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発

表

Ｎｏ

業種・施設

区分

受 賞 施 設

発 表 者

所在地

（地区）

発表

時間

開 会 式

15:45
～

1 病院

熊本大学医学部附属病院 外来診療棟

株式会社日本設計 医療施設設計部

シニアアーキテクト 高橋 正泰 様

熊本県

（九州沖縄）

15:50
～

2 病院

愛知医科大学新病院（中央棟）

株式会社山下設計 中部支社

設計監理部 副部長 菊地 尚 様

愛知県

（東海）

16:02
～

3 ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ

北國銀行 本店ビル

株式会社三菱地所設計

石川県16:14

3月月月月9日（水）日（水）日（水）日（水）

照明学会では、毎年優秀な照明施設を、視環境、照明技法、照明効果などの観点から
総合的に審査し、「照明普及賞」として表彰しています。
今回、平成２６年に竣⼯した施設として照明普及賞を受賞された全国７９件の中から
注目の８件の事例について、2日間に分けて設計者や施主ご自身に、特徴や⼯夫した
点、採用した最新技術などを照明施設に込めた思いとともにご紹介いただきます。

場所：西１ホール場所：西１ホール場所：西１ホール場所：西１ホール セミナーステージセミナーステージセミナーステージセミナーステージ

3 ｵﾌｨｽﾋﾞﾙ 株式会社三菱地所設計

設備監理室 和井田 秀明 様

石川県

（北陸）

16:14
～

4 道路

大手町川端緑道

岩井達弥光景デザイン

代表 岩井 達弥 様

東京都

（東京）

16:26
～

閉 会 式

16:38
～

発

表

Ｎｏ

業種・施設

区分

受 賞 施 設

発 表 者

所在地

（地区）

発表

時間

開 会 式

15:45
～

1
ホテル

ＫＩ ＮＩＳＥＫＯ

有限会社イリス

代表取締役 中屋 恵美 様

北海道

（北海道）

15:50
～

2 市民会館

弘前市民会館

株式会社前川建築設計事務所

取締役 濱 興治 様

青森県

（東北）

16:02
～

3 結婚式場

チャペル ラ・ヴィータ

宮地電気株式会社 市場開発室

インテリアデザイン担当室 執行役員 担当室長 山本 行洋 様

高知県

（四国）

16:14
～

4 博物館

京都国立博物館 平成知新館

岩井達弥光景デザイン

代表 岩井 達弥 様

京都府

（関西）

16:26
～

閉 会 式

16:38
～

3月月月月10日（木）日（木）日（木）日（木） 場所：西１ホール場所：西１ホール場所：西１ホール場所：西１ホール セミナーステージセミナーステージセミナーステージセミナーステージ



熊本大学医学部附属病院 外来診療棟

１１１１ ホール空間とルーバーが創る

「癒し」の光環境

99巻照明学会誌12月号掲載

２２２２

愛知医科大学新病院（中央棟）

調光・調色とサーカディアン

システムで心地よさと省エネを両立

100巻照明学会誌2月号掲載



３３３３

北國銀行 本店ビル

金沢の歴史や風土を継承した

“まちの広間”を目指した銀行本店の照明

100巻照明学会誌2月号掲載

４４４４

大手町川端緑道 光によって風景が浮かび上がる遊歩道

100巻照明学会誌2月号掲載



５５５５

ＫＩ ＮＩＳＥＫＯ

木の温もりが心地いい和モダンの建築に調

和し、くつろぎの照明デザインと省エネ、省コ

ストを両立したホテル&コンドミニアム

99巻照明学会誌12月号掲載

６６６６

弘前市民会館

前川の設計思想継承でＬＥＤ化、

鮮やかな色彩・陰影の若返った市民会館

99巻照明学会誌12月号掲載



７７７７

チャペル ラ・ヴィータ

最新のＬＥＤ照明・デジタル調光制御による

チャペルの省エネ+照明デザイン

99巻照明学会誌12月号掲載

８８８８
京都国立博物館 平成知新館 光によって作品が主役となる博物館

100巻照明学会誌1月号当該施設記事掲載



『あたらしい照明 １５５号』のご案内

◇平成◇平成◇平成◇平成２７年２７年２７年２７年竣工分竣工分竣工分竣工分

「照明普及賞受賞施設」を掲載「照明普及賞受賞施設」を掲載「照明普及賞受賞施設」を掲載「照明普及賞受賞施設」を掲載

◇平成◇平成◇平成◇平成２８年６月２８年６月２８年６月２８年６月 発刊予定発刊予定発刊予定発刊予定

◇お問い合せ先◇お問い合せ先◇お問い合せ先◇お問い合せ先

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人 照明学会照明学会照明学会照明学会

照明普及分科会照明普及分科会照明普及分科会照明普及分科会

TEL：03-5294-0101

FAX：03-5294-0102

（参考）『あたらしい照明 １５４号』

◇開催日◇開催日◇開催日◇開催日：平成：平成：平成：平成28年年年年8月月月月31日（水）、日（水）、日（水）、日（水）、9月月月月1日（木）日（木）日（木）日（木）2日間日間日間日間

