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明かりをつくる、
光をいかす

―照明から建築、アートまで―

国⽴国会図書館関⻄館第22回⼩展⽰



第 22 回の関⻄館⼩展⽰では、照明の歴史を中⼼に、光と⽣活・⽂化に
関する約 100 点の本や雑誌をご紹介します。 

 
松明（たいまつ）や蝋燭（ろうそく）・灯油を⽤いた灯⽕具から、⽩熱電

球、蛍光灯、LED 照明まで、照明技術の進歩は、⼈々の⽣活や街並みに快
適性や豊かさをもたらし、時には⽂化や価値観にも影響を与えてきました。
近年では各地で建物や街路のライトアップなどがなされ、暮らしを彩って
います。 

 
本展⽰では、こうした照明器具の発展史、およびそれに伴う暮らしや景

観等の変化を概観します。また、影絵や光と影を描く絵画など、明かりや
光を取り⼊れた多様な⽂化や、⼈⼯照明だけではなく⾃然光を活かした建
築も取り上げます。明かりと光について様々な切り⼝で選んだ本や雑誌を
お楽しみください。 
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この展⽰資料解説について 

 資料を展⽰の順番にしたがって掲載しています。書誌情報は資料番号
タイトル 巻号 / 編著者名等（出版社, 出版年）の順に記載していま
す。【】内は当館の請求記号を表します。
ガラスケースに展⽰している資料は⼀部を除き、デジタル化が済んだ
資料の原本です。デジタル化した資料は全て、館内の端末で、国⽴国
会図書館デジタルコレクション（http://dl.ndl.go.jp/）からご覧いた
だけます。そのような資料には、請求記号の後に次のアイコンを付し
ました。

資料の電⼦画像をインターネット上で⾒ること
が可能な資料です。 
国⽴国会図書館の館内および、「デジタル化資料
送信サービス」の「送信先機関」内でのみご覧い
ただける資料です。 
「デジタル化資料送信サービス」については、 
http://www.ndl.go.jp/jp/service/digital/index.html 
でご紹介しています。 
国⽴国会図書館の館内でのみ閲覧可能な資料 
です。 

http://www.ndl.go.jp/jp/service/digital/index.html


3 

 

内容 

昔の明かり―灯⽕具の発展 .............................................. 4 

近代の明かり―電灯の登場と景観の変化 ............................. 8 

現代の明かり―技術の進歩と照明デザイン ........................ 13 

光と⽂化―娯楽・芸術を中⼼に ...................................... 21 

光と建築―⾃然光を取り⼊れる設計 ................................. 26 

 

  



4 

昔の明かり―灯⽕具の発展 

⼈の暮らしに⽋かすことができない明かり。⽕を⽤いた明かりは、
⼈類の歴史のごく早い段階から⽤いられてきました。時代が下る
につれ、それらは燭台（しょくだい）・⾏灯（あんどん）・提灯（ち
ょうちん）など多様なバリエーションで展開されていきます。 

最初のトピックでは、現代では「懐かしい明かり」となった灯⽕
具の数々をご紹介します。 
 

 

1. ⾻董集. 上編. 中 / 醒醒⽼⼈ 著. (寛裕舎, [明治--])【特 279-190】 
 

「醒醒⽼⼈（せいせいろうじん）」こと、江⼾時代の戯作者・⼭東京伝による随筆。
近世の⾵俗・⾵習・服飾などの起源や沿⾰についての考証を多くの図とともに記
している。原本は⽂化 11（1814）年刊⾏で、展⽰資料は明治時代の復刻版。展
⽰箇所では、様々な形の提灯（ちょうちん）を⼿にした⼈々の姿が描かれている。 

 
2. ⽕の昔 / 柳⽥国男 著. (実業之⽇本社, 昭和 19.)【380-Y53 ウ】 

 
⺠俗学者の柳⽥国男が、⼈々が過去に⽤いてきた灯⽕具や⽕にまつわる⾵習など
を伝えた本。柳⽥が読者としているのは「燈⽕管制をしなければならぬ程、燈⽕
は明るくなつ」た時代の若者たちで、闇を明るくするために先⼈たちがどのよう
な⼯夫をしていたのかを丁寧に説明している。 

 
3. 蝋燭の科学 / ファラデー 講 ; クルックス 編 ; ⽮島祐利 訳. (岩

波書店, 昭和 23.)【430-F15 ウ】 
原著は 1861 年刊⾏で、イギリスの科学者マイケル・ファラデーが、王⽴研究所
のクリスマス講演で語った内容をまとめたもの。ろうそくを題材に燃焼時の物
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理・化学現象が語られており、全 6 講から成る。展⽰資料は昭和 23（1948）年
刊⾏の翻訳書で、岩波⽂庫の 1 冊である。 

 
4. 灯⽕の美 : 古都のデザイン / 伊藤ていじ ⽂ ; 岩宮武⼆ 写真. 

(淡交新社, 1967.)【382.1-I852t】 
灯籠（とうろう）や⾏燈（あんどん）、提灯、京都五⼭送り⽕に代表される⽕を⽤
いた⾏事・祭礼など、京都の暮らしには灯⽕が⾝近なものとして存在してきた。
展⽰資料はそれら灯⽕の数々を多数の写真で紹介するとともに、巻末には灯⽕に
まつわる⽂も収録している。展⽰箇所は東寺⼤師堂（京都市）の灯明である。 

 
5. 魅惑のアンティーク照明 : ヨーロッパあかりの歴史 / イネス・ウー

ジェル 著 ; クリスティアン・サラモン 写真 ; ⽯井幹⼦ ⽇本語版監
修 ; 中⼭久美⼦ 訳. (⻄村書店東京出版編集部, 2013.5.)【G185-
L9】 
17 世紀の燭台（しょくだい）から 20 世紀のランプ・ランタンまで、デザインに
優れたヨーロッパの照明器具の数々を、豊富なカラー写真を⽤いて紹介している。
⽇本語版は、資料 61,62 の著者である照明デザイナーの⽯井幹⼦が監修を務め
ている。 

 
6. 洋灯紀⾏ : 北欧・英国 写真集 / 増⽥正 写真と⽂. (⽇本校⽂館, 

1989.12.)【KA421-E79】 
イングランド・スコットランド・北欧諸国に現在も残る、街灯やランプなどの昔
懐かしい照明を、著者が現地で撮影しまとめた写真集。古⾊を帯びた照明のたた
ずまいは、遠い過去から⼈々の暮らしを⾒守ってきたことを想像させる。 

 
7. 灯りの情景展 : 灯りと⼈の物語 : 企画展解説図録 / 川崎市市⺠ミ

ュージアム 編. (川崎市市⺠ミュージアム, 2009.10.)【GD59-J32】 
川崎市市⺠ミュージアムが所蔵する灯⽕具のコレクション（⼤島コレクション・
笹尾コレクションほか）を紹介する展覧会の図録。主に江⼾から明治にかけての
灯⽕具が、フルカラー写真で紹介されている。提灯などの明かりを描く浮世絵な
ども紹介されている。 

 
8. あかり物語 : 光と癒しのフォークロア : 特別展 / ⽔⼾市⽴博物館 

編. (⽔⼾市⽴博物館, 2003.10.)【GD59-L3】 
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灯籠などの平安時代の明かりから明治のガス灯まで、⼈々の暮らしに寄り添って
きた灯⽕具の数々を写真と共に紹介している。⽔⼾の伝統⼯芸である⽔府提灯
（すいふちょうちん）のうち、「⼆五丸（にごまる）」と呼ばれる⼤型のものを作
成する過程が写真で紹介されているのも興味深い。 

 
9. あかりの今昔 : 光と⼈の江⼾東京史 / 東京都江⼾東京博物館 編. 

