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　このたび、東京工芸大学「芸術学部フェスタ2022」を開催する運びとなりました。

　東京工芸大学芸術学部は、写真・映像・デザイン・インタラクティブメディア・アニ

メーション・マンガ・ゲームと基礎教育の各分野を主体に、メディア芸術に特化した

教育・研究をしています。 今回9回目となります芸術学部フェスタは、教員の日頃の

研究成果を広く社会へと発信していく試みです。

　今回は作品、ポスター合わせて18件が集まりました。うち4件は本年度新たに着任

された先生方による発表です。また、私個人としても、これまで雑誌で書き溜めた書

評を展示させていただくことにいたしました。自分の表現したものを多くの人に見て

いただける場を持てる喜びと感謝の気持ちを新たにしたところでございます。

　すでにご案内のとおり本学は来年2023年に創立100周年を迎えます。節目の年

を控え、本イベントが芸術学部教員の力強い、未来に向けての表現活動を多くの人

に知っていただく機会になりますことを願っております。

東京工芸大学芸術学部長

大島　武

2022

ごあいさつ
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-01 作品

MoBrain

映像学科　二羽恵太

2011年に九州大学芸術工学部芸術情報設計学科を卒業。2022年に同大学大学院芸術工学府芸術工学専

攻博士後期課程を修了し、東京工芸大学芸術学部にて教育研究に従事。

実写・CG映像を中心に制作し、国内外問わずコンペティションにて精力的に発表。日常生活で感じた違和感から

着想を得て、一風変わった世界観で表現することを制作の軸にしている。

アジア最大級の国際短編映画祭「ショートショート フィルムフェスティ

バル & アジア 2018」にて入選・上映した本作品は、脳に情報をダウ

ンロードできるウェアラブルデバイスが発明された時代における、女性

の朝の日常を描いたショートムービーです。

制作の動機付けとなったのは、ふと電車内を見渡したときに誰もがス

マートフォンに夢中になっている光景が目に入ったことです。気付かぬ

うちに侵食されているような恐怖感を覚えました。

人類が道具を発明してきたことで、現代では便利で豊かな生活を送る

ことができるようになりましたが、その反面で人と道具の関係性は大き

く変化しているように感じます。そんな不穏な空気を近未来の世界で

表現しました。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-02 作品

ANNASUI・SUI BLACK DEBUT movie

デザイン学科　喜田夏記

東京藝術大学デザイン科卒業、東京藝術大学大学院 視覚デザイン専攻修了。在学中より、フリーランス映像ディ

レクターとして活動を開始、数多くのTV-CM、MV、ライブ映像等を手掛ける。2004年よりP.I.C.S. management

にアーティスト所属。映像ディレクションのほか、アートディレクション、アニメーション、グラフィック、空間デザイン等、

クリエイションは多岐に渡る。文化庁メディア芸術祭審査員推薦作品受賞、韓国国際アニメーション映画祭テレビ

シリーズ部門グランプリ受賞、V&A（ヴィクトリア＆アルバート美術館/ロンドン）企画展出展など、海外での受賞、発

表も多数。株式会社Legolas inc.代表取締役。2022年より東京工芸大学 芸術学部 デザイン学科 教授。

ファッションブランド・ANNA SUI（ア

ナスイ）のコスメライン、ANNA SU I 

BLACKのデビューを記念して制作した

ブランド・コンセプト・ムービー。

紙を素材として制作したパペットや美術

セットをコマ撮りしたストップモーション

アニメーション作品である。

全世界のANNA SUI店舗をはじめ、各

