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2021 LDIレポート
in Las Vegas（前編）

　2021年11月の米国エンタメ業界は、
コロナに対する恐怖心より、コロナか
らの立て直しを勢いに任せて無理矢
理にでも進めようという雰囲気でし
た。そんな中で開催されたLDI 2021 
in Las Vegas。

前の日（セットアップ）
　展示会場一般公開前日に到着し、ま
ずは会場の雰囲気を偵察。会場の雰囲
気をみて回ります。知り合いのいる

ブースにも立ち寄り、2年ぶりの再会
の挨拶と世間話に花を咲かせます。
　通常であれば、展示会の前日は怒鳴
り声も聞こえるような騒然とした展示
会のセットアップですが、今回は結構
静かで簡易的なセットアップも多かっ
たです。

　出展者も例年の半分以下くらいの
規模。一般公開前日の午後の時点でほ
ぼほぼセットアップは終わっているよ

うに感じました。もちろん全然進んで
いなくて焦っているような業者さん
もちらほら見受けましたが．．．

　ラスベガスといえば、ショーとギャ
ンブルの世界です。WSOP・世界ポー
カー選手権がLDIと同時に行われて
いました。このような大掛かりなイベ

裏方屋ドットコム 代表  瀬尾 周平

裏方屋ドットコム、代表。米国ニューヨーク在住。

米国では海外メーカーの代理人、劇場建設のコンサルや保守サービスを行っています。米
国公演のサポート業務のお仕事もいただく機会があります。国内では裏方屋ドットコム 
(https://www.urakataya.com) という裏方スタッフ専門のオンラインショップを運営してい
ます。世界中の展示会に足を運び、多くのユーザーさんと顔を合わせ長いお付き合いができ
る関係を築くのが最高の喜びです。
国内だけでなく、世界規模でものを考える次世代の手助けになりたいと考え、舞台スタッフ
のための国際交流と育成支援プロジェクト ITEP の運営支援者の一人としても活動していま
す。https://itepjapan.org/

鳥取県出身。本記事に関するご意見、お問い合わせは info@urakataya.com まで。

瀬尾 周平
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ントがコロナ前以上の規模と数で
2021年の春先から現在(2021/冬）に
かけて行われています。

LDIスポンサーを通しての
業界部門の状況
　LDI のような展示会にはスポン
サーが付き物です。例年はメーカーの
名前が連なりますが、今年はそれに代
わってプロダクション会社の名前が多
く挙げられていることが印象に残り

　コロナが原因で今回は出展できなかったメーカーの新商品やサービスも国内代理店に寄稿していただいたので、紹介します。
コロナの影響でダメージを受けているのは現場の方々だけでなく、メーカーや代理店・販売店も同じことです。できるだけ多
くの情報を読者に提供するべきだと思いまして、声を掛けさせていただきました。

　多くの代理店さんがデモ機をご用意されていますので、ご興味のある方はこの記事を読んだと直接連絡をしていただき、業
界の活性化に繋がれば幸いです。

ました。
　コロナ収束の雰囲気で中止になっ
ていたイベント、コンサート、フェス
ティバルが2021年の春先から夏頃に
かけて、一気に再開されました。それ
により、機材のレンタル会社に多大な
発注が入り、大きなキャッシュフロー
が 生まれ、そ の 結 果PRG /4Wall/ 
Main Light/ Worldstage 等のプロ
ダクション会社（レンタル会社がメイ
ン）から広告宣伝費が出たのだろうと
推測しています。
　本来はメーカーの新商品発表のた
めに行われていた展示会ですが、プロ
ダクション会社の提供するサービスを
宣伝していく展示会に変わるので
は？という兆候と感じる展示会でも
ありました。ハードからソフトへの業
界の移行です。

展示会初日
例年通りの11AMスタート。
　2時間で全てのフロアを一通り見て
歩き、その後2時間で気になったメー

カーに話を聞きにいきました。合計4
時間で見て回れる、ボリューム的には
小規模な展示会でした。コロナ前に比
べると半分を下回る規模だったと思
います。コロナ前のLDIは、まずフロ
アを一通り見て歩くだけで1.5日。気
になるメーカーをリストアップして残
りの1.5日に詰め込み、各メーカー話
半分で切り上げてやっと回りきれる、
そんな規模でした。

　小さい規模が「悪い」というわけで
はなく、実は良い点もありました。例
年は勉強やネットワークのためにス
タッフを連れてくる会社が多いので
すが、今回は代表や社長のみという来
場者が多かったように見受けられま
した。出展メーカーにとっては、購入
決定権のある来場者と話せたのは大
きな利点です。また、来場者にとって
も、人が少ない分、メーカーからじっ
くり話を聞かせてもらえるという利点
があります。これは大きかったと思い
ます。