(江⼾東京歴史財団, 1995.7.)【GD59-G3】 
江⼾東京博物館が所蔵する灯⽕具の⼆⼤コレクション（永⽥コレクション・⾚⽊
コレクション）を中⼼に、縄⽂から現代に⾄るまでの灯⽕具を全てカラー写真で
紹介している。明かりが登場する⽣活のワンシーンを描いた絵画など、関連資料
も多数掲載され、暮らしと明かりの結びつきをうかがうことができる。 

 
10. 江⼾のあかりと明治の洋燈 : ⼗周年記念誌 / あかりの⿅児資料館 

監修. (ネクスト・ワン, [2007])【GD59-H79】 
展⽰資料は、あかりの⿅児資料館（加古川市）の開館 10 周年を記念して刊⾏さ
れた。江⼾時代の灯⽕具と明治時代のランプが多くの写真で紹介されている。職
⼈技術の結晶ともいえる、優美な細⼯が施された⾊とりどりのランプの姿が、と
りわけ⽬を引く 1 冊である。 

 
11. 照 明 学 会 誌 . 「 特 集 資 料  ⽇ 本 の あ か り ⽂ 化 を さ ぐ る 」 

99(12):2015.12. (照明学会, 1980-)【Z16-302】 
特集記事は、「⽇本のあかり⽂化研究調査委員会」の活動を紹介するほか、「燈⽕
器具年表」作成の試み、和の空間の照明演出、浮世絵に描かれた明かりや舞台の
明かりの考察・検証など、多⾓的なアプローチの記事が掲載されている。 

 
12. 灯⽕器百種百話 / 滝沢寛 著. (⽮来書院, 1976.)【GD59-27】 

かつて⼈々の暮らしの中で⽤いられていた灯⽕器 100 種類を、写真と随筆で⼀
つ⼀つ紹介している。登場する灯⽕器は江⼾時代のものが多く、当時の明かりの
多様な姿や使⽤⽅法を知ることができる。巻末には短⽂「"あかり"について」も
収録されている。 

 
13. 灯⽕ : その種類と変遷 / 宮本馨太郎 著. (朝⽂社, 1994.11.)

【GD59-E97】 
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縄⽂時代の⽕の使⽤から明治時代のランプに⾄るまで、⽇本における灯⽕の歴史
を簡潔にまとめた 1 冊。著者の宮本馨太郎（みやもと けいたろう）は⺠具研究
で知られる。昭和 39（1964）年に六⼈社から刊⾏された資料の再刊である。 

 
14. ⽂学の明かり / 榛名信夫 著. (東京書籍, 2007.12.)【KG748-J7】 

古事記に登場する⽕から昭和のネオンサインまで、⽇本の⽂学作品に登場する明
かりに注⽬し、その歴史を追っている。⽂学作品における明かりの描写をひもと
くことで、灯⽕具の変遷とともに、それぞれの明かりに対する当時の⼈々の意識
をもうかがうことができる。 

 
15. 和ろうそくの世界 : 伝統の美と技 / ⼤⽯孔 他著 ; ⽂葉社 編. 

(⽂葉社, 2002.7.)【DL525-H1】 
⽇本各地の和ろうそくの紹介やその歴史、和ろうそくにまつわる調査・研究の成
果などをまとめた 1 冊。⾊鮮やかな和ろうそくの数々がカラー写真で紹介されて
いる巻頭ページがとりわけ⽬を引く。 

 
16. ろうそく物語 / マイケル・ファラデー 著 ; ⽩井俊明 訳. (法政⼤

学出版局, 2005.7.)【PA19-H7】 
資料 3 の原著であり近年の訳。展⽰資料では「第○話」という翻訳で、各話の冒
頭に訳者による梗概（こうがい）が付されており、理解を助ける。巻末には「フ
ァラデーの⼀⽣」と題した⽂も収録され、ファラデーの⽣涯と業績が紹介されて
いる。  
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近代の明かり―電灯の登場と景観の変化 

近代に⼊ると、照明技術に⼤きな変化が訪れます。光量・照らし
出す範囲・明るさの持続時間などにおいて従来の明かりとは⼀線
を画す電気照明が開発され、室内を照らし、街を彩ることになり
ました。 

このトピックでは、近代における照明技術の進展と、それに伴う
⽣活や景⾊の変化などを取り上げます。 
 
 
17. 陰翳礼讃 / ⾕崎潤⼀郎 著. (創元社, 昭 14.)【787-35】 
 

作家の⾕崎潤⼀郎による随筆集。表題作の中で⾕崎は、空間を煌々と照らし出す
⻄洋式の照明ではなく、⾏燈や燭台のような⽇本古来の明かりが⽣み出す「陰翳」
「闇」が、⽇本⼈の美意識や⽂化の在り⽅と深く結びついていると考察している。
展⽰資料は昭和 14（1939）年刊⾏の初版。 

 
18. 新⽇本趣味照明器具図案集. 第 1 輯 / 武間主⼀ 編. (装飾研究会, 

昭和 6.)【419-202】 
昭和初期に刊⾏された、家庭で⽤いる照明器具のデザイン画を集めた図案集。「⼩
座敷⽤」「客室⽤」「書斎⾷堂⽤」など設置する場所ごとに分け、多数のデザイン
が掲載されている。モダンな意匠は、現代の⽬で⾒ても魅⼒的なものである。 

 
19. 家庭と電気 : ⼈間⽣活の電気化 / ⿃潟右⼀ 著. (⼯業教育会, ⼤

正 11.)【507-58】 
サブタイトルにもなっている「⼈間⽣活の電気化」を⽬標として、照明を始めと
する⽣活の諸側⾯を電気化することを掲げ、その具体例を章⽴てで⼦細に述べて
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いる。照明の章では、電球・電灯の各種やランプシェードなどの付属品について
解説がなされている。 

 
20. 天井と照明. 建築写真⽂庫 ; 第 1 期 第 21. (彰国社, 1955.)

【528.4-Sy957t】 
屋内で⽤いられる照明のうち、建築の⼀部として天井に組み込まれたものに特化
した 1 冊。商業施設や事務所などにおける実例を写真で⽰しながら、天井照明の
各種形式を解説している。展⽰箇所では、平成 16（2004）年に解体された新丸
ノ内ビルヂングの中央ドームが紹介されている。 

 
21. ⼤東京新景版画集. [1-4,7-8] / ⽇本版画社 編. (⽇本版画社, 昭

和 4-5.)【特 278-73】 
展⽰資料は、複数の画家が東京のそれぞれ異なる場所の景⾊を描いた版画集のう
ちの⼀作である。版画家・野村俊彦の制作による「丸の内夜景」と題された作品
は、建物を彩る照明の光が⽔⾯に映っている様⼦や、⾏きかう⼈々のシルエット
が描き出されている。 

 
22. 中央電気倶楽部五⼗年史. (中央電気倶楽部, 1964.)【540.6-

Ty997t】 
明治 15（1882）年、東京電燈株式会社によって銀座通りに 2,000 燭光のアーク
灯が点灯され、そのまばゆい光で⼈々を驚嘆させた。展⽰資料は中央電気倶楽部
の創⽴ 50 周年を記念して出版されたもので、展⽰箇所には、明治 15 年当時の
アーク灯とそれを眺める群衆を描いた浮世絵が掲載されている。 

 
23. 東京之産業 / 東京市 編. (東京市, 昭 13.)【719-99】 

東京市（当時）の産業の繁栄ぶりを、産業施設・交通運輸・商業・⼯業などの章
に分けて写真とともに紹介している。「商業」の章では、繁華街の夜景として、銀
座、新宿、浅草などの光り輝くネオンサインの写真が掲載されている。 

 
24. 京都・⼤阪・神⼾明りの名所 / 照明学会照明智識普及委員会 編纂. 

(照明学会照明智識普及委員会関⻄委員会, 昭和 8.)【特 253-930】 
 

昭和初期の京都・⼤阪・神⼾における、街路の照明、建物の外観・内観の照明な
どを集めた写真集。当時の⼈々が⽬にしていた明かりを豊富な写真で知ることが
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できる。展⽰箇所では、新世界交叉点（⼤阪市）にあったグリコの電気サインと
⻑堀橋（⼤阪市）にあった⽇の本⾜袋の電気サインが紹介されている。 

 
25. 画報近代百年史. 第 13 集 (1931-1933) / ⽇本近代史研究会 編. 

