
overseas

information

海外情報

2021 LDIレポート
in Las Vegas（後編）

裏方屋ドットコム 代表  瀬尾 周平

22 Journal of Japan Association of Lighting Engineers & Designers

＜フォーリーフ　菊川さんから寄稿＞
2021LDIで新商品が発表されました。impressionX5 washとimpressionX5 IPbarです。
・impressionX5 wash 40w×19　RGBL  650°PAN、230°TILT ビーム角3.5°～ 65°
 iQ.Gamutカラーアルゴリズムを搭載したX5は、6500KでCRI90 / TLCI90
 LEEフィルターパレットから64色にアクセスできる仮想カラーホイール、マゼン

タ/グリーン補正　重量13.3kg
・impressionX5 IPbar 40w×18　RGBL   ビーム角5°～ 60°IP65防滴
 特許取得済みの高速チルトムーブメント195° iQ.Gamutカラー

アルゴリズムを搭載したX5は、仮想カラーホイール、マゼンタ
/グリーン補正　重量26kg

GLP社ホームページにて新商品の動画が公開されています。是非ご覧下さい。

	 GLP ｜ German	Light	Product
	 https://www.germanlightproducts.com/

　コロナからの立て直しを勢いに任せ無理矢理にでも進めようという雰囲気で開催されたLDI 2021 in Las Vegasについて
先月号に続き報告します。

　台湾に親会社のあるカリフォルニアのFiilexです。撮影機材だけでなく、植物を育てる専用のラ
イトも開発・販売されています。照明メーカーは演出だけでなく、植物を屋内で育てるためのライト
の開発に躍起です。

　フネレルレンズを取り入れた、なんともキャッチーなラ
イト、Matrix Color（マトリックス・カラー） は防水機能
もついている優れもの。付属品のフレネルレンズをつけ
れば、簡単にアイキャンディーエフェクトの完成です。MV
のバックグランドにおいておけば、すごく効果的だと思
われます。
https://fiilex.com/products/Matrix_Color.php

展示会動画はこちらから
https://www.facebook.com/urakataya/videos/434796264965818

　数ヶ月前にリリースされた超小型のフルカラー P3も気になる製品です。小型でこれほどのあかり
と演色性に富んでいる機材は滅多にないのでは？マニュアル+DMX制御対応。
https://fiilex.com/products/P3_Color.php

	 Fiilex
	 https://fiilex.com/

impression X5 Wash

impression X5 IP Bar
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　米国で電源ボックスといえばコネチカット州にあるLEX Productが主流でした
が、INDU-Electricの進出後、多くのレンタル会社がINDU製品の取り扱いを始めま
した。
　その理由は、小さい、分岐ボックスの種類が多い、カスタムにも対応してくれると
多岐に渡ります。数年前ですが社長さんから日本のCもDコネも対応可能と聞きま
した。
　初めて見た時にはなんて小さくて、高性能なんだろうという印象を受けた分岐
ボックスメーカー。

	 INDU-ELECTRIC
	 https://www.indu-electric.com/

　なぜか展示会の片隅にポツンとおいてあったスケスケのテレビモニターです。
　有機ELの消費者レベルのテレビモニターとのこと。LG製品です。
　演出的には面白いことができるんじゃないかなあと想像を掻き立てられる製品で
す。
　「32インチで100万ぐらい」の価格帯とのこと。
　数年後にはライバルの出現で格安になっているのではないでしょうか？

	 LG	Display
	 https://lgdisplay.com/

＜ウシオライティング ㈱さんからの寄稿＞
　ETC/High End Systemsからは、白色光源のハイパワー LEDを搭載して、ゴボ、CMYミキシング、
フレーミングシャッターなどフル機能ながら小型軽量なムービングライトLonestarが発売を開始しま
した。仕込む時にスタッフの負担にならず、コンサートからイベントまで幅広く現場で使いやすいライト
に仕上がっています。

	 High	End	Systems	-	ETC
	 https://www.etcconnect.com/Products/High-End-Systems/

＜ゴング　木崎さんからの寄稿＞
　どなたでも直感的に操作できるヴィジュアルエ
フェクトジェネレーター／メディアサーバーソフト
ウェア「MADRIX」。
　パワフルでシンプル、多彩でクリエイティブなエ
フェクトパターンを、様々なLEDフィクスチャに送
出できるソフトウェアです。
　内蔵エフェクトパターンをカスタマイズすること
はもちろん、音声入力データを解析して反応するイ
ンタラクティブエフェクトも多数搭載！
　ソフトウェアだけでなく、LUNA、STELLA、NEBULAといったノード類や、アナログ信号を変換してMADRIXで受信できる
ORION、Art-Net/sACNマルチユニバースレコーダー /プレイヤー AURAなど、バラエティ豊富なハードウェアもラインアップ！
　MADRIXシリーズを使えばLED照明演出を思いのままコントールできます！

