
 

 

 

舞台設計および照明設計のための支援システムの提案 

門脇 まどか*†  秋濱 茉唯*†  越後 宏紀*  五十嵐 悠紀* 

概要．  総合芸術とされる演劇において，舞台設置や照明等の視覚的効果を与える演出は必要不可欠と

なる．しかし実際の現場では，舞台の設計に関する視覚的調整は本番直前の劇場入りまで行えないこと

が多く，限られた時間内でスムーズな調整を行うには図面等を用いた事前の話し合いがとても重要であ

る．中でも舞台を取り纏める演出家は，役者への指示に加え，照明や舞台美術，音響などの様々な役職

とコミュニケーションを取り合う必要があり，限られた時間の中で舞台のイメージを共有しなければな

らない．本稿では，舞台の設計及び照明の設計に焦点をあて，舞台設計時におけるイメージ共有を容易

に行える舞台照明設計支援システムを提案する．本システムは，舞台の大きさ，照明の設置，大道具設

置の 3 項目に注目し，未経験者でも操作可能な視覚的な操作を備え，舞台設計の共有，相談を目的とし

たコミュニケーションツールとして活用することができるものである． 

 

1 はじめに 

演劇は役者が舞台上で演技するだけではなく，舞

台設置や照明，音楽などの視覚上の効果を伴う総合

芸術である．演劇を上演するまでには，台本や役者

の稽古，広報活動などの活動はもちろんのこと，劇

場に入ってから本番までにも数々の工程を踏む[1]．

例えば，舞台セットの搬入や，音響機材および照明

機材の搬入と確認作業，役者の動きと音響・照明の

タイミング調整，演出を確認する場当たり，本番前

のゲネプロ（本番同様に舞台上で行う通し稽古のこ

と）などがあげられ，これらの工程を限られた時間

の中で行う必要がある．また，演劇は演出プランや

台本，役者の特徴，劇場の大きさなど様々な状況を

踏まえて作り上げていくため，変化が絶えない．そ

のため，本番と同じ環境で練習することが望ましい

が，多くの場合，本番を行う劇場に入ることができ

るのは本番の直前であるのが現状である． 

劇場に入ってから本番までの限られた時間を効率

よく過ごすためには，役者，演出，照明，音響，広

報などの劇団員全員が事前に本番の舞台全体を頭の

中でイメージし（以下，舞台イメージとする），その

舞台イメージを共有しておくことが必要である．舞

台イメージを共有する方法として，仕込み図[2]とよ

ばれる図面を書く手法があり，スポットライトの吊

りこみ位置や，照射方向などを文字や記号，数字で

表現している．実際の仕込み図を図 1 に示す．しか

しながら，実際に上演する劇場の詳細な舞台イメー

ジの共有は難しく，特に演劇初心者にとっては図面

や話し合いのみで舞台設計を把握していくことは容

易ではない．特に照明機材に関しては，照明の舞台

への当たり具合や役者の位置に合わせた照明の配置

など，事前の打ち合わせでは補えない部分が多く，

実際の劇場での確認に時間を要する．明治大学シェ

イクスピアプロジェクトでは，劇場に入ってから照

明の仕込みをするのにまる 2 日を要しており，その

後に場当たりで細かい調整を行っている[1]． 

我々は，事前に舞台イメージを共有することが難

しいという問題を解決するため，舞台の設計及び照

明の設計に焦点をあて，舞台イメージを容易に共有

できる舞台照明設計支援システムを提案する．本シ

ステムは，「舞台の大きさ」「照明の設置」「大道具設

置」の 3 項目に注目し，演劇未経験者でも操作可能

とするために視覚的な操作でのインタフェースを備

えた．また，劇団員同士の舞台設計の共有，相談を

目的としたコミュニケーションツールである． 

図 1. 仕込み図 
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2 関連研究 

演劇をつくるうえで舞台を設計し，さらにその内

容を他の人に伝えるのは容易ではない作業である.