(国際⽂化情報社, 1952.)【210.6-N685k】 
明治維新後 100 年の⽇本の歩みをビジュアルでたどるシリーズのうち、展⽰資
料は昭和 6（1931）年から昭和 8（1933）年の動向を取り上げている。展⽰箇
所では、「"銀座⼋丁"ネオン・カフェー全盛」の⾒出しの下、昭和初期の銀座の通
りを彩ったネオンサインの写真が紹介されている。 

 
26. 画報現代史 : 戦後の世界と⽇本. 第 12 集 (1952 年 1-7 ⽉) / ⽇

本近代史研究会 編. (国際⽂化情報社, 1955.)【210.7-N685g】 
 

展⽰資料は、資料 25 と同じく銀座⼋丁のネオンサインを写真で紹介しているが、
戦後（1952 年）の様⼦である。極彩⾊のネオンが彩る街の姿は、時代の移り変
わりや戦後復興の様を物語る。資料 25 の戦前の景⾊と⽐較してみるのも興味深
い。 

 
27. 闇をひらく光 : 19 世紀における照明の歴史 / ヴォルフガング・シ

ヴェルブシュ 著 ; ⼩川さくえ 訳. (法政⼤学出版局, 1988.3.)
【ND269-E1】 
ヨーロッパにおける照明は、18 世紀末から 19 世紀にかけて⼤きな変化を遂げ、
アルガン式ランプ、ガス灯、アーク灯、⽩熱電球と、それまでにない特徴を備え
た明かりが次々に開発された。それら新しい照明は、街路、建物、ショーウイン
ドー、劇場の舞台など様々な場所を照らし出し、⼈々の⽣活を⼀変させた。展⽰
資料は、この時期の照明の歴史を社会状況も交えてたどっている。 

 
28. 光と影のドラマトゥルギー : 20 世紀における電気照明の登場 / ヴ

ォルフガング・シヴェルブシュ 著 ; ⼩川さくえ 訳. (法政⼤学出版
局, 1997.9.)【ND269-G3】 
1900 年パリ万博に登場した「電気館」は、そのきらびやかな光で多くの⼈々の
⽬を奪った。20 世紀における照明の主役は、ほかならぬ電気照明であり、安定し
た明かりを供給するのみならず、映画やネオンサインという新たな視覚体験をも
⽣み出した。資料 27 の続編にあたる展⽰資料は、20 世紀ヨーロッパにおける電



11 

気照明の多様な発展が⽣み出した劇的な変化を、演劇理論を指す「ドラマトゥル
ギー」をタイトルとして暗⽰し、豊富な写真・図版を⽤いながら概観している。 

 
29. 都市と光 : 照らされたパリ / ⽯井リーサ明理 著. (⽔曜社, 

2005.1.)【ND269-H7】 
14 世紀に使⽤されたたいまつやランタンから、現代の建築物のライトアップに
⾄るまで、「光の都市」パリを照らしてきた照明の歴史を概観する 1 冊。技術の
変遷のみならず、各年代の時代背景や⼈々の精神性との関連も併せて語られてい
る。 

 
30. 清親と安治 : 光線画の時代 / 清親, 安治 [画] ; ⼭⼝県⽴萩美術

館・浦上記念館 編. (⼭⼝県⽴萩美術館・浦上記念館, 2012.9.)
【KC16-J2546】 
明治時代、光と影を印象的に⽤いて開化の⾵物などを描いた⼩林清親の⾵景版画
は「光線画」と呼ばれて⼈気を博した。展⽰資料は、清親とその弟⼦で「光線画」
を継承した井上安治の作品を取り上げた展覧会の図録。巻末の論⽂では、明治期
における「光線画」という語の⽤例にも触れている。 

 
31. 清親 : 光線画の向こうに / 清親 [画] ; 町⽥市⽴国際版画美術館 

編. (町⽥市⽴国際版画美術館, 2016.3.)【KC16-L1890】 
平成 27（2015）年は⼩林清親の没後 100 年に当たり、複数の美術館・博物館で
関連展⽰が開催された。展⽰資料は、その翌年の平成 28（2016）年に開催され
た展⽰の図録で、⾵景版画のみならず、ポンチ絵・歴史画・戦争画など幅広いジ
ャンルにわたった清親の画業を紹介している。 

 
32. エジソン : 電気の時代の幕を開ける / オーウェン・ギンガリッチ 

編 ; ジーン・アデア 著 ; 近藤隆⽂ 訳. (⼤⽉書店, 2009.4.)
【GK428-J2】 
⽩熱電球の開発で知られる発明家トーマス・エジソンの⽣涯とその⼈物像を、コ
ンパクトに読みやすくまとめた 1 冊。コラムや豊富な図版により、エジソンの業
績や⼈となり、各種発明の成功に⾄るまでの試⾏錯誤などを知ることができる。 

 
33. 図説エジソン⼤百科 / ⼭川正光 著. (オーム社, 1997.5.)

【GK428-G3】 
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多くのイラストや写真を交え、⼤⼈だけでなく⼩中学⽣にも分かりやすい平易な
語り⼝で、エジソンの⼀⽣や業績を紹介している。巻末には「エジソンに会った
⽇本⼈」「エジソン博物館」などの関連コラム・情報も掲載されている。 

 
34. ⽇本のエジソン : 藤岡市助に学ぶもの / 佐⼭和郎 著. (エポ, 

1996.10.)【GK56-G17】 
資料 22 で触れた銀座通りでのアーク灯点灯にも携わった藤岡市助は、⽩熱舎（後
の東京電気。東京電気は東芝の前⾝の⼀つ）を創設して⽩熱電球の国産化を実現
するなど、⽇本における電灯・電気の普及に⼤きく貢献した。「⽇本のエジソン」
と呼ばれる藤岡の⽣涯と業績をたどった 1 冊。 

 
35. 電笠 : 明治・⼤正・昭和初期のあかり. 2 / ⾼橋岳志 編著. (⾥⽂

出版, 1998.7.)【KB16-G236】 
明治から昭和初期にかけて使⽤されていた電笠（電灯にかけるシェード）を、⼤
判のカラー写真で紹介する写真集。切⼦やぼかしなどの技が施され、⾊とりどり
で優美な造形を⾒せるガラス製の電笠は、当時の職⼈技術の⾼さをもうかがわせ
る。 

 
36. 電灯 100 年 : みえざる天使たちの歩み. 改訂. (電気を守る会, 

1981.3(第 3 刷).)【Y93-H3975】 
明治 15（1882）年の銀座通りアーク灯点灯から遡ること 4 年、明治 11（1878）
年に電信中央局の開局祝賀会において、⽇本で初めてアーク灯が点灯された。展
⽰資料は、この時点から 100 周年を迎えることを記念して刊⾏された資料であ
る。100 年間の電灯の発達の歩みを、主に京都における動向を中⼼に回顧してい
る。 

 
37. コレクション・モダン都市⽂化. 第 21 巻 / 和⽥博⽂ 監修. (ゆま

に書房, 2006.12.)【EC122-H56】 
秋⽥貢四（あきた こうし）編『夜の東京』（1919 年刊）、鈴⽊徳彌編『輝く⽇
本輝くネオン』（1937 年刊）、照明学会編『照明⽇本』（1936 年刊）の 3 冊を復
刻して収録している。掲載された⽂や写真からは、戦前の⽇本における電飾・ネ
オンの華やかさが伝わってくる。巻末には収録資料の解説や関連年表も掲載され
ている。  
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現代の明かり―技術の進歩と照明デザイン 

20 世紀後半以降も今⽇に⾄るまで、  照明は技術的に進歩し続け
ています。発光ダイオード（LED）の開発や普及は、省エネルギ
ーに貢献すると共に、照明の⾊のコントロールも容易にしました。  
技術の進歩は近年の照明デザインにも影響を及ぼし、最新の照明
技術を⽤いて建物や都市空間の明かりをデザインする試みなども
各地で⾏われています。 

このトピックでは、現代の照明を科学的に解説した本や研究論⽂、
照明デザインの事例を取り上げた写真集などをご紹介します。 
 
 
38. Ge の気相成⻑に関する研究 / ⾚崎勇 [著].【UT51-42-J328】 
39. GaN の MOVPE 成⻑と光電物性及び⻘⾊発光素⼦への応⽤に関する
研究 / 天野浩 [著].【UT51-89-G342】 
40. InGaN ⾼輝度⻘⾊ LED に関する研究 / 中村修⼆ [著].【UT51-