地のデジタルサイネージなどで幅広く

公開された。

ファッション・フィルム界の“カンヌ映画

祭”とも呼ばれ、毎年、世界中で制作さ

れるファッション・フィルムのわずか１％

にも満たない作品数しか選出されない

と言われるLa Jol la Internat ional 

Fashion Film Festival（ラホーヤ国

際ファッション・フィルム映画祭/アメリ

カ）にて公式セレクションされた。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-03 作品

mutation

デザイン学科　永井孝也

1986年 武蔵野美術大学卒。同大学助手を経て1994年 東京工芸大学芸術学部開設時に就任。産学（官）共

同プロジェクトを数多く展開。食器、照明器具、家具、ウインドウディスプレイ等を手がけ、現在、刃物メーカーのコン

サルタントなど兼務。

昨 年 同 様 、授 業で 展 開するための３

Dプリンターを利 用した課 題 用 試 作

品。今回は複数パーツを組み合わせた

「花器」をテーマに制作。作品の『王冠

（krono）』部分は造形的に４回の『変

異（mutation）』が限界のように見えた

が…。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-04 作品

白銀図法

デザイン学科　ゑ藤隆弘

グラフィックデザイナー。東京工芸大学デザイン学科准教授。博士（芸術）。グラフィックデザイン固有の思考

や表現を多様な領域へ展開することを試みている。主な仕事は「SHISEIDO BEAUTY SITE サイン計画」、

「BETTER BODIES HI ブランディング」など。現在は軽井沢町の公共サインガイドライン策定に携わる。主な受

賞に、ラハティ国際ポスタートリエンナーレグランプリ、世界ポスタートリエンナーレトヤマ銅賞、A' Design Award 

& Competition PLATINUM、D&AD AWARDS  Shortlist、日本サインデザイン賞 銀賞・銅賞など。  

A4用紙を半分に折るとA5、さらに半分

だとA6。当たり前のようで不思議なこと

だ。1/2にしても相似形になるのは縦横

比率が1: √2だからで、これは白銀比と

も呼ばれる。その白銀比の構造を用いた

グラフィックたち。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-05 作品

Toss and Turn

デザイン学科　相楽賢太郎

新潟生まれ。東京工芸大学卒。2020年より同大学助教。デザイン会社Polarno代表。主な仕事に、SoftBank

やLUMINEの広告や、宮本浩次、RADWIMPS、Teleなどのジャケットデザイン。峰乃白梅酒造や千葉ロッテ

マリーンズのブランディングデザインなど。主な受賞にLONDON D&AD、NY ONESHOW、Cannes Young 

Design Lion等。

デザインは、多くの場合目立つことが求められる。広告は街中やスク

リーン上で、書籍は書店で、CDはショップやサブスクリプションのアプ

リ上で。そして、デザインコンペティションの場では、他のデザインに対

して。

その反動か。あまり主張しないもの。そこに佇むことに圧のないもの。を

作りたいと思った。

作品名「Toss and Turn」は訳すと「寝返り」。紙の折れている様子

や、曲がっている様子に魅力を感じていたため、それを使って人を描い

た。定着も、なるべく発光しない印象のものを選んだ。デザインとも、イ

ラストとも呼べないような、作品になってしまった気もする。その拙さを

包含する力量はまだ自分には無いが、作っていて楽しかった。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-06 作品

