with lighting designers from all over 

the world. It was a nice contrast to our first 

walk held in the same area to keep track of the 

progress made in the entire year, aside from 

different perspectives.

We started with 15 participants at Marina Bay 

Sands Rain Oculus sculpture that comprised of 

lighting designers, educators, manufacturers and 

even a couple from the general public. 

It was natural for many of the participants to 

pick up details of the lighting environment whilst 

the majority of time was spent discussion the 

nightscape of Marina Bay from a visitor point-

of -view in comparison to various places around 

the world. 

It was interesting to note that there were many 

similar pictures chosen from the participants 

as their Hero and Villain, but with very different 

perspectives. One common hero was the tree 

uplights along Marina Bay Sands, and the 

consistent villain was that of different colour 

temperature for the steps along the promenade.

We also created suggestion/comment boards 

for the overall picture of the nightscape in our 

individual groups at the discussion point. The 

laser show was a point of contention with 

clashing views. However, most agreed that the 

signage lighting of the skyscrapers were too 

harsh.

The nightscape as an overall view was well 

received and there were many comments on the 

successful control and implementation of the 

lighting masterplan. It was a special weekend 

where most buildings had purple festive lights in 

lieu of the Purple Parade supporting abilities of 

persons  with special needs.

All in all, the event was a success and we hope 

to see many new members and similar initiatives 

happening around the world!

Discussion at the commonly chosen Hero of tree uplight 

cluster.

Introduction to Lighting Detectives

Sunyoung's group doing the uploading of Heroes and Villains

Group picture at the start of the walk!

Mayumi's group in serious contemplation

Sherri's group at the discussion venue.Interesting conversations about the skyline of the bay area.

Night Walk@Marina Bay for Professionals
2018.10.26　　Mayumi Banno ＋ Sunyoung Hwang + Sherri Goh
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世界都市照明調査 in Sri Lanka
Colombo ⇒ Kandy ⇒ Galle