95-G101】 
資料 38 から 40 は、2014 年に⻘⾊発光ダイオード（LED）の開発でノーベル物
理学賞を受賞した⾚崎勇・天野浩・中村修⼆の博⼠論⽂。いずれも、LED、半導
体など、後のノーベル賞につながる研究を院⽣時代から⾏っていたことが分かる
貴重な資料である。 
関⻄館では⼤正 12（1923）年以降の国内博⼠論⽂ 57 万⼈分以上を所蔵してお
り、特⾊あるコレクションの⼀つとなっている。 

 
41. ⽇本建築学会環境系論⽂集. 「CIE 薄明視測光システムを全視野に適

⽤させるための薄明視輝度計算式の修正」森本 喬太. 聶 棟輿. 明⽯ 
⾏⽣. 82(732):2017.2. (⽇本建築学会, 2003-)【Z74-D484】 
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関連講演会講師の共著論⽂。薄明りの下では、⼈の⽬は錐体（すいたい）と桿体
（かんたい）の 2 種類の細胞で明るさを知覚する。そのような状態下で光源や照
明を評価する基準として国際照明委員会の薄明視測光システムがあるが、このシ
ステムがどこまで実環境に適⽤できるかを実験を通じて明らかにしている。 

 
42. ⽇本建築学会環境系論⽂集. 「間接照明を⽤いたタスク・アンビエン

ト照明⽅式の有効性の検証」⼭本 果奈. 明⽯ ⾏⽣. / 「窓⾯のグレア
が鉛直⾯のコンピュータ作業の視作業性に及ぼす影響」加藤 洋⼦. 明
⽯ ⾏⽣. 菅野 普. 81(727):2016.9. (⽇本建築学会, 2003-)
【Z74-D484】 
関連講演会講師の 2 本の共著論⽂。前者は、タスク照明（視作業のための机上⾯
の照明）とアンビエント照明（空間全体の照明）に分けて照明するタスク・アン
ビエント照明⽅式の有効性を⽰している。後者は、鉛直なスクリーンの背後に⼤
きな側窓がある場合、太陽光を取り込む窓がある⼀定の輝度に到達するとコンピ
ュータ画⾯の⾒づらさが著しく増加することを指摘している。 

 
43. 照明学会誌. 「伝統を受けて洗練した灯りを,未来に繋ごう!北陸⽀部」

明⽯ ⾏⽣. / 「⽕を愛でる灯り"越前和ろうそく"」桜井 将⼈. / 「福
井⼤学 ⼯学部 建築建設⼯学科 明⽯研究室(研究室紹介)」明⽯ ⾏⽣, 
奥 芳貴. 99(7):2015.7. (照明学会, 1980-)【Z16-302】 
関連講演会講師の論著やインタビュー記事。伝統的な和ろうそくの炎を模倣する
「LED 和ろうそく」の開発などについて紹介している。⻘・橙・⾚の LED それ
ぞれに対して異なる揺らぎ周波数を与えて組み合わせて炎を作り、さらに和ろう
そく特有の揺らぎの特徴を制御回路に記憶させ再現することで、LED 和ろうそく
を本物らしく⾒せることに成功している。 

 
44. 「⽩い光」を創る : 社会と技術の⾰新史 / 宮原諄⼆ 著. (東京⼤

学出版会, 2016.2.)【ND269-L18】 
⼈類が⽕を作り出す技術を発明したのがおよそ 100 万年前であるのに対し、昼
間のような「⽩い光」を創りだしたのは 19 世紀以降である。「⽩熱ガス灯」「⽩
熱電球」「⽩⾊蛍光灯」「⽩⾊発光ダイオード」の四つの技術⾰新の歴史と、それ
に伴う産業の盛衰を追っている。 
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45. 光と視覚の科学 : 神話・哲学・芸術と現代科学の融合 / アーサー・
ザイエンス 著 ; 林⼤ 訳. (⽩揚社, 1997.9.)【SB71-G27】 
「光」と「⾒る」ということに対し、約三千年の間に⼈間がどう考えてきたかを
考察している。単なる科学的な解明を⽬指すのではなく、宗教、哲学、⽂学など
の領域からも「光の本質」に迫ろうとする、知的探求の⾯⽩さを伝えてくれる 1
冊である。 

 
46. あかりと照明のサイエンス / 牟⽥淳 著. (オーム社, 2011.12.)

【ND269-J22】 
なぜ、あかりは光るのか、明るさを⽰す単位はどんなものか、どのくらいの明る
さが出せるのか、明るさを感じる⽬の仕組み、あかりによる⼼理効果など、照明
の仕組みと特性について分かりやすく解説している。 

 
47. 視覚と照明 = Vision and Lighting / ⼊倉隆 著. (裳華房, 

2014.9.)【SB71-L23】 
快適な照明環境を作るための基礎となる、⼈の視覚特性について解説した概説書。
視覚や⾊覚の基礎について分かりやすく解説し、⾊覚異常者や⾼齢者の⾊覚特性
などについても触れている。 

 
48. あかりの百科 / 松下電器照明研究所 編. (東洋経済新報社, 

1992.3.)【ND269-E12】 
松下電器産業株式会社（現：パナソニック株式会社）の照明研究所が、30 周年を
機に、⼀般向けに「あかり」について整理・紹介する⽬的で編さんした本。「モデ
リング ―照明ひとつで美⼥にも悪⼥にも」「交通信号灯 ―信号の進めは⻘か、緑
か」など、⽬次には興味をそそられる項⽬名が並んでいる。 

 
49. 光と⾊彩の科学 : 発⾊の原理から⾊の⾒える仕組みまで / 齋藤勝

裕 著. (講談社, 2010.10.)【MC91-J20】 
動物は光や⾊をどのように知覚しているのか？蛍光灯が光る仕組みとホタルが
光る仕組みの違いは？ 
展⽰資料はこうした疑問に対する答えを簡明に解説している。⾊を認識する視覚
と脳の関係、光の反射と発光の違い、⾊と⼼の関係、光を使った最先端技術まで、
様々な⾓度から光と⾊彩について学べる 1 冊。 
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50. 照明環境規準・同解説 = Standards for Lighting Environment :
AIJES-L0002-2016 : ⽇本建築学会環境基準 / ⽇本建築学会 編集. 
(⽇本建築学会 ; 丸善出版 (発売), 2016.6.)【M361-L421】 
平成 28（2016）年に⽇本建築学会が発表した規準。東⽇本⼤震災後に意識され
るようになったエネルギー有効利⽤の観点を含みながら、照明環境設計のための
要件を⽰し、可能なものについては推奨値や⽬標値を定めている。関連講演会講
師が 5 章 4・5 節及び 8 章 2 節の執筆を担当している。 

51. もっと知りたい LED 照明 : ⾝近な照明を基礎から学ぶ / 千代和夫
著. (オーム社, 2013.2.)【ND269-L3】 
LED 照明の発光原理や基本構成、新幹線や⾃動販売機なども含む LED の幅広い
実⽤例、今後の照明トレンドなどを解説している。今後ますます⾝近になると予
想される LED 照明の基礎について学ぶことのできる 1 冊。 

52. 電気設備学会誌 = The Journal of the Institute of Electrical
Installation Engineers of Japan. 「特集 省エネに貢献する照明設
備」 37(1)=400:2017.1. (電気設備学会, 1984-) 【Z16-1149】 
特集には 9 本の論⽂を収録する。市場動向から個別の導⼊事例まで、LED 照明や
有機 EL（エレクトロルミネッセンス）照明などの⾼効率照明に関する最新動向を
紹介している。 

53. 天野先⽣の「⻘⾊ LED の世界」 : 光る原理から最先端応⽤技術まで
/ 天野浩, 福⽥⼤展 著. (講談社, 2015.9.)【ND371-L73】 
「天野先⽣」は、博⼠論⽂を展⽰（資料 39）しているノーベル賞受賞者・天野浩。
⻘⾊ LED の本体である窒化ガリウムのきれいな結晶は、天野の学部⽣・⼤学院⽣
時代に、1,500 回以上の実験を経て⽣み出された。開発秘話を交えつつ⻘⾊ LED
を構成する技術を分かりやすく解説し、また、窒化ガリウムのさらなる可能性を
⽰している。 

