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スマートイルミネーション横浜実⾏委員会 
 

 
 
  

 ＜Ⅰ＞ 巨⼤な光る⾜が登場!? アートプログラムの⼀部を先⾏発表 
 ＜Ⅱ＞ 創造的横浜夜景をより⼀層楽しめる！! コラボレーション企画を新開発 
 ＜Ⅲ＞ スマートイルミネーション・アワード 2018 の⼆次募集を開始 
 
 
 スマートイルミネーション横浜実⾏委員会は、10 ⽉ 31 ⽇(⽔)から始まる『スマートイルミネーション横浜
2018』の開催に向けての速報として、メインコンテンツであるアートプログラムへの参加アーティスト 3 組、 
横浜の歴史的建造物である横浜税関や、今年７⽉より運航を開始した⽔上タクシーSUITAKU との 
コラボレーション、そしてスマートイルミネーション・アワードの⼆次募集を発表します。 
 報道関係の皆様には是⾮ご注⽬いただきご掲載を賜りますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 
 また今後随時参加アーティストをはじめ、最新情報を発表してまいります。 
 
＜Ⅰ＞アートプログラム参加アーティストについて 
【コンセプトとテーマ】 

今年のアートプログラムのテーマは「Potential of lights（光が持つ可能性）」。 
太陽光発電や蓄電・LED・有機 EL などの新エネルギーや再⽣可能エネルギー技術が溢れている現代で、 
“照明“の可能性とはなにか？ と、私たちは模索しています。産業としてのテクニカルな光が飽和する中、 
私たちは⼈と⼈をつなぐ光のポテンシャルに注⽬し、さらなる「HI-SMART」な環境・省エネ技術とアートの
融合を探索し、インタラクティブで⾊彩豊かな空間をアーティストとともに表現します。 
＊「HI-SMART」とは、SMART ILLUMINATION の「スマート」に、技術的だけでなく概念的にも上回るよう「HIGH」をつけた造語。 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
（以下、作品紹介） 

①	 《海⾜(うみあし)/Pacific Feet》 
アーティスト：久保 寛⼦ 
 

信仰の対象となる偶像を破壊する時に残る⼆本の⾜から着想を得たという作品。 
⽇本の農耕現場で獣害対策に使⽤される⾦網やネットを素材とし、農⺠の労働と⽣産への 
オマージュとして制作されました。当初泥⾜（どろあし）と名付けられたこの作品は、 
スマートイルミネーション横浜 2018 において、光という新たな要素が加えられ、 
海⾜（うみあし）として再提⽰されます。 
⾜の内部に⼊ることができ、来場者のアクションにより光が変化します。［全⻑８m、⾼さ 3.6m］ 
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①海⾜ ②Star☆Jam Street 



②	 《Star☆Jam Street~清掃楽器⾳楽夢想~》 
アーティスト：TETSUJIN(髙橋哲⼈、モシ村マイコ) 
 

⾳と光を演奏できるホウキギター、デッキブラシベース、おそうじドラム、他、掃除道具の形をした 
清掃楽器による、鑑賞者参加型の⾳と光のインタラクティブアートです。清掃楽器を鑑賞者が弾くことで 
⾳が響き、映像照明が連動してその場がステージへと変わって⾏きます。ホウキをエアギターすると 
エレキギターの⾳が鳴り、映像と照明で臨場感が演出されます。 
他の清掃楽器も同様で、ドラムの場合ははたきを振る事で演奏します。ついさっきまで鑑賞者であった 
⼈が演奏する状態へと変化し、参加する事でセッションが始まります。 

 
③	 《Pneuma/ニューマ》 

アーティスト：東京⼤学/慶應義塾⼤学 筧康明研究室 
 ディレクション: 筧康明 
 企画・デバイス制作: 川島梨紗⼦ 

 
古くから、息は⽣物の命を意味し、⼈間の存在を 
確かめるものとして作⽤してきました。 
本作品 Pneuma は、「息」という儚い現象を 
シャボン膜と光によって切り取り、その場にいる⼈
の存在を浮かび上がらせます。 
体験者は、ストローのような形状をした Pneuma
デバイスにシャボン液をつけ、そこに息を吹き込む
ことによってシャボン⽟を作ります。 
吹き込まれる息に応じて、Pneuma は闇夜の中に
様々な⾊や明るさの光を灯します。 

