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まえがき

2001年，国内におけるアミューズメントパークは，「ユ

ニバーサル・スタジオ・ジャパン」「東京ディズニーシー」

のオープンにより競争が激しさを増している。こうした中，

ハウステンボス（株）は，夏休み（7 月20日～ 9月16日）の

集客を目的とした「2001年度ハウステンボス噴水計画」の

プレゼンテーション参加者を募集した。富士電機は総合プ

ロデュースを「演出ハイテク噴水」の第一人者である七尾

邦彦氏に依頼し，他４社とともにコンペティションに参加

した結果，コンセプト，プラン，および噴水技術力が認め

られ採用されるに至った。本稿では，このアジア最大規模

の「ハウステンボス」ウォーターショーを紹介する。

「ハウステンボス」ウォーターショーの概要

「ハウステンボス」ウォーターショーは昼のショーであ

る「データイムプラン」と夜のショーである「ナイトタイ

ムプラン」からなる。海水を利用した大規模噴水ショーは

世界的にも珍しく，欧米から10年ほど遅れているといわれ

る日本の噴水ビジネスにおいてこれほどの数量・規模のノ

ズルが一度に使用されたケースは初めてである。音と光と

調和し，これらのノズルから噴き出す水が織り成す光景は

さながら劇場でショーを鑑賞しているかのようであり，通

常の噴水とはまったく異なる演出のハイテク噴水となって

いる。「ハウステンボス」ウォーターショーの全景を図１

に示す。

２.１ コンセプト

本噴水ショーはハウステンボス（株）が目指している「人

と自然が共存・調和する街」「本物の文化や芸術を熟成す

る街」「水の都」を基本コンセプトとし，次のようなテー

マを基調に企画立案した。

高級感・品格・ドラマ性

ファミリー層へのアピール

来場動機の創出・話題性

２.２ 基本プラン

環境調和型の大規模噴水とするため，上水を使用せず海

水利用を基本とし，国内では他に類を見ない噴水システム

としての希少性を追求するため下記の特殊システムを採用

した。

アジア最大，高さ 30mのジャイアント噴水

日本最大級 1,000ノズルの体感型フォグシステム

長さ 50mの巨大フローティング噴水ステージ

オリジナルサウンド制作（作曲：ミッキー吉野氏）

水とのふれあいの場としての親水噴水

これらのシステムを効果的に組み合わせ，図２，図３に

示すようなパースでショーのイメージを表現した。

２.２.１ データイムプラン

所要時間：6分

曲名：「Tango the Wind」「Hand in Hand」

開催回数：5回/日

昼のショー（図４）は，噴水ステージの背後に停泊して

いる帆船「デ・リーフデ」がオランダを出航し日本に漂着

するまでをイメージし，ドラマチックな演出としている。

また，大量に押し寄せる霧と，大型でダイナミックな噴水

シーンを次々に登場させることで，水の躍動感と清涼感を

体験するパワフルなアメリカンスタイルのショーとした。
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図１　「ハウステンボス」ウォーターショーの全景
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２.２.２ ナイトタイムプラン