	 MADRIX
	 https://www.madrix.com/

ダイナミックな動きの演出からゆったりと落ち着い
たカラーエフェクトまで。
複雑なマッピングに複数のレイヤーを重ね、あなた
にしか創れないオリジナルのエフェクトパターン。
MADRIXによるLEDコントロールは唯一無二の独
創的な空間演出を実現します。

Art-Net/sACNマルチユニバー
スレコーダー/プレイヤー

「MADRIX AURA」。
・カンタンレコーディング
・ボタン一つで再生可能
・コンピュータブラウザからも
　コントロール 可能
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　TSJさんが最近代理店として公表されましたPortman Lightsの新商品の
Mantis。
　ハロゲン？と思わせながら、実は！ RGBW 60w×3を搭載した見た目も新鮮

で、演出の想像力をくすぐられてしまう
おしゃれなライトです。
　リフレクターにぼんやり写りながら、
いきなりブラインダー。かなりの光量で、
圧倒されます。しかも真ん中のところに
ゴボプレートをかまして、バックライト。MVや企業イベントにも最適。
　あんまり聞かないポーランドの照明メーカー。これからの動きが非常に気になる存在で
す。

	 Portman	Lights（ポートマンライツ）
	 https://portmanlights.com/

＜タマ・テック・ラボ岡田さんからの寄稿＞
【MA	Lighting新製品】
grandMA3	viz-key

ビジュアライザードングル／ onPC用 DMXパラメータドングル
PCに接続するだけでビジュアライゼーションに必要な250,000パラメータを有効に、またonPCソフトウェアで512DMXパラメー
タを出力可能にします。Capture、WYSIWYG、Carbon for Unreal、Depence²、Visionに加え、新たにL8にも対応しました。
grandMA3	onPC	rack-unit

19インチラックマウントのonPCコントロールソリューション
フェーダーやボタンがないので誤操作をすることがなく、建築照明やテーマパークの固定設備として、また卓のバックアップと
しても最適です。

	 MA	Lighting
	 https://www.malighting.com/

＜マーチン プロフェッショナル ジャパン株式会社　深澤さんからの寄稿＞
MAC	Ultra	Performance/Wash

LEDムービングライトのMartinニュースタンダードです。専用開発のWhite 
LED光源を使用し、MAC Ultra Performanceは最大46,500 lm、MAC Ultra 
Washは最大63,500 lmとかつてない出力を誇ります。Performanceは160mm、
Washは220mmと大口径のフロントレンズを備え、Performanceにはフレーミ
ング、アニメーションのほか、ローテートゴボを2スロット装備し様々な用途にご
利用いただけます。
VDO	Atomic	Bold

VDO Atomic Dotに続く、VDOファミリーの新機種です。
ハイパワー 8,000 lm（ストロボ時13,000 lm）のメインビームに加え、72個の
Auraバックライトを備え、ストロボ、パーライト（PAR64サイズ）、ピクセルマッ
ピングにも使用できる多彩な器具です。
新RUSH	PAR2	RGBW	Zoom	＆	RUSH	MH6	Wash

ベストセラー、RUSH PAR2 RGBW ZoomとRUSH MH6 Washの後継機が2022年春に発売予定です。 コンパクトさはそのま
まに、よりハイパワーになって登場です。

	 Martin	Professional	by	Harman
	 https://www.martin.com

grandMA3 onPC rack-unit

MAC Ultra Performance

VDO Atomic Bold

grandMA3 viz-key
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　映像LED照明機材といえばVitec GroupのLitepanelシリーズが有名どころ。
　皆さんご存知だったかもしれませんが、Vitec Groupが数ヶ月前にLEDチューブ
ライトでアステラとライバルのクエーザーサイエンス(QS)を吸収したとのこと。
　ブースはクエーザーのレインボーシリーズ、チューブライトを所狭しと並べて埋め
尽くした、素晴らしい演出性のあるものでした。まずはクールホワイトでのエフェク
トのみで白だけ？と思わせておきながら、いきなり多色性エフェクトをかけます。撮
影用だけでなく演出的にも使えるという特性を全面に出した文句なしのブース設計。Litepanelの横に設置してあるので、ついで
に見ておくか的なお客様も足を止める見事なブースでした。