 
 
 

＊ その他アートプログラムについては、次回配信のプレスリリースにて発表させていただきます。 
 
＜Ⅱ＞横浜都⼼臨海部での特別コラボレーションについて 

スマートイルミネーション横浜 2018 の開催に合わせ、毎年アート作品と関係の深い歴史的建造物・横浜税関
と、メイン会場すぐにある象の⿐桟橋から出航する⽔上タクシーSUITAKU と連携し、アート作品を異なる 
視点から鑑賞でき、より⼀層、創造的横浜夜景をお楽しみいただける特別プランをご⽤意しました。 
今後も横浜都⼼臨海部の施設・企業・団体・飲⾷店・サービスなど様々な業種とのコラボレーションを計画中
です。決定次第、公式 WEB サイトや次回配信のプレスリリースにて発表します。 
またご興味ある企業・団体・個⼈の⽅はお気軽に事務局までご連絡ください。 
 
 

「横浜税関、夜の庁舎⾒学会」 
「クイーンの塔」の愛称で親しまれている横浜税関
が、年に数回⾏っている税関の庁舎⾒学会。 
今回は、スマートイルミネーション横浜 2018 の 
開催に合わせて特別に、初めての夜間⾒学会を実施
します(無料)。1934 年の創建当時の状態に復元 
した旧特別会議室、マッカーサー元帥が執務したと
伝えられる旧税関⻑室を含む全４室などを公開 
します。 
なお、７階・展望フロアより象の⿐パークの⼀部が 
ご覧いただけます。 
 
・	 開庁⽇時：2018 年 11 ⽉３⽇(⼟・祝)  

     17:30〜21:00 
 
＊ スマートイルミネーション横浜 2018 の期間中、クイーンの塔は髙橋匡太の作品の⼀部になります。 

 
 

③Pneuma 



「SUITAKU 特別運航プラン」 
象の⿐桟橋から出航し、みなとみらい駅と桜⽊町に
アクセス可能なボートパーク間を運航する⽔上タ
クシー・SUITAKU。 
スマートイルミネーション横浜 2018 の開催に合わ
せて、アートプログラムを海上から鑑賞できる特別
運航プランをご⽤意しました。 
 
・運航⽇時：2018 年 10 ⽉３1 ⽇(⽔)〜11 ⽉ 4 ⽇(⽇)  
      18:00〜22:00 

              ＊１回約 30 分の乗船／⾬天⽋航 
・乗船場所：象の⿐桟橋 
・乗船定員：１回あたり６名まで 
・料  ⾦：１回あたり 7,000 円 
・特  典：南仏ペイドックのワイン試飲付き 
 
＊	 上記乗船⽅法や、その他計画中のコラボプランの詳細については、公式 WEB サイトや次回配信の 

プレスリリースにてお伝えいたします。 
 
＜Ⅲ＞スマートイルミネーション・アワード 2018、⼆次募集開始について 

未来の夜景を創造するアーティストの発掘を⽬的とし、若⼿クリエイターからの意欲的な作品を募集する、 
スマートイルミネーション・アワード 2018 の⼆次募集を開始します。 
出展料は無料、⼀次審査後に結果をご連絡します。 
作品はインスタレーション・メディアアート・ランドスケープデザイン・プロダクト・来場者参加型作品など、
形態は問いません。幅広いクリエイションをお待ちしております。 

＊⼆次募集応募締め切り：8 ⽉ 20 ⽇(⽉)17 時必着 
＊応募に関する詳細につきましては公式 WEB サイトをご覧ください → http://sia2018.net/ 

 
［お問い合わせ及び申込先］ 
スマートイルミネーション ・アワード 2018 事務局(株式会社ペッププランニング内) 
MAIL：siy@pep-p.co.jp 
 

 
【スマートイルミネーション横浜2018 開催概要】 

 
 期 間 : 10⽉31⽇(⽔)~11⽉4⽇(⽇) 17時30分~21時30分  
           ⼀部作品及び連携プログラムは年末までの展開を予定  
 場 所 : 象の⿐パーク ほか 
 ⼊場料 : 無料 
 主 催 : スマートイルミネーション横浜実⾏委員会 
 共 催 : 横浜市 
 協 賛 : FREEing株式会社、ペイ・ドックワイン委員会、ほか 
 