所要時間：12分

曲名：「Seven Seas」「After Dark」「Longway from

Home」「Moon Beams」「Mother Land」「We are the

Ears of the Earth」「Finale」

開催回数：1回/日

夜のショー（図５）は，ゆったりとした幻想的なシーン

から始まり，楽しいリズミカルな曲に移り，感動的なファ

イナルを迎えるという７曲の組曲で構成されており，これ

に特殊照明による色鮮やかなイルミネーションが加わるこ

とで，エレガントなヨーロッパスタイルのショーとした。

システム構成

本システムは，特殊フローティング，ノズル，ポンプ設

備，特殊照明設備，音響設備，制御設備，電気設備から構

成されている。全体配置図を図６に示す。

３.１ ノズル

噴水のノズルは，水景や噴出する高さなどにより形状が

異なる。総数 1,200 本のノズルを駆使し，今回採用した噴

水のバリエーションは図７に示す形状を基本に全16種類か

らなる。材質は黄銅製で，クリスタルアーチ，バレリーナ，

フラワーといった繊細な水景のノズルは構造が複雑である

と同時にノズル自体が見た目にも美しいデザインとなって

いる。一方，センタージェット，ケーキ，アイランドなど

の大型噴水ノズルには「エアレーション効果」のノズルを

導入した。エアレーション効果のノズルとは，水と空気が

混ざり合うことで水が白濁し，噴水の太さがボリューム

アップして見える効果と，照明を当てた際に色が着きやす

いという効果が得られるノズルのことである。

パワフルな演出のために取り入れたジャイアント噴水は，

高さ 30mまで噴出し，水面から垂直に上がるタイプと巨

大なアーチ形を描くタイプを採用している。さらには，帆

船「デ・リーフデ」があたかも航行しているかのように見

せるハイボリューム噴水を採用しており，ノズル形状はバ

ラエティーに富んだ構成としている。

３.２ 特殊フローティング

海上における噴水ステージは，高低差１ｍを超える潮位

変動による影響を排除し，安定した噴水ショーを提供する

ため，フロート式ステージとしている（図８）。本フロー

トには，海水仕様の水中ポンプ 48台，水中照明18灯，ノ

ズル，配管，電装品が搭載され，総質量 40トンとなって

いる。また，メンテナンスを考慮し，作業員の歩行も可能

な構造とし，毎分 5トンの海水吐出にも耐えうる構造とし

ている。また，この構造物を海面に浮かせるために採用し

た合成樹脂製の浮力材は，特殊アクリルウレタン系塗料で
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図２　昼のパース

図３　夜のパース

図４　データイムプラン

図５　ナイトタイムプラン
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コーティングすることにより，牡蛎（かき）や藻類の付着

を防止している。

３.３ フォグシステム

フォグシステムは，自然の霧とほとんど変わらない人口

の霧を噴き出す噴水で，空間に奥行き感を与え照明演出に

より幻想的な雰囲気を創出するとともに来場者に清涼感を

与える効果がある。本システムは観客に向け噴射すること

から上水を使用しており，給水タンク，高圧ポンプ，フィ

ルタ，フォグノズルからなる。このフォグノズルには，約

10μmの微粒子を噴出することが可能な特殊ヘッドが搭載

されており，今回は 4 系統計 1,040ノズルを設置した。

３.４ 親水噴水システム

噴水ショーを開催するエリアで，子供達が直接水に触れ

られる噴水として計画したのが親水噴水である。本システ

ムは，帆船に積み込む荷物を思わせる木箱と酒樽（さかだ

る）（図９）に64個のノズルを配しており，プログラマブ

ルコントローラ（PLC）による噴出し制御を行い，霧や噴

水が観客に向けて噴き出す「観客参加型」の噴水である。

３.５ ジャンピングジェット噴水

本噴水は既設のステージを改造し，ステージ本体から噴

水が噴き出すという意外性を狙ったシステムとなっている。

メイン噴水は海水を利用しているが，ステージには出演者

もいることから，フォグシステム，親水噴水とともに上水

を使用している。「ハウステンボス」では夏場に水不足に

より給水条件が悪化しても，ショーを上演しなければなら

ない。そこで，本システムでは噴出した水を回収し上水の

使用量を最小限にする循環型のシステム構成としている。

３.６ 音響・照明・噴水制御

音響，照明，噴水の制御は，図 のシステム系統図に示１０
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すとおりである。メインコントローラはショー運営の操作

