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　英国北部の町ダラムは、2つの堂々
たる歴史的建造物によって守られてい
る。ダラム城と大聖堂である。それら
のユネスコ世界文化遺産指定25周年
を記念して、照明設計を一新する計画
が立てられた。目的は、ノルマン様式
建築の美しさを高めること、それらの

建築的特徴を際立たせること、城と大
聖堂を遠距離から眺めた際にも確認で
きる様なかすかな区別をつけること、
地域の自然を保護しながら、特別行事
の際には照明を変化させること、そし
てエネルギーコストを大幅に削減する
ことだ。

歴史
　1073年、ウィリアム1世がウィア川
沿いの半島への移民を防ぐために、城
の建設を委任した。そこはダラムの聖
職者たちの住居となり、建物は時世の
ニーズに合わせて、増設されたり形を
変えられたりしてきた。森林の向こう

キャロライン・ヘイズ

英国のユネスコ世界文化遺産における、照明設計の刷新を検証する。この場
所では、建物の外観をより魅力的に見せるため現代的な管理とSSLが用い
られているが、その一方で、計画の仕様書作成者たちは、照明の持つ潜在的
な光害問題と同様に、遺跡の建築的保全に対し相変わらず敏感なままである。

照明設計の刷新が
ノルマン様式の建築遺産を照らす

LED照明に照らされたダラム城への玄関口
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に建つのが大聖堂で、これは1093年
に建てられ、英国のノルマン様式建築
の最高作として知られている。同時代
のノルマンの職人技術のほとんどを保
持しているとみなされた唯一の大聖堂
で、英国におけるもっとも重要な建築
例の1つである。
　この世界遺産建築は、1960年代から
地平面に設置されてきた、大きな外装
のハイパワープロジェクター HIDフラッ
ドライトによって照らされていたが、
製品寿命が終わりにさしかかり、時代
遅れでもあると考えられた。照明はむ
き出しで、建築の特徴を目立たせると
いうよりも、建物のいたるところに、

平らな光の波を投げかけていた。さら
に、使用されたランプとコントロール
ギアは、エネルギー効率の悪いものだ
った。
　新たな設計には、城と大聖堂の現代
的な役割を反映することが求められ
た。その役割とは、夜間参観を推奨し、
特別行事の際、趣のある領域を際立た
せたり、美しさを加えるための照明配
列を行事ごとにカスタマイズすること
である。その他の要求は、城内の学生
寮区域と地域に生息するアブラコウモ
リとタイリクノレンコウモリへの光漏
れを減らすことと共に、エネルギーを
33％削減させることだった。

新SSLシステムがダラム城の歴史的な石造りを際立たせる。
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ランドマークの照明
　イギリスのステイトン・ライティング・
デザイン・サービス社（Stainton Light
ing Design Services：SLDS）とアービ
ス・シュレッダー社（Urbis Schréder）が
設計を、AKライティング・アンド・サ
イン社（AK Lighting and Signs）が設
置を担当した。SLDSのディレクター
であるアンソニー・スミス氏によると、
その計画は、辺りが暗い時間帯の視覚
体験を変えることと、ランドマークの
照明設計を提供することを目的として
いて、それらは地域の夜間経済を刺激
する類のものだった。
　低地にある町から城と大聖堂を眺め
る参観者の間では、ある種の混乱もあ

った。ある地点から眺めると、大聖堂
の塔が城からそびえているように見え
るのである。照明設計を用いて2つの
建物の見分けをつける方法が、計画に
加えられた。
　「最優先の目的は、城と大聖堂の色
温度に、微かだが肉眼で分かるような
コントラストを保持することだった」
とスミス氏は言う。そうすることで、
世界遺産としての一貫性の保持が認め
られ得るようになり、一方で、個々の
建物はそれらしさを保つことが出来る
のである。昼と夜とで異なった視覚体
験を提供することはもう1つの優先事
項であり、そのために、照明自体が見
えにくい場所に控えめに置かれること

が必要だった。フラッドライトは、従
来に比べ建物により近い1〜3メート
ルの場所に設置された。近接した位置
は、新システムが建物の窓への光漏れ
を減少させるので、追加の窓枠の必要
性も取り除いた。これはとりわけ、城
の要塞と学生寮として使用されている
大聖堂の一部に有益である。
　カスタマイズされたアービス・シュレ
ッダー社のNeos 1、Neos 2、Noctis 225 
LEDフラッドライトの近接性と、注文生
産のPhilips eW Reachフラッドライト
は、ライトの存在を見せることなしに、
2つの建物の構造と壮大な煉瓦づくり
を際立たせることに役立っている。ア
ービス・シュレッダー社の北部イングラ