 *本事業は平成 30 年度⽂化庁⽂化芸術創造拠点形成事業に 
   採択されています。  
 *公式WEBサイト → http://www.smart-illumination.jp/  
 
 
 
 
 
 
 

 



報道関係者各位 
2018 年６月 27 日 

スマートイルミネーション横浜実行委員会 

 

世界に誇る、 ”創造的横浜夜景” を発信 

『スマートイルミネーション横浜 2018』 

10 月 31 日(水)からの開催が決定 
 
 スマートイルミネーション横浜実行委員会は、横浜を舞台に創造的夜景を世界に発信する国際アートイベント

『スマートイルミネーション横浜 2018』を 10 月 31 日(水)より開催します。 

 同実行委員会は、2011 年に発生した東日本大震災後、都市空間における環境・省エネ技術活用の高まりを契

機にこのイベントをスタートしました。2020 年のオリンピック・パラリンピックの開催を 2 年後に控えた今年

は、通算で 8 回目の開催となり、昨年度のメインプログラム開催期間に記録した、18 万人以上の来場を期待さ

れています。 

 『スマートイルミネーション横浜 2018』は、開催初日の 10 月 31 日(水)から 11 月 4 日(日)の 5 日間、メ

インプログラムとして、国内外のアーティストによるスマートテクノロジーと融合したアート作品を展開するほ

か、学生や若手アーティストの育成の場となることを目指し、広く募集を行い発表の場とする「スマートイルミ

ネーション・アワード 2018」を展開し、フレッシュな作品群を展示します。 

 また、スマートイルミネーションの主旨に賛同した様々な主体による多彩なイルミネーションが横浜市内で繰

り広げられる「連携プログラム」を、同時開催します。 

 開催概要と直近のお知らせに関しては以下の通りです。 

 報道関係の皆様には是非ご注目いただきますよう、何卒よろしくお願い申し上げます。 

 
【開催概要】 
期 間：10 月 31 日(水)～11 月 4 日(日) 17 時 30 分～21 時 30 分 
         ＊一部作品及び連携プログラムは 12 月 31 日(月)まで 
場 所：象の鼻パーク ほか 
入場料：無料 
主 催：スマートイルミネーション横浜実行委員会 
共 催：横浜市 
＊本事業は平成 30 年度文化庁文化芸術創造拠点形成事業に採択されています。 

＊公式 WEB サイト http://www.smart-illumination.jp/ 
 
・「スマートイルミネーション・アワード 2018」を募集開始 

未来の夜景を創造するアーティストの発掘を目的とし、意欲的な作品を募集しま

す。展示決定作品は 11 月 4 日、審査員による審査を経て最優秀賞を発表します。 

＊応募締め切り：7 月 31 日 

詳細につきましては公式 WEB サイトをご覧ください。http://sia2018.net/   
 

・「連携プログラム」への参加団体を募集 

スマートイルミネーション横浜の主旨（環境・省エネ技術とアートの融合）に賛同

し、「スマート」なイルミネーションを横浜市内で実施する団体、施設、企業等の

プログラムを募集します。実施期間が、10 月 31 日～12 月 31 日に一部でもかぶ

っていれば参加可能です。 
 

・7 月３日(火)マッチング交流会「スマイルサロン」を象の鼻テラスで開催 

LED や有機 EL などの照明製品、また太陽光発電などの環境エネルギー分野に携わ

る企業にご参加いただき、アートプログラム参加アーティストに、製品や技術など

を紹介いただくマッチング交流会です。 
 

・運営ボランティアを募集 

スマートイルミネーション横浜実行委員会では会期中お手伝いいただけるボランテ

ィアを募集しています。お問い合わせは事務局までお寄せください。 

 

【お問い合わせ先】 
スマートイルミネーション横浜 
実行委員会 事務局 
TEL：045-633-9660（平日 10:00~18:00） 
FAX：045-662-0082  
MAIL：sij@ludens.be 
・広報担当（榊原あすか）  
 090-9310-5459 / 080-4007-5459 

 


