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外に常設可能なプロジェクタースポ
ットによって投影する演出です。投
影は「橋の歩道面」と「飯能河原」
の2箇所で行うことができます。プ
ロジェクタースポットは動画を映し
出すことはできませんが、静止画（画
像、ロゴ、パターン）を映し出すこと
が可能です。四季折々のイメージ、
年間を通じて開催される各種イベン
トやキャンペーンに連動させたイメ

心象風景」としました。
現代的な演出重視の賑やかな光
ではなく、周囲の景観に溶け込み、
やさしく落ち着いた光の景観を創る
ことで、人々の心に刻み込まれる心
象風景になることを目指しました。
割岩橋は、橋の真下の河原に降りて
散策できるという恵まれたロケーシ
ョンにあるため、橋を下から見上げ
る視点や、飯能河原との関係性を活
かすことに着目してライトアップを行
っています。

■ 割岩橋本体のライトアップ
「日常の灯り」と「特別な灯り」の

2つのライトアップを整備してい
ます。
「日常の灯り」としては、生活道路
であることから、夜間も安心して渡
れることを最優先した機能性と、

人々の心象風景となる美しさを両立
した灯りを整備しています。
「特別な灯り」は、演出効果の高
い照明器具をプログラムで制御した
ライトアップとしています。これには
2つのタイプを用意しました。

1つ目は、橋全体を多彩な色彩で
照らし出す照明です。色彩は任意に
設定が可能です。

2つ目は、橋本体に取付けた、屋

ある飯能河原周辺に、“昼間”だけ
でなく“夜間”も楽しめる新たな魅
力を創り出し、集客力を高め、その
効果を地域経済に波及させる計画
に着手しました。
西武池袋線「飯能駅」から15分

程で歩いて行ける距離にある飯能
河原は、バーベキューや川遊び、釣
り、デイキャンプなどができる人気
スポットで、市の代表的な行楽地と
して多くの人々で賑わいを見せてい
ます。
この人気スポットにある割

われ

岩
いわ

橋
本体だけでなく、両岸の樹木や河原
に下る遊歩道にもライトアップを施
し、河原との一体的な夜間景観の
演出に向け検討を進めました。平成
30年4月28日、飯能河原のシンボル
的存在である割岩橋を中心とした
ライトアップを開始しました。本稿は
この「割岩橋ライトアップ」について
ご紹介します。

■ 割岩橋ライトアップのテーマ
割岩橋は自転車・歩行者専用橋

で、周辺住民の生活道路として日常
的に利用されています。飯能駅から
飯能河原周辺までのアクセス橋に
加え、遊歩道としての役割を持って
います。この点をふまえ、ライトアッ
プのテーマは「夜空にやさしく灯る

■ 水と緑のまち・飯能市
飯能市は埼玉県の南西部、都心
から約50km圏内に位置しています。
北西部は山地となっており、市域の
約75％を森林が占めています。南東
部の台地部分には市街地が発達し
ています。市内には入間川、高

こ

麗
ま

川
がわ

の一級河川も流れています。ハイキ
ングや森林浴、カヌーを楽しめる豊
かな自然に恵まれた水と緑のまち
です。
昭和29年に市制を施行、古くは
林業と織物のまちとして栄えまし
た。現在は、良好な交通アクセスを
背景に首都圏近郊の住宅都市とし

ても発展しています。一方で、緑と清
流という自然に恵まれた環境と、文
化・歴史を生かした観光地としての
顔も持っています。平成17年 4月1

日に「森林文化都市」を宣言し、自
然と都市機能が調和した、暮らしや
すいまちづくりに取り組んでいます。

■ 新たな観光スポットの創出
平成30年11月9日、市内の宮沢
湖に、北欧のライフスタイルが体験
できる施設「メッツァビレッジ」がオ
ープンしました。市はこの事業のス
タートに合わせて、平成 29年度に
飯能市の代表的な観光スポットで
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■ 割岩橋ライトアップからの展開
飯能市では、割岩橋ライトアップ

に続いて「トーベ・ヤンソンあけぼ
の子どもの森公園」のライトアップ
を平成31年3月30日から実施して
います。この公園は、年間約23万人

ージを投影できます。静止画は、任
意のデザインで製作が可能です。
この屋外用のプロジェクタースポ
ットは、静止画を用いたアニメーショ
ン機能もあり、動画的演出も可能と
なっています。多機能な演出用照明
機具の設置により、ライトアップを
継続して実施する際に、多様な夜間
景観の提供を可能としています。
飯能河原への投影は、橋の下面
に取り付けたプロジェクタースポッ
トから行います。

■ 割岩橋周辺のライトアップ
安全上必要な明るさを確保する
ボラード照明と、視覚的な明るさ感
（安心感）を作り出し心地よい空間
を演出する樹木のアッパーライトを
組み合わせています。
割岩橋周辺は「特別な灯り」を鑑
賞するポイントにもなっています。

■ 割岩橋ライトアップの実施状況
ライトアップは、日没から午後10

時まで毎日実施されています。「プロ
ジェクタースポット」の投影は、12分
間の演出を計5回（19：00 / 19：30 / 

20：00 / 20：30 / 21：00）楽しむこと
ができます。
市では、年間を通して数々のイベ
ントを実施、四季やトレンドを取り入
れた多彩なテーマでライトアップを
展開しています。最新情報は、飯能
市のホームページにてご確認くだ
さい。

季節ごとに彩られた非日常的な
空間で、自分だけの鑑賞ポイントを
探しながら、ご自身もライトアップの
演出の中に入り、幻想的な夜をお愉
しみください。

もの子供達や観光客が訪れる、市
を代表する観光スポットです。
北欧を代表する作家トーベ・ヤン
ソンの作品の世界観と公園の理念
を根底に、訪れた方が北欧の雰囲
気漂うライトアップを体感できるよう

「ヒュッゲ（Hygge）」を意識して演出
しています。これは北欧の人々が持
つ、幸福な時間の使い方や暮らし
方、心の持ち方をあらわす言葉で
す。基本コンセプトは、「森のすみか
に灯るあかり－『豊かな闇』を感じ

る時間」となっています。
平成31年3月に発行された飯能

市の『市政要覧』の表紙には、この
公園のライトアップの風景が使用さ
れています。そんな夜の景観を愉し
むことができる飯能市を是非訪れ
て頂き、自分だけのお気に入りの
「灯り」を見つけてみてはいかがでし
ょうか。
＜参考資料＞
1）	飯能市HP（https://www.city.hanno.lg.jp/article	
/detail/2884）

2）	IWASAKI	LIBRARY	Volume	126

＜写真提供＞
Ripple	design	/	Ken	Okamoto
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表1　割岩橋ライトアップ事業の概要



 
 
    
   HistoryItem_V1
   TrimAndShift
        
     範囲: 全てのページ
     トリム: 追加 上 周囲 48.19 ポイント
     シフト: 無し
     ノーマライズ(オプション): 改良
      

        
     32
            
       D:20190726192705
       841.8898
       Blank
       1210.3937
          

     Wide
     1
     0
     Full
     746
     346
    
     None
     Down
     14.1732
     0.0000
            
                
         Both
         5
         AllDoc
         88
              

       CurrentAVDoc
          

     Bigger
     48.1890
     Top
      

        
     QITE_QuiteImposingPlus3
     QI+ 3.0g
     QI+ 3
     1
      

        
     0
     2
     1
     2
      

   1
  

 HistoryList_V1
 qi2base



	top: 
	index: 
	contents: 