54. ⻘⾊ LED 開発の軌跡 : なぜノーベル賞を受賞したのか / ⼩⼭稔
著. (⽩⽇社, 2014.11.)【ND371-L52】
スタンレー電気株式会社と⽇亜化学⼯業株式会社に勤め、⾚・緑・⻘の 3 ⾊の LED
の開発・実⽤化において実質的なリーダー役を果たした⼩⼭稔による回顧録。企
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業間の激しい開発競争を経て、⾼輝度⻘⾊ LED を実⽤化するまでを振り返って
いる。 

55. ⾚の発⾒⻘の発⾒ : ⾼輝度 LED で光の三原⾊をつくった天才たち
/ ⻄澤潤⼀, 中村修⼆ 著. (⽩⽇社, 2014.11.)【ND371-L53】 
⾼輝⾚⾊ LED の開発を含め半導体分野で多⼤な功績がある⻄澤潤⼀と、⾼輝度
⻘⾊ LED の開発者の⼀⼈である中村修⼆（博⼠論⽂を展⽰（資料 40））の対談を
収録。研究の経緯、これまでの取組や今後の展望まで、幅広い内容が語られてい
る。 

56. カラー図解照明のことがわかる本 / 中島⿓興 著. (⽇本実業出版
社, 2007.3.)【ND269-H12】 
照明についての⼊⾨書と⾔える 1 冊。⼈⼯光源の種類、照明が与える⼼理⽣理的
影響、⼀般に使われる光源、照明器具、それらの種類・特徴、照明設計の考え⽅
など、⾝近な照明に関する基礎知識をカラー図版付きで解説している。 

57. 都市と建築の照明デザイン / ⾯出薫, LPA 著.  (六耀社,
2005.5.)【KA171-H6】 
照明デザイナー⾯出薫が代表取締役を務める LPA（ライティングプランナーズア
ソシエーツ）が、1990 年〜2000 年代に照明を⼿がけた都市や施設についての
紹介。六本⽊ヒルズやオアシス 21、京都駅ビルのプロジェクトなど、各都市を彩
る美しい照明に⽬を奪われる。

58. 世界照明探偵団 : 光の事件を探せ! / ⾯出薫 編著. (⿅島出版会,
2004.8.)【KA421-H70】 
世界各地の都市の夜景や住宅の照明を豊富なカラー写真と解説で紹介する。タイ
トルの照明探偵団とは、平成 2（1990）年にスタートした照明⽂化研究会である。
平成 11（1999）年には世界照明探偵団として国境を越えた活動となり、世界の
都市の照明調査などを⾏っている。前半は各都市の活気あふれる都市の夜景が
次々と登場し、旅⾏ガイドのようでもあるが、後半は⼀転、各地の住宅を穏やか
に彩る照明が続き、気候や⽂化の違いによる照明の違いが⽰される。

59. 光の景観まちづくり / ⾯出薫, 光のまちづくり企画推進委員会 編
著. (学芸出版社, 2006.12.)【KA421-H206】
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平成 14（2002）年に発⾜した「⼤阪・光のまちづくり企画推進委員会」のメン
バーが分担執筆した「光のまちづくり」をテーマにした本。1、2 章では国内外の
都市のライトアップの事例が紹介され、3 章では⼤阪の魅⼒を⾼めるためのライ
トアップの具体的な取り組みが紹介される。照明に関⼼のある⽅だけでなく、ま
ちづくりに関⼼のある⽅も是⾮ご⼀読いただきたい。

60. 建築照明の作法 : 照明デザインを語る 10 の思想と 27 の作法 / ⾯
出薫 著. (TOTO 出版, 2015.3.)【KA171-L7】 
平成 11（1999）年に出版された『⾯出薫+LPA 建築照明の作法』の補完書き下
ろし。27 の作法は、「作法 14 光の時間割を⽰せ」「作法 26 ⼈の姿の⼊った絵
を描け」など、興味をそそる⾒出しが続く。どの作法も照明デザインに⻑年関わ
ってきた著者のこれまでの経験が⽣かされた内容である。 

61. 光時空 / ⽯井幹⼦ 著. (求⿓堂, 2009.10.)【ND269-J14】
国内外で多数の照明プロジェクトを⼿掛けてきた照明デザイナーである著者が、
平成 13（2001）年から平成 20（2008）年の間に携わった照明の事例をフルカ
ラー写真で紹介した写真集。東京タワー50 周年記念ライトアップや愛・地球博
の照明デザイン、⽇仏交流 150 周年記念プロジェクトの⼀環である「ラ・セーヌ
―⽇本の光のメッセージ」など、様々な事例が挙げられている。

62. 光未来 : ⽯井幹⼦光のデザイン / ⽯井幹⼦ 著. (六耀社,
2001.12.)【KA421-G272】 
展⽰資料 61 の著者が、平成 8(1996)年から平成 12（2000）年の間に携わった
照明プロジェクトを紹介した写真集。平成 9（1997）年に平成の⼤改修に関連し
た⼤阪城天守閣のライトアップや、復元された平城宮朱雀⾨（奈良市）の平成 10
（1998）年のライトアップなど、関⻄の⽂化財などの照明も⼿掛けている。 

63. 光の景観 : 照明の計画とデザイン / 東宮洋美 著. (オーム社,
2006.1.)【NA271-H25】 
照明デザイナーによる照明のデザインの基礎から設計までの参考書。光を⽤いた
空間、景観をデザインする上で必要な知識として、視覚の仕組み、照明光の性質、
照明器具の配光などが解説されている。 
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64. 光の景観. 2 (照明デザインプロジェクト) / 東宮洋美 著. (オーム
社, 2008.11.)【NA271-J12】 
展⽰資料 63 の著者が、より具体的な事例を基に照明デザインのポイントを解説
する。同じ空間で照明の⾊を変えたときの遠近感の違いや、ガラスの透明度の違
いによる光の当たり⽅の違いなど、3D レンダリングという 3 次元 CG を⽤いた
描画などを⽤いて解説する。 

65. 都市の夜間景観の演出 : 光とかげのハーモニー / 都市の夜間景観
研究会 編. (⼤成出版社, 1990.1.)【KA421-E88】 
都市の夜の景観を魅⼒的に演出するためのライトプランの⽴て⽅について説明
する。第 2 部では街路照明や建物のライトアップの実例を 38 件紹介し、特⾊を
写真付きで紹介する。当時の照明が、LED の普及も進む現在どうなっているのか、
⽐較をしてみたいところである。 

66. 世界で⼀番やさしい照明 : 110 のキーワードで学ぶ : 建築知識 /
安齋哲 著. (エクスナレッジ, 2009.11.)【KA171-J11】 
照明に関する基本的な⽤語の解説から、住居や飲⾷店などの照明まで、図を⽤い
て分かりやすくまとめている。照明のランニングコストや住居の部屋に合わせた
照明のポイントなど、⽣活に密接した情報が掲載されている。 

67. 空間デザインのための照明⼿法 / 照明学会 編. (オーム社,
2008.8.)【KA171-J7】 
住宅、美術館、橋といった様々な建物における照明デザインのプロセスや照明⼿
法を実例を挙げて紹介する。また、照明デザインに関する⽤語を掲載しており、
基本⽤語の写真付きの解説のほか、照明デザイナーが実際にプレゼンなどで利⽤
する⾔葉も紹介している。 

68. 光と⾊の環境デザイン / ⽇本建築学会 編. (オーム社, 2001.6.)
【ND269-G9】 
建築を設計する際に重要な採光、⼈⼯照明、カラーデザインについて解説してい
る。視覚に関係するという共通点から、照明だけではなくカラーデザインについ
ても理論やプロセスを解説しているため、デザインに関⼼のある⽅にもおすすめ。
カラー写真も豊富で読みやすい。
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69. 照明学会誌. 「特集 照明デザインのさらなる地平をめざして」
100(9):2016.9. (照明学会, 1980-)【Z16-302】 
住宅、オフィス、美術館、病院、街路、ランドスケープの六つの分野における照
明デザインの近年の動きや今後の展望について、座談会形式で届ける。美術館照
明における LED 照明の利⽤や病院照明において求められる照明など、各分野な
らではの話題が充実している。 