DF Project Type S

デザイン学科　木下陽介

2007年東京工芸大学デザイン学科卒、内装設計のインハウスデザイナーを経て2012年、東京を拠点とするデ

ザインコレクティブCANUCH設立。人と物との関係性の探求を起点とし、インテリアデザイン、プロダクトデザイン、

マテリアル開発など様々なプロジェクトを手がけている。代表的な仕事に、株式会社ルミネ新オフィス、鎌倉紅谷八

幡本店、TBWA＼HAKUHODOオフィス、JIDA Design Museum Selection Vol.22 に選定された、小国杉

を使用したファニチャーFILの「MASS SERIES」のデザイン等。

現代のデジタルファブリケーション技術における生産方法は、個人レ

ベルで自由なものづくりと流通を確立させるネットワークとなっている。

本技術における出力機は現在、手のひらサイズから建築まで造形を

持つ媒体に広く適用できる進歩を遂げており、職人にしかできなかっ

た家具や建築のデザイン・部品加工などを、すべての設計者・デザイ

ナー・DIYユーザーに解放し１点からでも、大量にでも、生産可能にす

る技術である。

一方で、「生活者視点」と「サスティナビリティ」に貢献する観点をこの

領域ではまだ確立できていないという課題がある。本研究は、「限定

的な素材条件(単一素材)」と「フラットパック（最小梱包）」、「タイポロ

ジーとしての生活空間への適用(類型学的意匠)」が必要であると考

え、製作した成果である。このDF Projectはコロナ禍による在宅ワー

ク需要を想定したセルフビルドで作り上げる個人ワークデスクタイプの

アッセンブリファニチャーである。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-07 作品

THE WORLD ATLAS 

デザイン学科　外山奏瑠

1996年 東京都生まれ。東京都在住。イラストレーター。2021年 東京工芸大学大学院 芸術学研究科 デザイン

メディア領域 修了。2022年より同大学 芸術学部デザイン学科 助手に着任。繊細な筆致で絵の具の粒子と戯

れながら、滲みを生かした色彩表現で幻想世界を描く。主な展示に個展「THE WORLD ATLAS(ヨロコビtoギャ

ラリー)」、「いちるののぞみ(ギャラリーハウスMAYA)」、「幻想標本(TAMBOURIN GALLERY)」がある。

私にとって絵を描くという行為は、自分

自身の脳内や人知を超越した場所に回

遊しているイメージを、此の世に持ち帰

り実態として遺す行為である。水彩の滲

みを生かした表現で絵の具の粒子と戯

れながら、紙の上に幻想の風景を投影

していく。その過程で絵と対話をし、互

いに心を開くようにタイトルを聞き出す。

そうして生み出された絵という物質を束

ねた本展示が、鑑賞者を好転へと導く

地図となることを心から望んでいる。

「秒針も眠るような夜」

「羽化の洞穴」

「渇望を満たすような約束」
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-08 作品

AI Composition

インタラクティブメディア学科　久原泰雄

2001年より東京工芸大学芸術学部にて教育研究に従事。専門はインタラクティブアート、ジェネラティブアート、

スケーラブルアート、コンピュータミュージック。近年は人工知能や人工生命を応用した芸術表現を研究し、作品制

作を行っている。代表的な作品として、AIアーティスト絵画ミラー、AI Photographer Rainbow Mutations、反応

と拡散、AI Gaudi Sustainable Architectureなどがある。

　絵画では風景、人物、静物といった具体的な対象がよく描かれる。これに対して、ポスト印象派の画家セザンヌは

「自然を円筒、球、円錐で表す」と述べ、具体物を幾何学的な抽象物に還元することを提唱し、キュビズムなどの抽

象画の流れに影響を与えた。抽象画は、実在する具体物を描くのではなく、点、線、面など抽象的な幾何学図形で平

面を再構成する。

　抽象化とは、個々の具体例から余計なものをそぎ落とし、普遍的な要素を抽出することに他ならない。結果として

個別性が失われ、現実から遠ざかるため、何を描いているのか理解し難くなるが、ある意味、普遍性を持つ精錬され

た表現ともいえる。すなわち抽象画は普遍性を追求した絵画なのである。

　一方、コンピュータグラフィックスは、ピクセルという矩形単位で画像を扱う。解像度が高いと、対象を写実的に表

示し、解像度が低いと無機質な矩形の集まりとなる。本作品は、ディスプレイ画面を単なる一つの矩形と捉え、AIに

よって再帰的に二分割を繰り返し、フラクタル的な矩形の集合として再構成し、光の三原色のみで彩色することで普

遍性を持つ抽象的な表現をジェネラティブに描画することを試みた。

512分割

32分割

16384分割
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-09 作品

Laser pendulum

インタラクティブメディア学科　美田翼

東京工芸大学大学院芸術学研究科メディアアート専攻修了。東京工芸大学 芸術学部 インタラクティブメディ

ア学科 助手。2019アジアデジタルアート大賞展FUKUOKA学生カテゴリー／インタラクティブアート部門優秀

賞受賞、福井県児童科学館（2020）、浜田市世界こども美術館（2021）出展の他、光の仕組みを使ったワーク

ショップなども行っている。

色の国際科学芸術研究センター「カラ

ボギャラリー」第9回企画展に出展した

『Laser pendulum』はフォトルミネセ

ンスをテーマに蓄光を利用した作品で

ある。