2018.10.23-28　村岡桃子 + 荒木友里　　

近年発展が目覚しいコロンボ、世界遺産にも指定されたキャ

ンディ・ゴールという３つの特徴的な都市を巡り、仏教の国・

スリランカにおける照明と人々の暮らしの関係を調査した。

世界遺産でもあるキャンディの夜景。キャンディ湖をはさんで、右手にはライトアップされた仏歯寺が見える。

右の写真のようにファサードのライトアップや看板照明が施された建物は少なく、店内の漏れ光が夜の街並みを構成する。

ライトアップされた仏歯寺。昼間は真っ白な外観に褐色の屋根が映えるが、夜間はライトアップによって全く異なる様相になっている。

目抜き通り。車道用の街灯はなく、路面は 1Lux 程度の明るさ。シンボルであるクイーンズホテルも夜は闇に沈んでいる。

■スリランカの夜の街並みをつくるもの

スリランカ中部の世界遺産、古都キャンディ。街

の中心部には仏教徒の聖地である仏歯寺が湖の傍

らに建ち、さらにその正面にイギリス植民地時代

を彷彿とさせるコロニアル調のクイーンズホテル

が位置している。日中にはその多様な街並みから

スリランカの歴史を感じることができる。

しかし、夕刻になると街並みは異なる様相を見せ

る。ファサードにライトアップを施した建物がと

ても少なく、街のシンボルでもあるクイーンズホ

テルも闇に沈んでいる。商店の看板にも派手な電

飾がないため、漏れ光により夜の街並みが構成さ

れる。近代的な都市の街並みと比べると、まるで

図と地が反転したような光景である。街で一番大

きな道路にも車道用の街路灯はなく、路面の明る

さは 1lux 程度であった。

対照的に仏歯寺やモスク・仏像などの宗教建築は

煌びやかにライトアップされ一際目立ち、圧倒的

な存在感を放つ。仏教の国といわれるスリランカ

の人々にとって、日々祈りを捧げる寺院が如何に

特別なものであるかを伺い知ることができる。

■街路灯について

夜を過ごすうちに気になったのは、街路灯の点灯

時間である。10 月下旬の日没は 18:00 であり、

18:30 頃には空も暗くなるが、街路灯が点灯しな

いため街全体が暗く沈んでいく。街の明かりが全

体的に一度落ちてからしばらくし、18:45 ころか

ら街路灯がぽつぽつと点灯を始め、街に明るさが

戻ってくる。スリランカでは現在、夜間に出歩く

人も少なくアクティビティもないが、多くの観光

客がディナーのために出歩く時間帯に、街全体が

真っ暗になってしまうのはもったいないようにも

思える。昼光センサーなどの技術を取り入れるこ

とで、改善があれば観光都市としてさらなる賑わ

いをみせるのではないかと思う。         （荒木友里）
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スリランカ最大の都市・コロンボの夜景。ベイラ湖に浮かぶ寺院を取り囲んで、高層ビルの開発が急ピッチで進んでいる。

ベントータの駅前通り。

ゴールの目抜き通りであるチャーチストリート。

ゴールの街角。同じモチーフのブラケット照明が多用されており、使用されている電球はほぼ統一されていた。

■要塞都市ゴール　

古くから交易の拠点として栄えたゴールは、城壁

に囲まれかつての趣を湛えたまま 1988 年に世界

遺産にも認定された旧市街と、非常に活発な経済

活動が街並みに表出する新市街が隣り合う街で、

両市街の行き来は、不思議なタイムトリップを思

わせる体験であった。旧市街は観光に特化してい

ることは明らかである一方、そのために街並みを

整えようというある種の気負いから解放されてい

る感覚があり、その夜景もまた作為的な演出とは

全く無縁の風景であった。

外壁にはある定型モチーフのブラケットが据え付

けられており、それらが一定の夜景を創り出すの

ではとの予測をもって夜景を待ったが、そのほぼ

半数は日没後点灯せず、教会やモスク、灯台など、

ランドマークと言えそうな史跡も総じて照らされ

ないまま、夜空に溶け込むように静かに佇んでい

た。時折注意を引かれる光といえばトゥクトゥク

のヘッドライトの往来で、特産品である宝飾品を

ディスプレイする店舗の照明は青白く高照度で発

光しているものの、日没を過ぎれば街も眠りに入

るような、夜景演出の自意識から解き放たれた素

朴な夜の暗さに満ちた観光地であった。街を歩い

て道に面したある室内に足を踏み入れ、ずいぶん

明るいな、と思って計測すると、ローテーブル高

で 5lux 程度と、私たちの日常とはかなり異なる明

るさのスケールを体感できるまちであった。

スリランカ屈指の名所が夜景に注力していないの

は、暗さに対する確たる哲学あってのことなのか

も、、、と思い始めた矢先、幸運なご縁の下ゴール市

長に旧市街の夜景についての考えを聞く機会に恵

まれた。市長は市街地の夜間照明計画に非常に強

い興味を持たれており、現状”Low-Production 

Time”である 18:0021:00 の照明計画を充実

させることでまちの活性化に繋げられるのではと

話され、新市街の海岸沿いの街路照明計画修繕に

始まり、今後太陽光発電の活用も視野に入れなが

ら、段階的に照明環境の向上を進めていく考えと

のことであった。今後ゴールの夜景がどのように

変遷するのか強い興味と共に注視していきたい。

■ベントータやコロンボ

実は団長に“スリランカに都市夜景はないよ”と

いわれていながら旅立った私たち。事実、街並み

として連続性のある夜の風景を光の様相として確

認することは難しかった。一方、夜光るのは寺院

であったり、また営業していることを主張する商

店であったり、人びとの需要の強弱の表出のよう

でもあった。交通量の多い真っ暗な通りに続々と

集まってきたひとが背後の商店の光で群衆のシル

エットとなり、それが停まったバスに一斉に乗り

込んでまた通りは商店から発する光だけになる。

光と影のドラマはどこにおいてもその場所固有の

キャラクターの一端であると感じる瞬間には幾度

も出会うことができた。

■あかりと祈り

国民の大多数が仏教徒のスリランカ。菩提樹のあ
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シーママラカヤ寺院を取り囲むベイラ湖と高層ビル。寺院の周りにはお供え物を売る屋台が常に立ち並ぶ。