70. 照明学会誌. 「特集資料 国内外で評価された照明デザイン 2016」
101(1):2017.1. (照明学会, 1980-)【Z16-302】 
国内外の照明学会などが主催する平成 28（2016）年度の照明デザイン賞の受賞
作品を紹介する特集記事。公共複合施設である「みんなの森 ぎふメディアコス
モス」（岐⾩市）の特徴的なバルーンの照明（展⽰資料 69 の表紙画像にも使⽤）
や、常在寺（世⽥⾕区）の美しい五重塔のライトアップ照明など、⽬を引く照明
が次々と登場する。

71. 夜は暗くてはいけないか : 暗さの⽂化論 / 乾正雄 著. (朝⽇新聞
社, 1998.5.)【KA164-G6】 
「明るさ」ではなく「暗さ」に着⽬した珍しい 1 冊。⽇本とヨーロッパを対象に、
光と闇に関する歴史や⽂化の違い、建築における明暗設計の違いなどを⽐較しな
がら、「明るいことはよいことか」との疑問を投げかけ、現代⽣活に不均⼀照明
（明るさが均⼀でない照明）を導⼊することを提案している。 

72. Civil engineering consultant : 建設コンサルタンツ協会会誌.
「特集 あかり--守る・愛でる・育む」 (通号 243) 2009.4 / 会誌編
集専⾨委員会 編. (建設コンサルタンツ協会, 2001-)【Z16-40】 
各記事では⾶⾏場灯⽕や灯台のあかり、京都五⼭送り⽕の⼀つ⼤⽂字送り⽕や花
⽕のあかり、現代の街を照らすあかりなど、現代に⾄るまで私たちが守り、愛で、
育んできたものという視点から様々な「あかり」を取り上げる。 
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光と⽂化―娯楽・芸術を中⼼に

明かりや光は、単に⽇常⽣活を照らすだけでなく、娯楽や芸術な
どの中でも重要な役割を果たしてきました。 

スクリーンに影を映す影絵劇、光と影を描いた絵画、⾊鮮やかな
スライドを投影する幻灯、夜空に打ち上がる花⽕…。このトピッ
クでは、明かりや光を取り⼊れた多様な⽂化の⼀端をお⾒せしま
す。 

73. 芸術閑考 / 板垣鷹穂 著. (六⽂館, 昭和 7.)【622-152】

美術評論家・板垣鷹穂（いたがき たかお）による随筆「光と影の藝術」を収
録。レンブラント（資料 85,86 も参照）から建築、舞台照明、照明広告、
ショーウインドーのマネキン、写真、映画まで、様々な事物に対し考察を加え
た上で、「科學⽂明の⽀配下における視覚的藝術の總てが、或（ある）意味か
ら、何（いず）れも「光と影の藝術」に屬してゐることは、極めて興味深い現
象といへよう」と指摘している。 

74. たのしい影絵と⼈形劇 / 林貞⼦ 著. (ポプラ社, 昭和 30.)【児
777-H393t】 
光をいかした娯楽の⼀つに影絵がある。 
展⽰資料は昭和 30（1955）年に刊⾏された、影絵劇を⾏いたい⼈向けの⼊⾨書。
影絵⼈形や背景の作り⽅、舞台装置、照明、⼈形操作の仕⽅などを図解するほか、
上演までの⼿順や総合練習時のチェックポイントなども解説している。展⽰個所
は影絵劇の 1 シーンを紹介したページ。 
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75. ワヤン : インドネシアの⼈形芝居 / 東京国⽴博物館 編. (東京国
⽴博物館, 2010.9.)【Y111-J1892】 
資料 75 から 77 はいずれも、ユネスコの無形⽂化遺産に登録されているアジア
の影絵劇に関するものである。 
「ワヤン」とはインドネシア語で「影」を意味する⾔葉であり、インドネシアの
⼈形芝居を指す。展⽰資料は、東京国⽴博物館が所蔵する「ワヤン」の⼈形を紹
介している。特に、影絵芝居「ワヤン・クリ」で⽤いられる、⽔⽜の⽪などで作
った⾊鮮やかな⼈形が多数紹介されている。 

 
76. カンボジア伝統影絵劇「スバエク・トム」のメディアアート的展開に

関 す る 実 践 的 研 究  / 中 村 滋 延 , 九 州 ⼤ 学  [ 著 ].  【 Y151-
H17600017】 
科学研究費助成事業により⾏われた研究の成果報告書。カンボジアの伝統的な影
絵劇「スバエク・トム」について現地調査を⾏い、劇の映像や⾳響の⼀部をデジ
タル化して上演した事例などが報告されている。伝統芸能とデジタルアートの融
合を⽬指す、興味深い取組みと⾔える。 

 
77. 关中⽪影 / 梁志刚 著. (浙江⼈⺠出版社, 2007.12.)【KD611-

C13】 
中国の影絵劇「⽪影戯（ひえいぎ。中国語読み：ピーインシー）」のうち、関中（陝
⻄省（せんせいしょう）中部）地域で⾏われているものを紹介した中国語図書。
上演中の様⼦（p.138）や劇で使われる⼈形（p.173）のほか、劇で⽤いられる楽
器（p.88)、⼈形を作るための材料や道具（p.177）など、様々な図版が掲載され
ている。 

 
78. 「影絵」の⼗九世紀 / サントリー美術館 編. (サントリー美術館, 

1995.)【KC494-G1】 
光のあるところに⽣まれる「影」は、本来は単なる光学現象にすぎないが、江⼾
時代の半ばごろから、⼈々にとって⾝近で親しみやすいものとして意識されるよ
うになったと⾔われている。 
展⽰資料は、こうした「影」を切り⼝にした展⽰会の図録。幕末から明治にかけ
ての⽇本における「影」を描いた作品や、現存する江⼾時代の「幻燈（げんとう）
機」（スライド映写機）「写真鏡」（ピンホールカメラ）などが紹介されている。 
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79. 江⼾の影絵遊び : 光と影の⽂化史 / ⼭本慶⼀ 著. (草思社, 
1988.12.)【KC494-E2】 
⼿先や全⾝を使った影絵「⼿影絵」、紙を切って作る「切り抜き影絵」、灯すと天
井や障⼦にお化けの影が映るという「化け物蝋燭（ろうそく）」、⾛⾺灯とも呼ば
れる「回り燈籠（どうろう）」など、江⼾時代の影の遊びや芸能を概観する。 

 
80. 藤城清治影絵劇の世界 : シルエット・プレイその歴史と創造 / 藤城

清治 著. (東京書籍, 1986.11.)【KD611-E5】 
著名な影絵作家・藤城清治（ふじしろ せいじ）が、これまで調査した世界各地の
影絵劇や、⾃⾝が制作した影絵劇・影絵⼈形などを紹介した資料。40 年間影絵劇
に携わってきた藤城の思いがこもった充実の 1 冊である。 

 
81. 幻燈スライドの博物誌 : プロジェクション・メディアの考古学 / 早

稲⽥⼤学坪内博⼠記念演劇博物館 編 ; ⼟屋紳⼀, ⼤久保遼, 遠藤み
ゆき 編著. (⻘⼸社, 2015.3.)【KD871-L12】 
江⼾時代に⻄洋から渡来した「マジック・ランタン」（スライド映写機）は⽇本で
「写し絵」と呼ばれ、寄席の⾒世物となった。明治時代初期に再び渡来した際は
「幻燈」と呼ばれ、教育の場やニュースメディアなど多様な領域で⽤いられたほ
か、私的空間の娯楽⽤具ともなった。写し絵や幻灯の様々なスライドをカラー図
版で紹介しつつ、当時の⽂化を読み解く。 

 
82. 幻燈の世紀 : 映画前夜の視覚⽂化史 / 岩本憲児 著. (森話社, 

2002.2.)【KD871-H15】 
17 世紀から 20 世紀前半にかけて、⻄洋や⽇本で登場・流⾏した、幻灯、写し絵、
カメラ・オブスクーラ（ピンホールカメラや初期の写真機）などの光と影を映し
出す光学装置と、それを取り巻く⽂化を紹介している。「夜が本質的に暗⿊であっ
た時代」の視覚メディアについて解説した 1 冊。 

