
Once, most homes in Japan were bathed in brilliant, occasionally 
too-brilliant white light, courtesy of �uorescent tubes. The question 
of why the Japanese prefer such luminescent lighting, with nary a 
shadow cast, is what prompted me to create a series of objects and 
installations using �uorescent tubes. 
In the process, some intriguing lighting-related facts did come to 
light, so to speak. 
One is that the ring-form lamps developed and widely adopted in 
Japan might very well be secret symbols, if not quite of subcultures 
such as anime and manga, or “Cool Japan,” then at least Japan. 
Another is that while we tend to assume that Japan only became truly 
lit up after the war, thanks to �uorescent lighting, in fact the 
Japanese had been fans of excessively bright illumination since the 
prewar era of incandescent lamps, as noted by Junichiro Tanizaki in 
In Praise of Shadows (1933).
Which means that the luminosity of lighting here is not so much the 
product of technology, economics and e�ciency, as a subconscious 
aspiration on the part of the Japanese.
From incandescent bulbs to �uorescent tubes, to LEDs, the 
technology may shift, but what never changes is our quest for bright 
lighting. Dazzling light also prevents us from seeing, and makes us 
forget, the big events (wars, major disasters, accidents) that are 
behind that light, and which gave impetus to those technologies.
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かつて日本の多くの家庭を白 と々、ときに過度なまでに
明るく照らした蛍光灯による照明。何故、影を作らない明るい照明が
日本で好まれるのか…、この疑問が、一連の蛍光灯による
オブジェ、インスタレーション作品の契機となりました。と、同時に、
照明に関連して、いくつか興味深い事実にも気づかされます。
一つは、日本で独自に発展・普及したサークル型ランプは、
アニメ・マンガのようなサブカルでも、“クールジャパン”でもないけれど、
隠れて日本を象徴するプロダクトではないか…、ということ。
そして、日本は、戦後、蛍光灯によって明るくなったと思われがちですが、
実は、戦前の白熱灯の時代から、すでに過度に明るい照明が好まれた、
という『陰影礼讃』（谷崎潤一郎、昭和8年/1933年）にある指摘です。
つまり、日本の明るい照明は、技術、経済・効率性によって、というより、
むしろ日本人の無意識の願望によってもたらされたのではないか…。
白熱灯から蛍光灯へ、そしてLEDへ。技術の移行はありますが、
私たちは変わらず明るい照明を求め続けます。
そして、眩い光は、その背景にあって、技術を促進した
大きな事件（戦争、大災害・事故）を見えなくし、忘れさせます。
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