　クエーザーサイエンスのチューブライトのライトショーはこちらのリンクよりご
覧になれます。40秒ぐらいからフルカラー演出となります。
https://www.facebook.com/urakataya/videos/3110133282647701

＜㈱LTG市川さんからの寄稿＞
　2021年ROBE Productsに新たな
仲間が加わりました。
　『CUETE™』『LEDBeam 350™』

『ProMotion™ ADM』『iSpiider® 
※IP65』
　心躍る、未来へと導く照明器具を是
非ともご覧ください。

	 Quasar	Science
	 https://www.quasarscience.com/

	 ROBE
	 https://www.robe.cz/

＜SGM JAPAN　藤森さんからの寄稿＞
　SGMからは“Q-8“が新たにラインナップに加わりました。
　Q-8は、110度ビーム角のRGBWフルカラーのパネルLEDと、パネルLEDの上下に配置された76度ビーム角の白色7,000kス
トロボLEDの2つの光源を持っております。
　パネルLEDは最大約52,000lm、ストロボLEDは最大約54,000lmと大変高い出力があります。パネルLEDにて生成される
白色は非常に高い演色性を持ち、5,600k時にはCRI/TLCI値95を誇ります。(TLCI：テレビ照明一貫性指数。TV照明で用いら
れる24色による演色評価)ステージやスタジオ、シアター、屋外ライトアップ等は勿論、昨今のネット配信などにおいて質の高い
光を様々な場面でお使い頂けます。また、標準モデルで SGM特許技術”Dehumidifier(除湿機能)”を搭載しており、LED素子
や電子部品の劣化を最大限に
抑えます。IEC防水･防塵保護
等 級 IP66、IEC 耐 衝 撃 等 級
IK06。

	 SGM
	 http://www.sgmlight.co.jp/

CUETE™

Q-8外観 白色 ストロボLED フルカラー パネルLED

LEDBeam 350™ ProMotion™ ADM
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　日本のウシオライティングさんのシスターカンパニー
の米国USHIO AMERICAです。
　クレッグさん、ケビンさん、中村さんの最強営業チー
ムです。ブースサイズは小さいながら、日本の出展メー
カーさんが米国業者さんとトークに花を咲かせている
ところを見ると、やはり嬉しいものです。Sai-300と500
のLEDピンを展示されていらっしゃいました。
　日本でのフォローピンのシェア率99.9%はウシオさん
だと思いますが、米国では、米国メーカーの存在もあり、
それほどではないのが現状。ただ性能に関してはやはり
日本のエンジニアが入っている製品は特別なところがあ
ります。これからの米国進出が楽しみな、日本を代表す
るエンタメ業界にはなくてはならないメーカーさんです。

	 Ushio	America
	 https://www.ushio.com/

　LEDテープだけでなく、ちょっと珍しい演出照明機材を製造す
るドイツのメーカーさんです。
　Schnick Schack Systems の M-Dot MK2 and Intelligence 
M60が特に、今回の展示会ブースでは目を引きました。
　10本のケーブルの先に、取り付けられたLEDチップをランダム
にon/offすることにより、星空に散らばる無数の星のようなエ
フェクトが容易に作れるシステムです。色は2パターンで、WWと
CW。
　お星様キラキラ演出を求められたら、是非ともおすすめしたい
機材です。

	 Schnick	Schnack	Systems
	 https://schnick.schnack.systems/

　アイルランドから生まれたマニュアルフォ
ローシステムのSpotrackです。
　コンピューターのマウス等を使い、モニ
ターに映し出された舞台のムービングライト
をターゲットに当てる機能。市民ホールで舞
台袖中からシーリングのムービングをフォ
ローピンとしてコントロールもできます。モニターとラックマウントのコンピューター式で
すので、場所も取りません。舞台やエンタメ業界だけでなく、テーマパークやビル管理に
も使える可能性を持っております。カメラでのフォロー機能も追加となり、カメラマンが
追っている被写体にも自動的に照明がフォローするということもできるらしいです。写真
はChad、Adam、LiamのSpotrackチーム。瀬尾も数年前から関わらせてもらっており
ます。対面は実に2年ぶり。昔からの仲間なので、久々の邂逅に違和感もなくジョークを
交えた楽しい会話で再会を喜び合いました。ブースの位置的に客足の多いACT 
Lightingの真横という効果もあり、結構な頻度で来展者が説明を受けておりました。

	 Spotrack
	 https://www.spotrack.com/



27Journal of Japan Association of Lighting Engineers & Designers

製品詳細・情報に関しましては筆者の理解によるものであり、正確性は保障しかねます。
正しい製品詳細・情報に関しましてはメーカーが発表している資料をご参照くださいますようお願いいたします。

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