◇会◇会◇会◇会 場場場場：日本大学理工学部：日本大学理工学部：日本大学理工学部：日本大学理工学部 駿河台キャンパス駿河台キャンパス駿河台キャンパス駿河台キャンパス

◇交通アクセス◇交通アクセス◇交通アクセス◇交通アクセス：：：：JR中央・総武線中央・総武線中央・総武線中央・総武線 御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅、御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅、御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅、御茶ノ水駅、東京メトロ千代田線新御茶ノ水駅、

東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、都営地下鉄新宿線小川町駅下車徒歩東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、都営地下鉄新宿線小川町駅下車徒歩東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、都営地下鉄新宿線小川町駅下車徒歩東京メトロ丸ノ内線御茶ノ水駅、都営地下鉄新宿線小川町駅下車徒歩5分～分～分～分～10分分分分

アクセスの詳細は下記アクセスの詳細は下記アクセスの詳細は下記アクセスの詳細は下記「日本大学のホームページ」「日本大学のホームページ」「日本大学のホームページ」「日本大学のホームページ」をご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。をご参照ください。

http://www.cst.nihon-u.ac.jp/information/surugadai.html

平成２８年度 照明学会全国大会のご案内



照明学会のご案内

The Illuminating Engineering Institute of Japan

照明照明照明照明学会学会学会学会とはとはとはとは…………

照明学会は１９１６年（大正５年）に創立され、我が国における照明技術の発展や照明知識の普及に大きく貢献してま

いりました。現在、照明学会は、照明、視覚、光放射、オプトエレクトロニクス、建築と視環境、光とバイオニクスなど、光

に関するハード・ソフト・デザインの幅広い分野で研究・調査・情報交換・研究助成を行っています。

研究・調査活動

分科会、研究調査委員会、特別研究委員会などによって、

照明に関する広い分野の研究・調査を行っています。

全国大会などの開催

全国大会は年一回開催し、会員の論文発表、シンポジウム、

講演、表彰、情報交換などを行っています。各支部におい

ては、支部大会の他、講演会、見学会なども頻繁に開催し

ております。また、各分科会・委員会主催でも公開研究会を

盛んに行い、会員に研究成果を発表する場を提供し、新し

定期刊行物の編集・発行

年１３冊、会員向けの「照明学会誌」を発行しています。研

究論文、技術資料、解説、図書紹介、照明のデーターシー

ト、お知らせを掲載しています。また国内外から投稿された

論文を掲載する英文誌も年１回発行しております。

他学会との連携

国内外の学協会と協力・協定を結び、会議の開催、 学術

の交流を行っております。また、関連学会の会員は、相互

入会金の免除を行っております。

事業活動事業活動事業活動事業活動

照明学会は今年創立１００周年を迎えます！

一般社団法人一般社団法人一般社団法人一般社団法人 照明学会照明学会照明学会照明学会

本部：〒101-0048 東京都千代田区神田司町２丁目８－４吹田屋ビル３階 Tel 03-5294-0101  Fax 03-5294-0102

北海道支部・東北支部・東京支部・北陸支部・東海支部・関西支部・中国支部・四国支部・九州支部

http://www.ieij.or.jp

盛んに行い、会員に研究成果を発表する場を提供し、新し

い知識の普及に努めております。

研究助成

照明およびその関連分野に携わり、学術の発展や技術の

向上に寄与している大学や高専の方々を対象に研究活動

を支援し、研究者の育成をはかるため、毎年研究助成を

行っています。

規格・基準の策定

照明に関する規格・基準の調査およびＪＩＳ規格の制定や改

正の原案作成、学会技術基準、技術指針の策定を行って

います。

表彰

毎年、照明の学術および技術の進歩発展や普及に貢献さ