メーカー紹介　アルファベット順

　MA、 Ayrton、 MDG、ロバジュリを統括する米国の
巨大代理店、ACT Lightingのブースです。大型ツアー
でのイベントによく使われる製品を取り扱っているの
で、コロナ禍ではものすごく苦労されたと思います。北
米に合計3つのセールスオフィスを構え、MA販売サ
ポートを中心にコロナ禍においても業界に大きく貢献
し続けています。
　ブースのスタイルはコロナ前と同じ雰囲気で、MAを
中心に据え、周りにアイルトン、MDG、ロバジュリ等の
有名ブランドで囲わせるという良い設計です。

	 ACT	Lighting
	 https://www.actlighting.com/
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　ブース動画を撮っておけば良かったと悔やんでいます。
　LDIのARRIのブース、Skypanelのカラーチェース演出がすごく可愛かった
のです。
　ただ一番推しているのは、エリスポ・フラッド・ソフトライトも全ての機能を
兼ね揃えているOrbiter。スカイパネルの類似品は数多く出ておりますが、今後
の撮影業界で流行らせていくのはOrbiterのようなライトなのでしょうか？
ちょっと多機能すぎ？
　「すごく素敵なブースだね」とスタッフさんに伝えたら「あら、ありがとう！実
は今年出展するかどうか最後まで悩んだのよ」とのこと。どのメーカーも今年は
苦しそうだけど、続けてブースを出すということはメーカーにとって意味のある
ことだと思います。

	 Arri
	 https://www.arri.com/

　国内でもだいぶんお目にかかるよう
になりましたチューブ型LEDで有名
なアステラです。
　アステラのスタッフさんからの情報
で、今後製造されるAstera Titanと
HeliosチューブにはBTB（Bluetooth 
Bridge)テクノロジーが搭載される
とのこと。
　ライトにbluetoothチップを入れる
ことにより、スマホ・タブレットから送信機のArt7を介さずに制御できるということです。簡易的な現場には最適な方法です。
気をつけないといけないことは、Art7より距離が全然飛びませんし、bluetoothですので落ちることもあります。
　小さいキューブ型のPixel Brickや電球型のNYXも展示してあり、新商品のオンパレードでした。

	 Astera
	 https://astera-led.com/

＜ヒビノライティング　安達さんからの寄稿＞
　1976年の創業から45年、常に世界の照明業界を牽引してきたAvolites社が、新たにラ
イティングコンソールDiamond 9とAvolites専用プラットフォーム Titan v15をリリース
しました。
　Diamond 9にはD9-330とD9-215の2つのラインナップがありますが、どちらも32ユニ
バース出力（最大64）、DMX出力8系統装備。違いは画面数とプレイバックフェーダー数で
す。画面数やインターフェースの数が増えたほか新たにT-Barが装備され、非常に複雑なス
テージのオペレートを直観的に行うことができます。
　Titan v15では、新たにタイムライン機能が
追加されました。タイムライン上にキューやレ
ベル可変などのアクションをセットでき、複雑
なショーデザインもシンプルなオペレーション
で実現可能になりました。

	 Avolites
	 https://www.avolites.com/

D9-330 DP-215
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＜PRG株式会社 内藤さんからの寄稿＞
AYRTON新製品紹介
EURUS/LED	650w

僅か32kgの重量でオールインワン機能を備えたProfileモデルが新登場。
アリーナ、ドームクラスをもターゲットに最大32000ルーメンの高出力を実現。
フレーミング、2ホイールゴボ、アニメーション等の多彩な機能を装備することで、
芝居やコンサートなど幅広いシーンの照明演出をフルカバー。
PERSEO-BEAM/LED	450w

AYRTON独自の最新技術を備えた次世代ムービングライトがIP65モデルとして新登場。
他に例を見ない固定回転合わせて48枚のゴボシステム、2°の絞りを持つズームレンジ、4種の回転プリズムなど多彩な機能によ
り新たな照明効果の創出を可能とする。

	 AYRTON

＜City Theatrical　Morrealeさんからの寄稿＞
　City Theatrical は 20 年以上エンターテインメントと建築照明に先駆
的 なワイヤレス DMX と RDM の革新をもたらしてきました。City 
TheatricalのMultiverse®ワイヤレスDMX / RDMシステムは、他社
の無線DMX送信機から発信される1ユニバース分の電波エネルギー・ノ
イズより、少ない電波量で10ユニバースものデータをブロードキャストで
きます。 マルチバースワイヤレスDMX / RDMソリューションは、会場内
の他のワイヤレスシステムとの干渉のおそれのある有害な量の電波エネルギーを最小限に抑え、ワイヤレスDMXシステムのス
ケールアップを可能にします。これにより、照明の専門家の照明システムに対するアプローチ全体を変えることができます。
　誰にでも使える簡易的なMultiverse SHoW Baby®や、プロ仕様のMultiverse Node。LEDテープライトなどを簡単にワイ
ヤレス調光できるDMX無線受信機能のついた超小型ユニット。テレビ・映画、MV撮影現場でも重宝されるall in one boxの無
線DMXキットなど、CityTheatricalのMultiverse®ワイヤレスDMX / RDMシステムファミリーはさらなる革命を起こして
いきます。