祝日ということもあり、多くの家族連れが白い服装でコロンボ市内のガンガラーマ寺院を訪れていた。

仏歯寺の内部。朝 7 時にも関わらず多くの人々が訪れている。

る辻には街中の通り沿いにも仏陀がおり、ショウ

ケース的に夜間も照らされている。コロンボ国際

空港では、入国審査への動線上に RGB カラーチェ

ンジを背負った仏陀が到着客を迎えてくれる。お

祈りのために寺院に出向くことはどの世代におい

ても日常的なことだとのことで、キャンドルを捧

げる風景も各所で見られた。

■スリランカの日常の光とあかり

高所撮影ポイント探索のために民家の屋上に通し

てもらったり、ご縁のあったローカルオフィスを

訪ね歩いたり、今回の調査では、スリランカの人

が日常に囲まれる昼光環境を体験する機会が数度

あった。基本的に日中は室内空間の照明は点灯せ

ず、開口部から目に入る壁や路面の反射で明るさ

感を得て、時に真っ暗な室内で人びとは過ごす。

そこで体感する明暗のコントラストは、室内に足

を踏み入れるまでは、きっと不快に感じるのでは、

と思うほど劇的なものであったが、室内では身体

の緊張がほぐれるようなとても良い感覚であった。

強烈な日射は、木漏れ日の情緒も日本で見るそれ

とはまた異なる印象で、見惚れるような濃い影が

そこここにあった。ほんのわずかな隙間からのト

ップライトだけで大勢がひしめき合う市場の日常

が成立していたり、暗いことは不快なことや怖い

ことではない、というような暗さに対するおおら

かさとの出会いは、新鮮な驚きであった。昼光環

境の受容の仕方も都市の数だけ多様である中で、

夜景に対する感受性や評価軸は果たしてどれだけ

の多様性を包摂しているか、ということに思いを

はせる道中でもあった。

４回あった日没時のすべてが天候に恵まれず、い

わゆる絵になる夜景写真は撮れずじまいではあっ

たが、その夜の様子は夜景未満であれど、豊かさ

に満ちた昼光の様相と共にある都市の調査を経て、

照明文化の多様性の分布として、興味深い極の一

つになるのではと考えている。　　（村岡桃子）

■ジェフリー ･ バワの建築

スリランカといえば、リゾート建築の巨匠である

ジェフリー ･ バワを思い浮かべる人は多いだろう。

コロンボにある Number 11 というバワの自邸に、

私たちは今回とても運よく宿泊することができた。

建物に入りまず目を奪われるのは、真っ白な壁・床・

天井である。装飾的な照明器具が設置されてはい

るがいずれも点灯しておらず、代わりにトップラ

イトから差し込んだ自然光が白い内装に反射し、

空間全体を柔らかに照らしている。エントランス

からリビングへと繋がる廊下は、光につつまれた

アートと植栽が絶妙なバランスで配置され、息を

呑むほど美しい。トロピカルリゾートを多く設計

したバワがたどり着いた、強い日差しと向き合う

デザインの一端を体感することができた。

Number11 を管理しているスタッフの方々が、白

い内装をとてもこまめにメンテナンスをする必要

があるのが大変だ、といいながら愛着と誇りをも

ち建物を守る姿勢にも、国民からバワ建築が愛さ

れていることを窺い知ることができた。（荒木友里）

キャンディ市内のマーケット。屋根の隙間から差し込むわずかな昼光のみで明かりをとる中、多くの店がひしめき合っていた。

多い茂る緑が強い日差しを浴び、色濃い影を落としていた。ジェフリー ･ バワの自邸である Number 11。



【照明探偵団の活動は以下の 19 社にご協賛頂いております。】

ルートロンアスカ株式会社

ウシオライティング株式会社　

岩崎電気株式会社　　

カラーキネティクス ･ ジャパン株式会社

株式会社遠藤照明　

パナソニック株式会社

ERCO / ライトアンドリヒト株式会社

大光電機株式会社

株式会社 Modulex　

コイズミ照明株式会社

株式会社 YAMAGIWA

東芝ライテック株式会社

マーチンプロフェッショナルジャパン株式会社

トキ ・ コーポレーション株式会社

湘南工作販売株式会社

山田照明株式会社　

ルイスポールセン　ジャパン株式会社

DN ライティング株式会社　

三菱電機照明株式会社

探偵団通信に関してのご意見 ・ ご感想等随時受付中です！

お気軽に事務局までご連絡ください。
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