中條らは，Android を用いた演劇を支援するアプリ

ケーションを提案しており，台本上の任意の点で照

明，音響の演出情報を付与している[3]．舞台を

3DCG で表現しており，操作が容易なシステム画面

として参考となる部分が多くあった．本稿では，舞

台イメージを共有することが目的であるため，舞台

の大きさ，照明の設置，大道具の設置のみに限定し，

詳細な操作や現実に近い舞台の可視化の実現を目指

している．兼松らは照明設計を支援するために，シ

ナリオから得られる情報をもとに既存作品から照明

情報を抽出するライティングスクラップブックを開

発した[4]．我々の提案システムでは，大道具として

人物やブロックをシステム内に設置し，実際に照明

がどのように当たって見えるのかを可視化すること

で，照明設計を支援している． 

竹内らは，テーブルトップ上に小さな舞台空間を

構築し，役者に見立てた人形を操作することで舞台

演 出 の イ メ ー ジ を 容 易 に す る シ ス テ ム

DiamondTheater を提案している[5, 6]．また，徳本

らはジオラマモデルを用いて舞台照明演出を支援す

るシステムを提案している[7]．これらは現実空間に

舞台のモデルを用意することでイメージを容易にし

ている．我々の提案システムではデジタル空間での

可視化を目指し，3DCG を用いて舞台を表現してい

る．3DCG で舞台を表現することで，遠隔での舞台

イメージの共有も可能となり，対面で会わずとも劇

団員同士で意見交換できることを想定している． 

 

3 提案システム 

3.1 システムの概要 

本システムは仮想空間で舞台照明の設計を行うシ

ステムである．開発環境はゲームエンジンである

Unity，プログラミング言語は C#を用いた．ユーザ

は自分がつくりたい舞台の照明をシステム内で再現

することができ，大道具を含めた舞台美術に関して

シミュレーションをすることができる．本システム

の流れを図 2 に示す．画面右側にある 3 つのタブを

切り替えることで，「舞台の大きさ」「照明の設計」

「大道具設置」の操作をそれぞれ独立して行うこと

ができるようになっている．画面左側は舞台を上空

から俯瞰した様子を表現しており，黒い円は照明を

表している．また，黒い線は照明を吊るすために設

置されているバトンと呼ばれる棒を表現しており，

照明はこの線上を自由に移動することができる． 

 

(a) システムの最初の画面 

 

 

(b) 舞台の大きさ設定 

 

 

(c) 照明設計 

 

 

(d)大道具の設置 

 

図 2．提案システムの流れ 
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 舞台の大きさ 

Stage タブ(図 2(b))ではステージの大きさを数値

の入力によって変更できる．ユーザは使用する舞台

の寸法(横幅×奥行×高さ)を入力すると，その大き

さの舞台が仮想空間に作られる． 

 照明の設置 

Light タブ(図 2(c))では 6 つの照明の位置・色・向

き・明るさを変更できる．Light タブ内にある

「On/Off」ボタンを押すと，選択した照明を点ける

か点けないかを切り替えることができる．また，各

色のボタンを選択することで，照明の色を変更する

ことができる．色の選択ではデフォルトで白色が選

択される．Light タブ内にある「Intensity」スライ

ダーでは，照明の明るさを変更できる．なお，この

とき全ての照明の明るさは均一であり，個別に指定

することはできない．  

 大道具設置 

Block タブ(図 2(d))ではキューブ状のブロックを

重ねていくことで舞台美術を簡易的に設計すること

ができる．「Light On」のチェックマークを外すと，

格子を含めた照明すべてが非表示となり，舞台を上

から見たときに障害物なく舞台全体をみることがで

きるようになる．なお，すでに設定した照明の内容

は保持される．「Create」に表示されている画像をク

リックすると，その画像に表示された物体が生成可

能となる．その状態で左側に表示された舞台の床部

分をクリックすると，その場所に赤色のブロックが

生成される．ブロックを持ち上げたい場合は Shift

キーを押しながらブロックをドラッグするとブロッ

クがその場で持ち上がるので，そのまま重ねるよう

に配置することができる．マウスを右クリックする

と，赤色のブロックがすべて固定される．固定され

たブロックは赤色からグレーに変更され，以降は位

置の変更はできない． 

ブロックを消したい場合はタブ内の Delete ボタ

ンを押下後，削除したいブロックをクリックするこ

とで削除ができる．人の形をした人形をクリックす

ると，舞台上に人を配置することができる．人は大

道具と異なり舞台上で固定することは行わないため，

本提案システム内でも固定することはできないよう

な設定とした．ブロックと同様の操作で削除するこ

とは可能である． 

3.2 アルゴリズム 

舞台の大きさを決定する際ユーザは実際の寸法を

入力するが，表示する舞台の大きさはユーザの入力

した数値を元に舞台の横幅を基準とした割合で表示

している．これは舞台がカメラの画角からはみ出し

てしまうことをなるべく防ぎ，よりユーザにとって

使いやすいシステムにするためである．なお，ユー

ザがどんな数値を入力しても，舞台の横・後ろには

壁があり，照明は舞台の上に配置されるようにして

いる．その際，全ての高さはユーザが入力した舞台

の横幅を基準に計算されている. 