	 City	Theatrical
	 https://www.citytheatrical.com/

＜ヒビノライティング　安達さんからの寄稿＞
　 今 回 の LDI でも巨 大 な ブース で 圧 倒 的 だった CHAUVET 
Professional。
　Color STRIKE Mは、IP65規格のチルトムービングするストロボ/ウォッシュライト
です。パワフルなストロボの周囲をピクセルマッピング可能なパネル面が囲み、今まで

にない個性的な演出が可能です。
　COLORado PXL BarはIP65規格のチル
トムービングするサイクロラマライトです。8
セルと16セルの2機種があります。

　onAir IP Panelは、IP65規格のパネルライトです。非常にあかるくCRIは90以
上でスタジオや放送に最適。サイズは3種類ありました。

　他にもMaverick Forceシリーズから、軽量でコンパクトなツアー品質の4種類のムービングヘッド
が発売。従来のムービングライトに比べて全ての動きが速く、明るいのに軽量コンパクトなのが特徴。

	 CHAUVET	Professional
	 https://www.chauvetprofessional.com/

EURUS PERSEO-BEAM

Color STRIKE M

onAir Panel 1 IP onAir Panel 2 IP

COLORado PXL Bar 8

MAVERICK  
FORCE 1 SPOT

COLORado PXL Bar 16



24 Journal of Japan Association of Lighting Engineers & Designers

＜Tecnical Supply Japan　松本さんからの寄稿＞
AROLLA	PROFILE	MP＆SPOT	MP：LEDベースの
ムービングヘッドではクラス最小・最軽量ながら、強力な光
出力を実現した470W白色LEDエンジンを搭載。eSWAP

（モジュール交換でプロファイルとスポットの自動設定機能）
他ハイクラスなムービングライトに求められる機能を実現。

TAMBORA	BATTEN：スムーズなズームと素早いチルト、高度なピクセルマッピング機能を誇る高出力
8500ルーメンのLEDバー。

革新的なレーザー光源で脚光を浴びたXTYLOSの後継2機種が
MINI	XTYLOS	HPE：小規模から大規模会場まで様々なイベントでより幅広いニーズに応えるパワフ
ルな小型レーザームービング。
XTYLOS	AQUA：	屋内外でレーザー光源を使用して頂くためIP66及マリングレード保護等級に準拠、
初代XTYLOSと同等のスペックを標準装備。

Claypaky 社セールス・ディレクター
Alberico D'Amato のコメント:
　「約2年ぶりに国際的な展示会に戻ってくることができて、大変嬉しかったで
す。私たちの業界はまだ完全には回復しておらず、LDIの出展者数や来場者数は
以前よりも少なかったのですが、この場にいること自体が我々全員にとって大き
な意味を持ちます。また米国内では楽観的な見方が多いように感じました。今年
はパンデミック規制のある最後の冬になると感じており、春にはすべての業界が
ほぼ通常状態に戻り積極的に多くのイベントが開催されるでしょう。しかしなが
ら、今後はショーやイベントの中止よりもこれらのイベントを開催する会場の確
保、加えてパンデミックで業界を去ってしまった人材不足を懸念しています」

	 Clay	Paky
	 https://www.claypaky.it/

　クラブキャノン。CO2ベースのエフェクト機材を製造するメーカーです。
クラブという名前だからクラブ専用の機材じゃないのかな？と思わせますが、大型コンサー
ト、スポーツイベント（NFL等）、撮影現場にも登場する、いろいろな現場に使われているメー
カーです。

　置きだけでなく、手持ちのCO2キャ
ノンもあり。一風変わった演出を求め
ている方には必見のメーカーです。

	 CLUBCANNON
	 https://www.clubcannon.com/

CLAY PAKY ブース

AROLLA PROFILE MP

MINI XTYLOS HPE

CLAY PAKY スタッフ
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　ブースはないけど、プロダクトスポンサー（製品を
LDI会場に提供）として出展しているメーカーも見か
けました。数年前にデビューした、Cozy Roadieツアー
用折り畳み椅子もその1つです。座り心地も最高の高級
感のある椅子です。スタッフさんだけでなく、スターパ
フォーマーや現場に常駐するプロデューサーさんに出
してあげるだけで、すごく喜んでもらえるかもしれません。椅子がケースの中に収納できるので、トランポも場所を取らないうえ、
パイプ椅子で腰痛問題に苦しめられているいつまでも若くないオペレーターさんには必須アイテムです。