幾何学模様を描く手法として振り子とイ

ンクを利用したペンデュラムペインティ

ングがあるが、本作品ではインクの代わ

りに蓄光素材とレーザーポインターを

用いることで図形を描いている。

レーザーの発光周期を変更し破線状の

図形を描くことで従来のペンデュラムペイ

ンティングとは違った表現を可能にした。

レーザーの発光周期を変更し作成した幾何学模様

カラボギャラリー第9回企画展　展示風景
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-10 作品

PiNMeN 20

アニメーション学科　池田爆発郎

CGアニメーター、ディレクター等を経てアニメーション作家。2020年より東京工芸大学芸術学部アニメーション

学科に従事。短編アニメーション制作ユニット「ボムフォー64」主催。代表作に『PiNMeN』『PiNMeN rework』、

『h-h-f』（「Birth - おどるいのち」より）、『ボーハム』シリーズ（ボムフォー64）など。日本アニメーション協会（JAA）

理事。

現 在 で はごく普 通 に 商 業 ア ニ メな

ど で も 使 用 さ れ て い る「 3 D C G を

2 Dアニメーションのように描くセル

シェーディング 」。その黎 明 期に生ま

れたショートアニメーションシリーズ

『 P i N M e N 』。アニマックスでの初 放

映から20周年を記念して『PiNMeN』

『PiNMeN rework』全20話を特別

編集。各話約3分をそれぞれ1分に編

集した『PiNMeNショート』（全20話）と

『PiNMeN エピソード1（ディレクター

ズカットHDアプコン版）』を上映。セル

シェーディング（当時はトゥーンシェー

ディングとも呼ばれていた）の歴史に思

いを馳せながら、20年の時を隔て時代

にすり寄る実験。
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芸術学部フェスタ2022 FESTA-11 作品

With a Tiger

ゲーム学科　室橋直人

1991年にデザインプロダクションに入社し、雑誌広告からポスター・アパレル・不動産関係のグラフィックデザイン・

WEBデザイン・アートディレクション等を行う。デザイン業務と並行して、2006年に株式会社ナムコ（現、株式会社

バンダイナムコエンターテインメント）と提携し、専門学校や大学でゲーム向けの3DCGを中心としたデザインワーク

の講師を務める。最近はコントローラーなどのデバイスを使わない非接触型の入力方法を模索し、作品制作を行っ

ている。

2022年は、干支が「寅」であるだけでなく、36年に一度訪れる「五黄

（ごおう）の寅年」でもある。五黄の寅年とは中国で伝統的に使われて

きた占術である九星術において、十二支が寅、九星が他の星を支配す

るとされる五黄土星の組み合わせの年を指し、最も運気が強いとされ

ている。「寅」は動物「虎」に対応しており、勇敢で争いごとにも強く、自

信に満ち溢れる印象から勇猛、決断力の高さ、才覚のある様子を表す

とされ、日本には生息していないにも関わらず、古くから日本画や民芸

品のモチーフになるほど日本人にとってなじみの深い動物である。しか

し、現在トラは国際自然保護連合（IUCN）の保存状況評価によって、

レッドリストに絶滅危惧種(EN)として指定されている。本作品は森に

住むトラを通じて、日本人にとって馴染みが深い動物でありながら、あ

まり知られていないトラの生態を知ることの出来るインスタレーション

となっている。
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『温故知新の宴　〜懐かしき愛しき物々展〜』

マンガ学科　夢来鳥ねむ

宮城県仙台市出身。１９８９年角川書店月刊コミックコンプより「宮狐」でマンガ家デビュー。代表作「HAUNTED 

じゃんくしょん」（KADOKAWA）はテレビ東京でアニメ化。（有）La・Moonを立ち上げ、少年マンガを中心にマンガ

稼業を続けながら、イベントや舞台制作にも取り組んだ。現在はLa・Moonレーベルのマンガ作品をプロデュースす

る他、地方の観光課とコラボしたコミックガイドブックを手がけるなど幅広く活動中。

元号が改まる節目という事で、2018年

４月に新宿歌舞伎町・稲荷鬼王神社か

ら「古き時代を懐かしむマンガ展」の話

をいただき、企画・展示した作品。現代

の小学生に「昭和の懐かしアイテム」の

写真を見せてアンケートをとり参考とし

た他、学科卒業生らも４コママンガで参

加した。
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無題

マンガ学科　チョン・インキョン

韓国ソウル生まれ。韓国の大学を卒業後、日本に留学。京都精華大学でカートゥーン（風刺マンガ）を学ぶ。「第5

回京都国際マンガ展」銀賞（2002）、「第6回京都国際マンガ展」金賞受賞（2004）/第35回日本漫画家協会

賞特別賞受賞（2006）/第50回日本ジャーナリスト会議賞黒田清JCJ新人賞受賞（2007）/京都市芸術新人賞

受賞（2008）など。芸術博士。

カートゥーニストが究極的に表現しよ

うとしているのは人間の愚かさである。

今回の作品の中で描かれているパンデ

ミックや戦争、そして異常気象なども私

たち人間が自ら招いた災い。ため息の出

る毎日だが、それでも人間を信じ、希望

を持ち続けたい。この絶望的な状況を

変えられるのもまた人間なのだから。
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2004年より東京工芸大学芸術学部にて教育研究に従事。専門はビジネス実務論、パフォーマンス研究。日本ビ