さらに，照明には照明の角度や位置を十字キーや

マウスドラッグで動かすスクリプトが適用されてい

るが，適用されているスクリプトのアクティブ・非

アクティブを切り替えることでそれぞれの照明をイ

ンタラクティブに操作できるようにした． 

 

4 実験 

4.1 実験方法 

実際に本システムを用いて舞台の設計をシミュレ

ーションする実験を 20-25 歳の学生 8 人に行った．

8 人のうち，演劇未経験者が 6 人，演劇経験者が 2

人であり，演劇経験者のうち 1 人が舞台の照明の経

験者であった．この実験から，本システムを用いる

ことで，ユーザがイメージした舞台設計を表現する

ことができるかを検証した． 

実験では，まず，4 種類の実際の舞台の写真を用

意し，ユーザに好きなものを 1種類選んでもらった．

その後，選んだ写真と同じ舞台を本システム上で模

倣してつくってもらい，その後アンケートによるシ

 

(a)モデル画像 

 

(b)システムを用いた舞台の模倣 

 

図 3．モデル画像とその模倣 
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ステムの使い心地や実用性を調査した．実験で使用

した 4 種類の舞台写真のうち 1つのモデル画像とシ

ステムを用いて作成した舞台の模倣図を図 3に示す． 

アンケートの項目を表 1 に示す．Q1-Q5 について

は，「とても使いやすい，使いやすい，どちらともい

えない，使いづらい，とても使いづらい」の 5 段階

のリッカート尺度で回答してもらい，それぞれの質

問についての理由を記述してもらった．また，Q8 に

ついては，「とても思う，まあ思う，あまり思わない，

全く思わない」の 4 段階で評価してもらい，その評

価であると回答した理由を記述してもらった．  

4.2 結果と考察 

アンケート結果を図 4 に示す．この結果から，シ

ステムの有効性を考察する． 

 舞台の大きさについて 

Q1 の舞台の大きさ設定については，「どちらとも

いえない」と回答した実験参加者が多かった．その

理由として，「入力してすぐ反映されるのは使いやす

かったが，数値を大きくしても割合が同じだと右図

の大きさが変わらないところは少し違和感があっ

た．」「割合で表示してくれた方が分かりやすいと思

いました．」という回答があった．メートル表記での

入力の形になっているにも関わらず，サイズを変更

しても大道具の大きさ等が変更されない仕様になっ

ていることから，混乱を招いたと考えられる．した

がって，割合での入力表示に変更する，舞台の大き

さに合わせて大道具の大きさを変更する等の改善が

見込まれる． 

 照明の操作について 

照明の設計に関しては，Q2 から Q4 の 3 点に分

けて質問項目を設定した．Q2 の照明の位置を操作

する際の使い心地については，「とても使いやすい」

「使いやすい」と回答した実験参加者が多く見受け

られた．その理由として，「直感的に操作できた」「ラ

イトの配置を自由に動かして，リアルタイムで光源

の位置を見ながら試行錯誤できたので使いやすかっ

たと思いました．」等，上からの図や真正面からの図

を見ながら直感的に操作できることを使いやすいと

感じるユーザが多い印象を受けた． 

Q3 の照明の角度を操作する際の使い心地につい

ては，「とても使いやすい」「使いやすい」と回答し

た実験参加者が多く見受けられた．その理由として，

「角度を変化させることで照明がどのように当たる

のかを確認する事ができた」ことを良いとする意見

があった．また，「ジョイスティックに近い操作方法

だったので使いやすかった」という意見から，ジョ

イスティック等を使ったよりインタラクティブな操

作への発展も期待できる． 

Q4 の照明の色を操作する際の使い心地について

は，「とても使いやすい」と回答した実験参加者が多

かった．「使いづらい」と回答した実験参加者の理由

として，色のバリエーションに関する指摘があった．

現在のシステムでは，赤，橙，黄，緑，水色，青，

紫，桃，白の 9 色に色を変更できる仕様となってい

る．この 9 種類について，色の種類が豊富という肯

定的な意見もありつつも，「カラーピッカーで詳細に

選ばせてほしい」という意見もあった．実際に現場