	 Cozy	Roadie
	 https://cozyroadie.com/

　毎年LDIに来ているので、新しいメーカーとか出てきたらすぐにわかっちゃう
よ！という感じで、今年も発見。
　ファンエンゲージメント（ファンと一体になる的）な機材やシステムをコロナ前の
展示会でもよく見かけましたが、本製品・サービスは誰でも持っているスマホをベー
スにしたものです。
　ストロボやエフェクトライトをインストールしたアプリを通して、スマホの画面や
裏面フラッシュをWIFIで操作。WIFI送信機とDMX卓をリンクさせて調光卓からも操作可能とのこと。

	 Cueaudio.com
	 https://cueaudio.com/live-events/

＜富士ライト商事　杉浦さんからの寄稿＞
　高出力かつ防滴のフラットライト登場
　CREAMSOURCEは、オーストラリア生まれのメーカーです。
　世界中、どこのメーカーもフラットライトと言えば照射角はミディアム〜ワイドで
す。が、このVortexは世界どこを探しても、ここにしかないナローなフラットライト
です。灯りの直進性は、抜群です。もちろん専用のフィルターを使用することでワイ
ドにもなります。
　CREAMSOURCEは、海外の映画、フォト業界で多くの支持を受けてきました。
　今回、発売されたVortexシリーズは、従来通り映画、ドラマ、CM、フォトのみならずステージマーケットでも活躍できるよう設
計されました。
　特徴としては、Vortex８は8ブロック、Vortex４は4ブロックとマトリックスでパネル制
御をコントール可能。制御は、DMX制御、LumenRadio内蔵、sACNを直接受けることもで
きます。

この機材の良い所は、
　・水かけても大丈夫！！！
　　（しっかりと乾かしてね！）
　・寒い所でも大丈夫！！！
　　（…限界はあります！）

	 Creamsource
	 https://creamsource.com/
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　テープライトをメインにしている米国メーカーの
EL Light社。格安オンラインサイトで購入するより、
保証があり、性能性も高いため、ブロードウェイでの
美術セットへの埋め込み等でよく使われているLED
テープです。ライトボックスに適応しているLEDパ
ネルライトは、実際にみてみた感じですと、剥き出し
LEDチップ仕様より、ものすごくあかりがフラットで
綺麗。つぶつぶなんてもう見えません。

	 EL	Environmental	Lights
	 https://www.environmentallights.com/

＜ウシオライティング㈱さんからの寄稿＞
　イタリアのDTS社は、劇場・テレビスタジオ向けのムービングライト新製品「Alchemy 7」を
出品しました。φ250㎜フレネルレンズと800Wの6色LED光源から、最大CRI98の高い再現
性をもった「ホワイト」を作り出します。また、幅広いスペクトルを持つことによりパステル調の
色合いの再現が得意です。色に関しては、従来のライトを扱っていたような感覚で、フィルター
の色を選び、色温度を自由に変化させる機能も特徴的です。さらに、2枚のフレーミングシャッ
ターが内蔵されたことにより、光が欲しいところだけを照らすのが、より得意になりました。
　使用環境に合わせたサイレントモードを搭載したAlchemy7は、デザイナーからもこれまでに見たことがないムービングライ
トだ、と高い評価を頂き、LDIのBest Debuting Product Awardを受賞しました。

	 DTS
	 https://dts-lighting.it/

　米国のDMX管理機材老舗Doug Fleenor 
Design ダグ・フリーナからの新商品です。
　10シーン壁コントローラー。
　今までは、1universe対応のみでしたが、4 
Universeものも出現！ LEDライト等を常設
に入れるときすごく便利になると思います。
　そのほかにも、性能の悪いDMX内蔵チップを使っているメーカー機材で暴走するときに、コントローラーとの間に噛ませると
便利なデータスピードの変換機や、Artnet/sACN > 16 DMX universeに変換するDINレールはめ込み型のノードなど、どれ
も「あー、あったらいいよー」の便利グッズを取り扱うメーカーです。

	 Doug	Fleenor	Design	
	 http://www.dfd.com

＜株式会社剣プロダクションさんからの寄稿＞
　ETCは今回の2021LDI には出展はしておりません。
今年の夏には発表予定であった新製品もコロナ禍での半
導体不足の影響から、まだ発表できずにいる状況です。
　その中での新製品は、灯具では、S4-750wとほぼ同じ明るさのLEDエリプソイダル
スポットS4 LEDシリーズ3。またスタジオ用照明の Fos/4 フレネルライトをリリース。
　調光卓ではエンコーダー周りを強化したEOSバージョン3.1をリリースしました。
　現在ETCでは、承っているバックオーダーの出荷に全力を注いでいます。

	 ETC（イーティーシー）
	 https://www.etcconnect.com/

Fos/4 フレネルライト

S4 LED シリーズ3