 
83. カラヴァッジョ展 = Caravaggio and his time: friends, rivals 

and enemies : ⽇伊国交樹⽴ 150 周年記念 / カラヴァッジョ 
[画] ; 川瀬佑介, ロッセッラ・ヴォドレ 責任編集 ; 川瀬佑介, 渡辺晋
輔, NHK, NHK プロモーション, 読売新聞社 編. (国⽴⻄洋美術館, 
2016.3.)【KC16-L1962】 
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劇的に明暗を対⽐させる絵画⼿法「テネブリズム」で知られるイタリアの画家カ
ラヴァッジョの作品と、カラヴァッジョの影響を受けた後継者たちの作品計 51
点を収録した展覧会図録。 
斜光（斜めから光が当たった状態）で撮影された写真にも似たカラヴァッジョの
光と影のコントラストの描き⽅は、ジョルジュ・ド・ラ・トゥール（資料 84 参
照）やレンブラント（資料 85 参照）にも影響を与えたと⾔われている。 

 
84. ジョルジュ・ド・ラ・トゥール展 : 光と闇の世界 / ジョルジュ・ド・

ラ・トゥール [画]. (読売新聞東京本社, 2005.)【KC16-H1685】 
17 世紀のフランスの画家ジョルジュ・ド・ラ・トゥールの作品を紹介した展覧会
図録。ランプやろうそくなどの光源によって照らされ、暗闇の中から浮かび上が
る⼈物を描いた絵画は、光と闇の対⽐が美しい。 

 
85. レンブラント = Rembrandt : 光の探求/闇の誘惑 / レンブラン

ト [画] ; 幸福輝, ⽇本テレビ放送網 編. (⽇本テレビ放送網, 
2011.)【KC16-J2214】 
「光と影の魔術師」とも称される画家、レンブラント・ファン・レインの作品の
うち、版画を中⼼に明暗表現を考察する上で重要な役割を果たした作品を収録し
た展覧会図録。展⽰資料は⾃画像版画を表紙デザインに⽤いた限定版である。 

 
86. レンブラントとフェルメール : オランダ絵画「光と影」の巨匠たち 

/ 岡部昌幸 著. (新⼈物往来社, 2011.3.)【KC327-J38】 
ほぼ同時代を⽣きたオランダ⼈画家、レンブラント・ファン・レイン（資料 85 も
参照）とヨハネス・フェルメール。光の描き⽅に特徴がある⼆⼈の巨匠の⽣涯や
絵画の技法について、作品紹介を交えて解説している。 

 
87. ⾼島野⼗郎 : 没後 30 年 / ⾼島野⼗郎 [画]. (朝⽇新聞社事業本

部⻄部企画事業チーム, 2006.8(第 3 刷).)【KC16-J1745】 
近年⼈々の注⽬を集めるようになった「孤⾼の画家」⾼島野⼗郎（たかしま やじ
ゅうろう）の作品約 100 点を収録している。「光を蒔（ま）く⼈」（pp.121-147）
では、ろうそくや⽉を描いた連作が紹介されている。⾼島は⽣前、友⼈や世話に
なった⼈にろうそくの絵を記念として配って歩いたといわれており、ろうそくは
彼にとって特別な意味を持つモチーフであったと想像できる。 
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88. モホイ=ナジ/イン・モーション = Moholy-Nagy in motion : 視
覚の実験室 / モホイ=ナジ [作] ; 井⼝壽乃 監修. (アールアンテ
ル, 2011.)【K16-J941】 
ハンガリー出⾝の芸術家・モホイ＝ナジ・ラースローの作品を紹介した展覧会図
録。絵画、写真、⽴体作品、舞台美術、フォトグラム（カメラを使⽤せずに、印
画紙上に直接物を置くなどして制作する写真）など、「光と運動による造形」とい
う創作理念のもとで制作された数々の作品が紹介されている。 

 
89. 世界のお祭り百科 : ビジュアル版 / スティーヴ・デイヴィ 著 ; 村

⽥綾⼦ 訳. (柊⾵舎, 2015.1.)【G189-L27】 
明かりや⽕は祝祭とも関係が深く、展⽰資料は約 500 の世界各地の祭りをカラ
ー図版と共に紹介している。特集「⽕と光」（pp.178-185）では世界の⽕祭りを
紹介している。たいまつを掲げるもの、⽕の⽟を投げつけ合うもの、⽕渡りの儀
式など、様々な形で⽕を⽤いる祭りが登場する。 

 
90. ⽇本の祭 / 芸術新潮編集部 著. (新潮社, 1990.9.)【GD33-

E189】 
⽇本の全国各地の祭りを紹介した本。お盆の灯籠流しや送り⽕を始め、⽕や明か
りを使う祝祭・神事は⽇本にも数多く存在する。⻘森ねぶた祭り、鞍⾺の⽕祭（京
都市）などが挙げられている。 

 
91. 花⽕うかれ : 全国花⽕⼤会と楽しみ⽅図鑑. (⽇本交通交社出版事

業局, 1994.7.)【PA611-E9】 
夏の夜空に打ち上げられる花⽕も、明かりや光を取り⼊れた⽂化の⼀つである。 
展⽰資料は、全国の花⽕⼤会の様⼦から、花⽕の種類、打ち上げ花⽕の仕組み、
花⽕の撮影⽅法、花⽕の歴史まで、花⽕に関する様々な情報を収める。知ること
で花⽕をより楽しめる情報が詰まった 1 冊。 

 
92. 花⽕の図鑑 / 泉⾕⽞作 写真・⽂. (ポプラ社, 2007.7.)【PA611-

H18】 
打ち上げ花⽕を中⼼に、花⽕の種類・名称や部分的な特徴を解説した図鑑。打ち
上げられた花⽕の写真が、『花⽕うかれ』（資料 91）よりも多数紹介されている。
ページいっぱいの花⽕のカラー写真が楽しい。 
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光と建築―⾃然光を取り⼊れる設計 

最後のトピックでは、これまでとは視点を変え、⼈⼯的な照明よ
り以前から、私たちの住居や建築に関わってきた⾃然光に⽬を向
けます。 

⾃然光を採り⼊れた当館の建築を特集するほか、国内外、様々な
光を活かした建築を紹介する写真集や、光を採り⼊れる開⼝部で
ある窓を論じた本、⾃然光を効果的に利⽤するための照明⼿法を
解説した本などをご紹介します。 
 
 
93. 国⽴国会図書館関⻄館の建築 / 陶器⼆三雄 著. (丸善出版事業部, 

2003.5.)【UL521-H3】 
⼩展⽰の会場でもある国⽴国会図書館関⻄館の設計のコンセプト、スケッチ、検
討模型、竣⼯後の館内各所の様⼦などを、多数の写真や図版を⽤いて紹介した本
である。関⻄館のデザインは、建設省（現国⼟交通省）主催の建築設計競技によ
って決定し、応募時の設計図も展⽰資料には掲載している。競技の講評で「光あ
ふれる透明感の⾼いデザイン」と評された建築物としての関⻄館の魅⼒を伝える
1 冊である。 

 
94. 国⽴国会図書館関⻄館「仮称」建築設計競技応募作品集. (公共建築

協会, 1997.3.)【UL521-G5】 
国⽴国会図書館関⻄館の建築設計競技の応募作品集。当時、このコンペティショ
ンには国内外から 500 点近い応募があった。応募条件、応募実施経過、講評など
も収録している。最優秀作品及び優秀作品については設計趣旨なども記載されて
おり、書庫や閲覧室にどのような採光・照明を⾏う想定か⾔及している作品もあ
る。 
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95. 建築技術. 「architectural design 国⽴国会図書館関⻄館--陶器⼆
三雄建築研究所」 (637) 2003.2. (建築技術, 1950-)【Z16-68】 

96. ⽇経アーキテクチュア. 「CLOSE UP 建築 国⽴国会図書館関⻄館
(京都府精華町) ガラスと雑⽊林で⾃然光を呼び込む」  (728) 
2002.9.30. (⽇経 BP 社, 1975-)【Z16-943】 
 

97. 新建築. 「国⽴国会図書館関⻄館 陶器⼆三雄建築研究所」 77(12) 
2002.11. (新建築社, [1925]-)【Z11-343】 
 
平成 14（2002）年 10 ⽉に開館した国⽴国会図書館関⻄館の建築は複数の雑誌
で取り上げられた。いずれも関⻄館の図書館サービスを⽀える建築の魅⼒を凝縮
して掲載している。 
『建築技術』では夜の関⻄館を正⾯から撮影した写真が表紙を飾った。 
『⽇経アーキテクチュア』では⽇中の関⻄館を上空から撮影した写真が表紙を飾
った。 
『新建築』では三つの雑誌の中では最も遠くから関⻄館を撮影した写真が冒頭
（pp.50,51）に登場した。 