で使用している照明には LED を使用した照明器具

も多く出回っているため，より詳細な色の選択をで

きるようにすることで，ユーザのイメージ図をより

表 1．実験後アンケート 

 質問項目 

Q1 

ステージの大きさを設定する際の使い心地は

どうでしたか？(1.とても使いやすい-5.とても

使いづらい+自由記述) 

Q2 

照明の位置を操作する際の使い心地はどうで

したか？(1.とても使いやすい-5.とても使いづ

らい+自由記述) 

Q3 

照明の角度を操作する際の使い心地はどうで

したか？(1.とても使いやすい-5.とても使いづ

らい+自由記述) 

Q4 

照明の色を操作する際の使い心地はどうでし

たか？(1.とても使いやすい-5.とても使いづら

い+自由記述) 

Q5 

舞台上にブロックを置く際の使い心地はどう

でしたか？(1.とても使いづらい-5.とても使い

やすい+自由記述) 

Q6 
本システムにおいて特に使いやすいと思った

機能があれば教えてください．(自由記述) 

Q7 
本システムにおいて特に使いづらいと思った

機能があれば教えてください．(自由記述) 

Q8 

本システムを実際に現場でも使ってみたいと

思われますか？(1 とても思う -4. 全く思わな

い+自由記述) 

 

 

図 4．Q1～Q5のアンケート結果 

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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確かなものにできると考える．また，舞台の照明で

は，「ゼラ」と呼ばれるポリエステルフィルムででき

たカラーフィルターを使用して照明の色を出してい

る．そのため，事前に舞台で使いたい色を選択し，

その情報を保存しておくことで，その選択した色の

中から容易に変更できるように調整したいと考えて

いる． 

以上より，本システムの照明の設計に関しては直

感的な操作が可能であり，使いやすいという結果が

得られた． 

 大道具の設置操作について 

Q5 の大道具の設置をする際の使い心地について

は，実験参加者によって回答が分かれた．ブロック

生成時のアニメーションやブロックの高さを変える

際に生じるバウンドするアニメーションに関しては

良い評価を得た．しかし，当たり判定を用いたこと

により，隣同士のブロックが反発し，慣れないと細

かく綺麗に整えるのが難しいという意見も数多くあ

った．簡単でストレスの無い操作は重要であるため，

スナップ機能を付与するなど改善する必要があると

考える． 

 本システムの利便性について 

表 1 の質問項目 Q8 において，実験参加者のうち

7 人が「まあ思う」，1 人が「とても思う」と回答し

ており，実験参加者全員が使ってみたいと回答した

ことが分かった．それらの答えの理由について，「作

る前にイメージをみんなと共有できるから」といっ

た理由や「初期のイメージを再現するのに良いと思

う」といった理由が挙げられた．また，演劇経験者

の意見として「舞台設計と照明プランを同時に組め

るのは嬉しい」「光の当たり具合，色の混ざりも分か

るのが良い」といった声も聞くことができた．これ

らのことから，本システムは有効性が十分にあるこ

とが分かり，実際の現場での活躍が期待できる． 

 

5 まとめと今後の展望 

本稿では，演劇の制作におけるコミュニケーショ

ンをよりスムーズに行うことのできるシミュレーシ

ョンシステムの提案を行った．「舞台の大きさ」「照

明の設置」「大道具の設置」の 3 項目に着目し，舞台

設計の共有や相談を目的としたコミュニケーション

ツールとしての使用を可能とした． 

実験結果から，本システムは舞台というひとつの

作品を作り上げる上で有用であることが示された．

今後は，ひとつの工程にかかる時間を減らし，演劇

をより誰もが関わることのできるものにすることで，

演劇界のさらなる発展を望む．また VR や AR の発

展に伴い，仮想空間上での演劇やライブ配信，リモ

ート協議等で本システムの新たな需要を期待する． 
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