性を考慮し，照明制御用のコントロール卓を採用し，音響，

照明，噴水のすべてを一括制御している。本コントロール

卓では，音楽と噴水の微妙なタイムラグを調整し，音楽と

照明に合わせた噴水ショーをプログラムできるオペレー

ションシステムが備わっており，すべてが同期し調和の取

れた演出を可能としている。また，プログラムの管理には，

世界的に導入が進んでいるハードディスクレコーダを採用

し，テープで見られたようなデータの劣化を防ぐ方式とし

ている。

データの送信方式は，エンターテイメント業界で普及し

ている DMX（Digital Multiplex）方式を採用しており，

DMX配線１本で各種制御信号を伝送している。

照明器具には，イタリア製で 1.8 kWのハイパワーカ

ラー照明を採用している。本照明は DMXコントローラか

らの制御信号で直接コントロールでき，三原色のカラーを

組み合わせることで無数の色の変化が可能となっている。

３.７ 電気設備

３.７.１ ポンプ動力制御盤

電気設備は，ポンプ動力制御盤（８面）および噴水設備

緊急停止操作ボックスにより構成される。ポンプ動力制御

盤は DMXコントローラからの信号を DMXスプリッタ経

由で PLCに取り込み，ポンプ始動・停止およびインバー

タ制御を行っている。本制御盤は液晶表示パネルも内蔵さ

れており，通常はコントロール卓からの操作で機器の始動・

停止などを行うが，立上げ時，メンテナンス時には，この

液晶画面のタッチ操作で制御が可能である。また，警報履

歴，ポンプ始動・停止回数を記録することで，トラブルへ

の迅速な対応とポンプ寿命の予測支援機能を搭載している。

３.７.２ 噴水設備緊急停止操作ボックス

噴水ショー開演時はハードディスクに保存されているプ

ログラムがいったん実行されるとプログラムどおりにしか

動作しない。緊急時にはショー全体の停止は可能であるも

のの，個々の噴水を停止することは不可能となっている。

しかし，強風でショーの海水が観客にかかってしまうおそ

れがあるときなど，一部の噴水だけを停止しショー自体は

継続する必要がある。そこで，コントロール卓からの信号

に割込み制御を行い，ポンプの強制始動・停止機能を持つ

「噴水設備緊急停止操作ボックス」を設置し，オペレー

ターによる非常時の迅速な対応を可能とした。

３.７.３ インバータ制御

垂直に高さ 20mまで上がるセンタージェット噴水は，

高さや緩急による水景の変化で，ショーの演出効果が格段

に向上する。そこで，インバータ制御を採用することによ

りバラエティーに富んだシーンを実現し，観客の予想を超

えた水の動きを創造している。

３.７.４ ウイング＆ウエーブ

ウイングとウエーブは 5 個のノズルを同時にスイングさ

せることで，鳥が羽ばたくシーンと，波が打ち寄せるシー

ンを表現している。このスイングはアクチュエータとイン

バータの組合せにより実現しており，10mを超える巨大

な水の羽根がゆったりと羽ばたく姿は，これまでに経験し

たことのない水による動きのおもしろさを体験できる噴水

といえる。

あとがき

1992年のコミュニケーション博覧会を皮切りに取り組ん

できた富士電機の噴水ビジネスにおいて，初めての海水対

応，大規模ハイテク噴水の納入を機に，その特徴を紹介し

た。噴水は単に景観を求めるだけではなく，湖などの水質

の改善やヒートアイランド現象の緩和に寄与するとの報告

もあり，環境保護の視点からも注目されている。

富士電機は，噴水と環境との共生についての開発を進め

るとともに，社会システム分野における欧米並みの「景観

ビジネス（ランドスケープ）」の普及に寄与していきたい

と考えている。

今回のこのウォーターショーがプレゼンテーション実施

から完成までわずか 3か月半の短納期であったにもかかわ

らず無事完成できたことは，七尾先生をはじめとしたすべ

ての関係者の熱意によるものと確信している。改めて関係

各位に対しお礼申し上げる次第である。
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図１０　システム系統図図９　親水噴水



＊ 本誌に記載されている会社名および製品名は，それぞれの会社が所有する

商標または登録商標である場合があります。