ジネス実務学会副会長、国際パフォーマンス学会副理事長。コミュニケーション、プレゼンテーション関連の著作

が多く、全国でセミナーや講演なども実施している。直近では論文「医療安全とコミュニケーションの技術」（「麻酔：

増刊号」日本麻酔科学会準機関誌）を発表予定。

ビジネス誌「プレジデント」で執筆した

新刊書評50点を展示。

大学院の授業では、「優れた芸術作品

に余計な解説はいらないとする考え方

もあり、評論はそれゆえに原作品と拮抗

しなければならない」と講じている。

今回の書 評が学 生の手 本になり得る

か、各位の評価を仰ぎたい。

新刊書評 〜なくてもいいものだから〜

基礎教育　大島武
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「時の音」「時の向こう側」

基礎教育　相澤久徳

2019年より東京工芸大学、教職関係の授業担当者として着任。東京藝術大学大学院彫刻専攻を修了後、彫

刻家として主に石を使用した作品を、個展を中心にグループ等で発表。作家活動とともに、美術教育の現場で指

導者として、幼児教育から初等、中等、高等教育、また美術の専門分野での表現指導と、様々な教育環境での現

場で美術教育指導に従事。教職の授業の中で、美術科指導法と現場での実務について、また、彫刻の実技指導

をしている。

石自体が作り出す存在感や抵抗感、表

現される形の表情の変化を強調し、そ

の形の中に表される強さを作品としてま

とめ、作り出された形態から広がりのあ

るイメージや、空間の動きの中で、人間

の存在と時間の流れをテーマに作品に

している。
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大学における持続可能な生き方を考える日本語教育の試み
―中国における「聴解」の授業の事例から―