れた方々に各賞を贈呈しています。

照明学会賞 ・日本照明賞 ・照明デザイン賞 ・論文賞 ・

研究奨励賞 ・照明技術開発賞 ・照明普及賞

入会金の免除を行っております。

海外海外海外海外

北米照明学会、米国電気電子学会、韓国 照明・電

気設備学会、中国照明学会、豪州・ニュージーランド

照明学会

国内国内国内国内

電気学会、映像情報メディア学会、電子情報通信学

会、情報処理学会

国際活動

海外の学協会と照明に関する学術交流を行うため、 ＬＳ、

ルクスパシフィカ、日中韓照明カンファレンスなどの開催に

協力しています。

通信教育

照明関係の仕事に携わっている方、一般の方々を対象に

通信講座を開設しています。３６年続く照明教育のパイオニ

アです。



照明学会初代会長 工学博士 山川義太郎

今日は私の後に長岡博士の御講演がありますから私は簡單に御話したいと思ふ。

第一に御挨拶を申しますが照明學會の創立の際に私の先輩たる淺野座長が私を會長として御指定下さつた故御辭退するも却て如

何かと思ふて謹んで御受しました。皆さんの御援助を得て本會の目的を達したいと思ひます故どうぞ宜しく御指導あらんことを御願しま

す。本會は二年程前から目論んでおったのであるが段々遅れて漸やく昨年の暮に創立さるヽに至ったのである。で現在會員は賛助會

員七十五名正會員四百四十三名だけしかありませんので只今御目にかけました豫算表に記してあります數とは餘程の差がある故どう

か御心當りの方には入會を御勸誘下さるやう諸君の御盡力を御願しておきます。その上創立後まだ間もない事とて會員と申しましても

主に電氣物理建築方面の方々ばかりであるから今後は瓦斯に關係の方は勿論心理學者眼科医等照明學に深い關係を持つてをる

人々にも是非入會してもらひたいと希望してをる。

本會の創立早々評議員廣部徳三郎君の歿くなられた事は甚遺憾の事である。博士は本會の創立に際し主唱者の一人として盡力さ

れ創立後も評議員の重任にをり益本會の爲に働いていたヾこうと思つて居りましたのにこの突然の御逝去は國家としては勿論本會の爲

にもかへすがへすも残念の事である。

これより私は外國の照明學會が如何に活動して居るかといふ事を御参考に申し上げたいと思ふ。亜米利加の照明學會は千九百六年

に創立され今年で丁度十一年になる。英國のはそれより數年後れて創立された。亜米利加の照明學會の會長なるボンド氏の三年前の

演説に「日本でも近頃照明學會を起すさうだが誠に喜ばしいことである」と云つて居るがそれは丁度大正三年の夏頃我々が集つて本會

の創立について談合してをつた頃の事である。それから大變遅れて漸やく昨年の夏頃から再びその創立に着手し十一月の末に至つて

始めて出来上つた次第である。それ故米國に比較すると丁度十年程遅れた事になる。

その米國の照明學會では普通の「イルミネーシヨン」や「ランプ」の研究がどの位まで進んで居るかと云ふことは今更私が申上るまでも

なく皆さんがよく御存じの事と思ふ故に私は少し縁の遠い事でどんな事を照明學會がして居るかといふ事を御参考までに申上たいと思

ふ。

先づ工場の照明に就いて申してみるならば職工の負傷は照明設備の完全不完全に大變關係がある例へば一方が明るく一方が暗い

室か階段の下り口の照明の不適當な處なぞではどうしても怪我が多い。それ故にさう云ふ怪我を少くする爲には工場を如何に照明す

べきかと云ふ事が研究されてをる。

此の工場の照明如何は一寸我々の思ひ及ばぬ保險會社にまで影響を及ぼしてくる。即工揚の照明の良否は保險料の率に影響を及

ぼす理由である。

鐵道の信號について云ふならば現在信號に使用してある赤や青の色は照明學上果して適當であるかどうかは問題である。例へば世

間には色盲の人たちも無きにしもあらずであるからかう云ふ人にはどう云ふ色がよいかと云ふ事を研究して居る。

叉種々の製造所にて眼を防ぐ爲に眼鏡を用ゆるが其「ガラス」にはどういふものがよいかと云ふ事なども調べて居る。

さて次に話したいのは電燈の光と太陽の光線との事である。電燈の光と日光の光とは其性質が幾分か違ふので日光に慣れて居る

我々は夜間に色を見分ける場合なぞに大變な不便を感ずる。そこで近頃この「デイライト」に近い光を出す電球を造る事がしきりに研究

されてをる。こうして電球が完成したなら呉服屋、染物工場、繪書展覧會なぞでは大變な利益をうけるわけである。

又近頃亜米利加の照明學會で「グレイア」の事をしきりに研究して居つて其の報告が非常に澤山ある。尚外國では照明學の一部とし