 
98. ル・コルビュジエ光の遺産 : 世界遺産への歩み : 20 世紀モダニズ

ム建築の巨匠 / ル・コルビュジエ [作] ; 林美佐, 千代章⼀郎 監修. 
(アーキメディア, c2008.)【KA16-L199】 
平成 20（2008）年に開催された「ル・コルビュジエ 光の遺産」展の図録。世
界遺産に申請された作品の、特に「建築内部での光の効果」に焦点を当て、設計
図⾯や写真等を紹介している。ル・コルビュジエの建築の光の活かし⽅に注⽬し
たい。 

 
99. ガラスの家:ダルザス邸 : ピェール・シャロー / ⼆川幸夫 企画・撮

影 ; ベルナール・ボシェ, マルク・ヴェレ ⽂. (A.D.A.EDITA 
Tokyo, 1988.12.)【YQ11-695】 
1930 年頃ピエール・シャローによりパリに建てられた「ガラスの家」の写真及
び図⾯を収めた本。「ガラスの家」の最⼤の特徴は、奥⾏きがあり採光が難しいと
いう問題に対処するため採⽤されたファサード（建築物の正⾯）のガラスブロッ
クである。 
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100. ⾃然光を活かした建築 / ヘンリー・プラマー 著 ; ⼩⽵由加⾥ 訳. 
(ガイアブックス ; 産調出版 (発売), 2010.11.)【KA212-J12】 
壁に施された切込みから外光が⼗字型に差し込む「光の教会」（安藤忠雄設計）な
ど、⾃然光を効果的に取り⼊れて印象深い空間を作り出している世界各地の建築
物を、豊富なカラー写真で紹介している。光のアートと建築を学んだ著者による
解説も添えられている。 

 
101. 光の建築を読み解く / ⽇本建築学会 編. (彰国社, 2015.9.)

【KA211-L13】 
光や空間の特徴がある国内 14 件、国外 17 件の建築を写真付きで解説している。
教会、図書館、ホテル、さらにはパルテノン神殿（アテネ）や伏⾒稲荷⼤社（京
都市）の千本⿃居まで、取り上げる建築は国や年代を問わない。豊富な事例には
「光の⽬利き」になるヒントが散りばめられている。 

 
102. 光の空間 : Modern architecture. 第 1 巻 / ⼆川幸夫 企画・撮

影. (A.D.A.EDITA Tokyo, 1994.8.)【YQ11-1136】 
103. 光の空間 : Modern architecture. 第 2 巻 / ⼆川幸夫 企画・撮

影. (A.D.A.EDITA Tokyo, 1994.9.)【YQ11-1136】 
光を印象的に取り⼊れた建築を近代から現代に⾄るまでを紹介する 2 冊組の写
真集。ガウディ、フランク・ロイド・ライト、アルヴァ・アールトなど著名な海
外の建築家の⼿がけた建築のほか、安藤忠雄や妹島和世（せじま かずよ）の建
築も取り上げられている。両冊とも 60 件以上の建築を取り上げており充実した
内容となっている。 

 
104. 名作住宅から学ぶ窓廻りディテール図集 / 堀啓⼆, 共⽴⼥⼦⼤学

堀研究室 編著. (オーム社, 2016.4.)【KA212-L13】 
名作住宅の窓に着⽬し、カラーのイラスト付きで採光などに関する特徴や機能を
解説している。登場する名作住宅は「軽井沢の⼭荘」からフィラデルフィア（ア
メリカ）の「フィッシャー邸」、フィンランドの「マイレア邸」などバラエティに
富む。 

 
105. 窓から建築を考える / 五⼗嵐太郎, 東北⼤学五⼗嵐太郎研究室, 

市川紘司 編著. (彰国社, 2014.6.)【KA212-L8】 
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東北⼤学五⼗嵐太郎研究室の「窓学」の研究を基に執筆された本。窓の採光に関
することだけでなく、窓ガラスの近代⽇本での受容や古典⽂学や絵画に登場する
窓など奥深い窓の世界を論じている。第⼀章「思想としての窓」に注⽬してみる
と、著名な建築家が窓や採光についてどう考えていたかがうかがえて興味深い。 

 
106. 「マド」の思想 : 名住宅を原図で読む / 古⾕誠章 編著. (彰国社, 

2010.6.)【KA212-J14】 
名住宅と呼ばれる 22 件の建物について、写真と設計当時の図⾯などから特に"マ
ド"の特徴を解説した本。光は⾵や景⾊などとともに窓に関連する要素の⼀つで
ある。どのように光を採り込むか、反対に遮るかなど、他の要素と相まって光が
どのような空間を⽣み出しているか、各住宅の⼯夫が興味深い。 

 
107. 照 明 学 会 誌 . 「 特 集 資 料  昼 光 利 ⽤ と 照 明 エ ネ ル ギ ー 」 

100(4):2016.4. (照明学会, 1980-)【Z16-302】 
省エネルギーの観点からも期待される昼光を利⽤する照明の近年の技術につい
て、複数の論⽂が掲載されている。LED の普及、⾼性能化が進む中、昼光と LED
照明を組み合わせて省エネルギー化を⽬指す動きがみられる。 

 
108. 昼光照明デザインガイド : ⾃然光を楽しむ建築のために / ⽇本

建築学会 編. (技報堂出版, 2007.8.)【KA171-H11】 
照明の中でも昼光照明に焦点を当て、実例を基にした照明設計の解説や設計の基
礎知識をまとめた昼光照明設計のガイドブック。「省エネルギー」や「オフィスの
⽣産性」という観点からも注⽬される昼光照明について、現代の技術を踏まえて
解説する。 

 
109. すまいの明暗 / 滝沢健児 著. (中央公論社, 1982.4.)【KA224-

34】 
教会と寺の空間の⽐較や中世の茶⼈の茶室の⼟壁や障⼦を取り上げ、建物におけ
る明暗を論じている。第⼆部「明暗を⽣かす道―珠光、紹鷗、利休」では茶室と
いう独⽴した空間における明かりを利休がどのように考えたかという分析がな
されている。 

 
110. 和⾵建築の意匠. 10. (学芸出版社, 1991.10.)【KA237-E87】 
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茶室や座敷といった和⾵建築に光と影を⽣み出す下地窓や「明り障⼦」などに着
⽬した写真集。各写真にはキャプションがついており、形、機能、採光などのポ
イントが端的に⽰される。⾕崎潤⼀郎が『陰翳礼讃』（展⽰資料 17）で⾔及した
⽇本家屋の陰翳について、その雰囲気が分かる 1 冊。 

 
111. 美術⼿帖. 「特集 直島・地中美術館--安藤忠雄最新建築」 56(854) 

2004.9. (東京 : 美術出版社, 1948-)【Z11-44】 
平成 16（2004）年 7 ⽉に開館となった安藤忠雄設計の地中美術館（⾹川郡直島
町）の特集記事。⾃然光のみで鑑賞する「クロード・モネ室」、光のアートを体験
する「ジェームズ・タレル室」など、地中美術館の設計及び美術作品にどのよう
に光が関係しているのかを紹介する。 

 
 



国⽴国会図書館関⻄館 第22 回⼩展⽰
明かりをつくる、光をいかす
―照明から建築、アートまで―

展⽰資料解説

会期：2017 年8 ⽉17⽇(⽊) 〜9 ⽉19 ⽇(⽕) 
※休館⽇（⽇曜・祝⽇）を除く

会場：国⽴国会図書館関⻄館 閲覧室（地下１階）

発⾏ 国⽴国会図書館
編集 国⽴国会図書館関⻄館展⽰⼩委員会

画像出典（表紙）
左上：『家庭と電気』⿃潟右⼀ 著. (⼯業教育会, ⼤正11.)
右上：『京都・⼤阪・神⼾明りの名所』照明学会照明智識普及委員会 編纂.

(照明学会照明智識普及委員会関⻄委員会, 昭和8.)
左下/右下：『⾻董集. 上編. 中』醒醒⽼⼈ 著. (寛裕舎)
※画像の実際の⾊はモノクロです.
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