城下のダラム市街から眺めたダラム城と大聖堂のノルマン様式建築



17LEDs Magazine Japan  2014.6

ンド地域販促マネージャーのポール・ジ
ョンソン氏は、照明を目立たなくする
過程で、計画が行き着いた苦労を説明
している。この過程は、照明設置場所
の石造りに調和するよう選ばれた色で
覆われたNeosを用いて行われた。同
様に、Noctisフラッドライトは、地面に
じかに置かれたので、視界の邪魔にな
ることなく特定の場所を照らすことが
できた。さらにジョンソン氏によると、
城の中庭は人が頻繁に行き来する地帯
であり、ここでも再び、目立たない照
明が、人々の自由な歩行のために必須
だった。ハイパワークリー XPEとXRE 
LEDが、Carcloの7つの光学タイプと共
に、フラッドライトに用いられた。

　各ライトは、設置予定場所に合わせ
て作られた。「すべてのNeosライトは、
ある程度注文生産によるが、これほど
までに誂えられたものはない。95％が
標準規格外なのだ」。各照明に使われ
た64個のLEDの個々のライトの組み
合わせに触れ、ジョンソン氏は明らか
にした。
　SLDS社は、幅広・中くらい・幅狭と、
水平・垂直の光束との組み合わせを指
定した。それらは、低い水平位置のた
めの角度90度のものや、特定の場所
のための長い垂直のラインも含んでい
た。各フラッドライトに、特定の位置
が特定のレンズの組み合わせとともに
指示された。

　オプションと形状にも関わらず、色
温度の相違は100K以内だった。特注
生産は実用的でもあったのだ。スミス
氏は、各照明器具の仕様は特注だが、
LEDのセレクトにより、全く同様の性
質を持つものとの置換が可能になった
と指摘している。
　照明によりさらに際立たせられた細
部を見て、城に長く勤めている職員は、
こうした面白い石造りの特徴にこれま
で気が付かなかったと話した。
　建物の遠景からの眺望に関するデザ
インコンセプトの一部は、城と大聖堂
の色温度に微妙だが認識できる位のコ
ントラストをつけることだった。二つ
の色温度が各建物のために選ばれ、城

建物全体からのより少ない光漏れは、学期中に城の内部で寝泊まりする学生たちに有益である。
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に3000Kと3500K、大聖堂に3500K
と4000Kだった。「各建物の色温度の
相違は、アーチ一帯にコントラストと
深みをもたらした」とスミス氏は語り、

「しかし、主な色温度は城が3000K、大
聖堂が4000Kなので、1000Kの色の
違いは遠方からの眺望でも明らかだ」
と続けた。

石造建築の保存
　一部が神聖な地に建っているという
建物の歴史的本質は、照明の設置に細
心の注意が必要であることを意味して
いた。スミス氏によると、計画の制約
は、既存のケーブルネットワークが可
能なところにはどこにでも再利用され、
縮小されたケーブルを再設置した場所

では、固定穴は再利用されなければな
らなかったことだった。46の照明が取
り除かれ、250以上が設置されたにも
関わらず、どちらの建物にもひとつも
新たな穴を開けることは出来なかっ
た。このことは、ケーブルの電源と制
御に既存のケーブル回路を使わなけれ
ばならなかったことを意味している。
照明が既存の位置に設置されている箇
所は2つしかない。Lead PClipsの使

用は条件として指定され、このプロジェ
クトのためにAKライティングアンドサ
イン社により製造された。
　考古学遺産であることはまた、損失
の大きい遅延を招きかねない埋蔵品の
発見のリスクがあることも意味してい
た。これが、既存のケーブル回線や以
前に乱されていない地面だけを使うも
う一つの理由だった。設備は、地下300 
mmに埋められることに限定された。
そうして地下工事は、何らかの考古学
的発掘の影響を最小にするため、設置
工事の初期に着手された。何らかの品
物が発見された時に備え、考古学的な
チェックは絶え間なく行われた。こう
した配慮が証明され、1km以上の長さ
の新たな地下ケーブルが設置された。

近接しているが控えめなLEDフラッドライト
が、ダラム城で後期ビクトリア朝のゴシック様
式に影響を与えたノルマン様式建築を照らす。
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その大部分は大聖堂の中世墓地内であ
り、計画の遅延は一切なかった。
　2つの建物の屋根につけられたケー
ブル布線と照明器具は、その特別な試
みを象徴していた。丈夫な基盤は、照
明器具を取り付けるために必要とされ
ただけでなく、ターミネーション制御回
路と電力回路を提供しなければならな
かった。その基盤はまた、修理のため
に移動させることが可能で、固定され
てはならなかった。風で動いたり倒れ
たりしないだけの重さもなければなら
なかったが、手動で屋根上に持ってい
けるだけの軽さも必要だった。という
のも、クレーンなどはこの場合、実用
的ではなかったからだ。この問題は、
コンポーネントパーツを屋根上に持っ
ていき、そこで屋根に取り付ける照明
器具を組み立てることで解決した。結
果、重さ20kg以上のパーツはなく、8
つの設置のための配列法がとられた。
そのデザインは、中庭の4つの角灯に
用いられ、高さ1.4mで自立構造のブ
ラケットから0.5mの距離にあることが
求められた。