て眼を比較的疲勞せしめずに物を見せしむる事を研究して居る。此事は何人にも必要であるが學校の小供の眼を保護する上に非常に

１００年前 照明学会創立時の会長演説 照明会誌 Vol.1 (1917) より

照明学会では、過去の学会誌をＪ－Ｓｔａｇｅ上で公開しております。是非ご覧下さい。

ＵＲＬ：https://www.jstage.jst.go.jp/browse/jieij/-char/ja/

必要なことである.それならばどうしたなら此の目的が達せられるかと云ふに現に米國の照明學會では其會誌の紙に光澤のあるのは大

變に眼を疲らすものであるから近頃日本の雑誌のやうな可成光澤のない紙を使うことにして居る。又英國では學校の小さい子供には活

字を大くして行と行との間の大きくあけてある書物を讀ませ生徒の大きくなるに從て其の割合を段々少なくするやうにせよと主張するもの

もある。又自動車の「ヘツドランプ」なぞも頻りに研究され其の改良も企てられて居る。以上は眼の保護といふ事について二三の例であ

る。

次に米國の照明學會では特別の講演會を時々開く事になつて居る。千九百十年には「ボルチモア」で「イルミネーシヨン」に關する講

演を開いて、その講演を集めたものが立派な書物になつて今大變に珍重されて居る。尚又昨年の秋その第二回を開いた。その講演集

はどんなものかまだその内容を見ないが定めし有益なものだらうと思ふ。

次に工場の點燈法についても各國で非常な注意を以て研究して居る現に米國の照明學會では其規則を作り澤山の箇條を設けてそ

れに一々説明がつけてある。

それから又學術の進歩に關する報告例へばある問題に就てそれがどの位進歩したかと云ふ報告をやつて居る學會がある。例へば照

明と云ふことが最近どの位まで進歩したかを調査する委員があつて世界中の雑誌を調べて報告して居る。其報告を讀むと一箇年にど

の位進歩したかヾ分る。これは大變有益なことであるから我々も斯ういふ報告を作つて見たい。

又米國では照明の智識が缺乏してゐるので此の智識を普通させたいとの目的の下にLight,Its Use and Misuseなる書物を發行してを

る。此の本は光りの利用について委しく書いてあるからそれを一般の人に知らせたいと思ふ。

以上は米國の學會が如何に働いて居るかの一端を述べてみたのであるが我々の會は漸やく昨年の暮に生れたばかりで此れから大

に働かねばならぬのです。

翻て日本では今迄どんな事をやつて來たかと云ふにまだ誠に幼稚なものである。電燈の如きも最近長足の進歩をなしたとは云へ單に

燈數の増加したのみでその燈光を適當に使用することには餘り注意を拂はぬやうである。街燈や門燈についても亦無頓着なものが多

いそこで新に生れた我が學會は如何なる研究をなすべきであるかと云ふに今迄こうした研究に多くの注意をせなかつた我國にあつて

はなすべき仕事は澤山あるけれども一度にさう手を擴げるわけにも行かぬから先刻報告のありました通り先づ(一)電燈其他に使用する

器具を調査して其の標準を定めること(二)日本座敷の照明のこと(三)街路照明のこと(四)電球格定のことを緊急問題として着手したいと

希望して居る。

この電球の格定のとは大分各國で問題となつてをる。諸君も御存じの如く電球の燭力は水平の燭力を標準として居るが併しこの方法

は學術上適當のものではない。元來電球では水平の方向が最明るく上下の部分はこれに比して暗い。そこで此れ等上下四方に出る光

の強さの平均をとつて此れをその電球の燭力とすれば學術上適當であらうが今迄水平の方向を標準として燭力をはかつてをつた電燈

會社にとつては此の方法によるとこれ迄十六燭光あつた電球が十二三位の燭光になるので電燈會社は大變困ることゝなる。此所に一

例を擧げるならば英國で「メトリツク」式を用ゐるやうにしたとするとこれまで一「ヤード」何志で賣つて來た品物が長さの單位が長くなつ

た爲に一「メートル」の方が金高多くなり世間では物價が上つたやうに考へるから困る是が改正の難い一理由であると云ふて居る者もあ

る。こういふ事もこれから研究してゆかねばならぬ。

斯う云ふ譯である故生れたばかりの我々のこの學會の責任は非常に重い事を感じます。どうか皆さんと奮闘努力してこの責任を果した

いと思ふ。我國にも色々の學會があるが單に會員の多數ばかりでなく其數は少なくとも會員の一人々々が各自其目的に向つて進んで

ゆくならば其學會は實に立派なものである。本會も諸君の努力によつて將來世間から重きをおかれるやうにならなくてはならぬ。これを

以てこの演説の終りといたします。