基礎教育　小田珠生

お茶の水女子大学文教育学部言語文化学科日本語・日本文学コース卒業。同大学院人間文化研究科国際日

本学専攻修了。博士（人文科学）。グローバル化が進む現代社会で生きていくための「ことば」の教育のあり方を

模索することを目的とし、言語生態学を理論的支柱とする持続可能性日本語教育の可能性を、理論と実践を往還

しながら追求している。

　中国は、近年の目覚ましい経済発展の一方で、格差、環境破壊等の様々な課題を抱えている国である。新型コロナ

ウイルスの感染拡大等、情勢が不安定なグローバル化社会において、今後の中国の行く末を世界中が固唾を呑ん

で注目していると言っても過言ではない。岡崎（2009）は、グローバル化の下で持続的な生き方を考える「持続可能

性教育を内容とする言語教育」を提案しているが、中国において「持続可能性日本語教育」の具体的な方法を探るこ

とは意義があると考えられる。

　本研究は、北京のある大学において、日本語専攻の3年生（19人）を対象とした「持続可能性日本語教育」を志向

する聴解（日语新闻视听）の授業を行い、その可能性を探ったものである。授業の期間はコロナ禍以前の2011年9

月〜2012年1月で、授業の内容は、次の通りである。①中国の原子力発電所や水資源の現状など、授業で扱うテー

マについて事前に調べてくる。②2〜3人のグループに分かれて調べてきたことを共有する。③テーマと関連する映

像を視聴し、内容把握やディクテーションを行う。④ロールレタリング（岡崎2009）などを行い、グローバル化による

競争的発展社会の下、厳しい生活を余儀なくされている登場人物の心情や「もし自分だったらどうするか」というこ

とを考えたり、自分と彼らとの関連を考えたりする。⑤2〜3人のグループに分かれて、「以前と考え方が変わったか」

「これからどのように生きていくか」などについて話し合う。

　分析は、学生によって書かれたものや、グループディスカッションの音声データを文字起こししたものを対象とし、

質的に行った。その結果、「北京という中国の経済発展の中心にいる自分たちの生活が、農村の人々の犠牲の上に成

り立っていることを初めて知った」「これからは節水したい」と述べるなど、持続可能な社会に対する関心の萌芽が見

られた。
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作品１「八月対談録」　作品２「変奏」

映像学科　ジャン ウェン

俳優、「意味をこえる身体へ：ショットムービープログラム」制作代表

2004年北京電影学院在学中、映画「単騎千里を走る」に出演したことで映画俳優デビュー。2007年来日後、

映画、舞台などの様々なメディアで「演じる」行為を実践しながら、映画における身体のあり方を研究し続けてきた。

2022年東京藝術大学大学院映像研究科博士学位を取得し、映画において俳優の代替不可能で、物語に回収

されない「詩的身体」をテーマに扱い、独自の制作法で映画を作りながら、映画演技の研究をし続けている。

　「意味をこえる身体へ：ショットムービープログラム」（以下「ショッ

トムービー」）は、2021年から本格的に始動した共同制作プロジェク

トである。「ショットムービー」とは「ショット（shot）」と「ムービー（物

語）」を組み合わせた造語であり、映像作品における最小単位としての

「ショット」と、複数のショットが連なることから生じる物語の緊張関係

を問いなおす実践を主な活動の目的としている。

　ショットムービーの制作法は、制作側の意図を反映した脚本や物語

を事前に作り込んで、俳優がそれらを実現するために動くという階層秩

序的なものではない。そうではなく、このプロジェクトの制作法において

重視しているのは、役としてではない俳優の個人的な身体性や、制作側

と俳優のインタラクションを重ねることで生まれる言葉や状況の変化

を脚本に織り込んでいくといった、制作・俳優・技術スタッフたちによる

共同性である。今回上映する2つの作品「八月対談録」（2021）と「変奏」

（2022）は、どちらも以上のような方法に基づいて制作された。
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凹凸を再現したムーンライト

ゲーム学科 今給黎 隆　ゲーム学科 原 寛徳

工学部 工学科 電気電子コース 内田孝幸　インタラクティブメディア学科 久原泰雄

ゲーム学科 今給黎 隆

複数のゲーム会社でのプログラマー経験を経て、2016年より東京工芸大学芸術学部に着任。専門はコンピュー

タグラフィックとゲームに於けるエンジニアリング全般。着任前に関わったプロジェクトには、「龍が如く6」、「Ridge 

Racer 6」、「エースコンバット6」などがある。

ゲーム学科 原 寛徳

2007年、アニメーション学科ゲームコース開設とともに東京工芸大学に着任。

授業ではプログラミングや数学・物理を教えている。

子供の頃から電気やモーターを動かすことが好きで、よくわからない何かをいろいろ作っては壊していた。

その物づくりの経験を活かし？研究室ではセンサーを利用したゲームのコントローラやユーザーへのフィードバックの

あるコントローラの制作指導を行っている。

工学部 工学科 電気電子コース 内田 孝幸

青山学院大学大学院理工学研究科電気電子工学専攻、博士前期課程を修了後、そのまま助手として居残り、も

のいじり（作り）を続ける。

その後、本学に助手として就任、現在（教授）に至る。

主な活動は電子デバイス、有機電子デバイスの中の有機EL素子についての研究。さらに近年はフォトグラメトリに

よるフルカラー３D造形、植生のマッピングの研究に従事。

インタラクティブメディア学科 久原泰雄

2001年より東京工芸大学芸術学部にて教育研究に従事。専門はインタラクティブアート、ジェネラティブアート、

スケーラブルアート。近年は人工知能や人工生命を応用した芸術表現を研究し、作品制作を行っている。代表的

な作品として、「AIアーティスト絵画ミラー」、「AI Photographer Rainbow Mutations」、「反応と拡散」などがあ

る。

本作品は、2022年度 工・芸共同研究を進める中で、派生として生まれ

た作品である。ムーンライトというインテリアが市販されている。球形の

ライトで、地球から見える月の模様を再現するようにライトカバーの厚

さを調整して、月のように光る照明器具である。しかしながら市販され

ているムーンライトの残念な所はその凹凸が月の表面とは大きく異なる

ことである。月の暗さに応じてその表面を高く(厚く)することで、模様を

制御している。遠くで光っている分には問題ないが、手元で見ると、月

本来のクレーターのでこぼこした表面と大きく違う姿となっている。今

回は、手元に置いたときにもリアルな月を感じられるように、月表面の凹

凸は本来のクレーターの凹凸が見える姿に、そしてライトカバーの裏側

の高さを調整することで、内側からライトで照らした際は遠くから月を

見たときと同じように光る姿を再現した。
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