野生生物
　この計画のもう一つの核心は、周辺
地域の野生動物の保護だった。コウモ
リに関する調査が行われ、3つの現存
するコウモリの寝床が認められた。ほ
とんどがアブラコウモリだったが、な
かにはタイリクレノンコウモリもおり、
これらは比較的希少種で、木々と草木
のなかで餌を探す性質を持ち、どちら
の種も、古い建物の割れ目を寝床とす
る特徴があった。
　野生動物を尊重して、寝床を照射せ
ず、餌場や通り道は直接には光が当た
らないようにされた。これらの場所で
は、照明が日没90分後に点き、日の出
90分前に消えるよう、タイマーと動感

センサーが使用された。
　LED照明は、紫外あるいは青色ラ
イトの放射が低いか存在しない、高出
力のビン（BIN）を用いた。それは、照
明設計の環境への影響を軽減するため
だ。木々と被覆植物は照射されず、そ
れらを照らしていた既存の照明は取り
除かれた。この方法は、照明が必要だ
った場所で実行され、少ない光漏れを
特色としていた。照明をあてた建物へ
の近接支線の段取りは、不必要な光漏
れを防いだ。適切な方法で、照明器具
に放熱孔と遮光器具が、光漏れを軽減
するために取り付けられた。
　生態学者の検分で、これらの設計・
設置は、環境を十分に配慮していると
賞賛された。

照明のコントロール
　当初の計画の主要な目的のひとつ
は、特別行事のために、照明を変更出
来るよう、コントロールシステムを設
計することだった。そこでは、新しい
ケーブル回線が必要な配線よりも、部
分的にワイヤレスのDMXシステムが
採用されることになった。これはLED
技術で最も広く使われるプロトコルで、
制御と柔較性を有している、とスミス
氏は語る。また、このシステムは、初
の部分的なワイヤレスDMXインプリメ
ンテーションであるという。
　照明器具はメインのDMXコントロー
ルにワイヤレスで接続するゾーンに分
類された。各ゾーンは、DMX受信機
を保持し、DMXネットワークを形成す
るために、照明間に既存のケーブル連
動を使用した。ワイヤレスシステム構
築時には、問題も生じた。建物自体が、
送信機と受信機間の理想的な連動に貢
献するとは限らなかったのである。中
には厚さ2mの壁もあったのだ。ジョ
ンソン氏によると、ラジオ信号は、中

継器とアンテナを通して建物を超えて
送られた。ラジオ調査で、ワイヤレス
システムのための2つの送信機と5つ
の受信機に最適の場所が実証された。
DMXへのリモートアクセスは、英ファ
ロス社（Pharos）のLPC 1ライトコント
ローラー経由である。それは512チャ
ンネルを保持し、再生セクション・照
明配列のための光のレベル・自動操作
へのリアルタイムコントロールが可能だ
った。これは、ドライブとコントロー
ルギアのための囲いを建てた、アービ
ス社でも適応された。
　結果、特別行事には、特定の照明配
列を使用することが出来るようになった。
大聖堂の事務所のひとつと、城の用務
員室にあるコントロール “本部” には、セ
ットされた5〜6種のプログラムがある。
しかし、ジョンソン氏によると、それら
は「由々しいスライドショー用であり、
それ以外の照明配列は、配色や特定箇
所を際立たせるために、PC経由でプロ
グラムすることが可能である」という。
　プロジェクトを称賛する主な理由の
ひとつは、そのエネルギー削減実績が、
Auroralia 2013で「Best Initiatives in 
Urban and Sustainable Lighting」部
門で3位となったことだ。既存の照明
設計よりも多くの器具が使用されたに
もかかわらず、目標とされていた33％
のエネルギー削減率を超え、年次エネ
ルギー消費率は78％削減されたのだ。
スミス氏によると、たとえ新しい設計
が、既存のスイッチプロトコルを使用
したとしても、60％の削減が達成可能
だった。また、最終的に設置された照
明は、現在のエネルギーコストに換算
して、年間およそ1万8500ポンド（約
319万円）の節約になるという。
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