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これからの照明を考える
― より安全、より快適、より健康的に暮らすために ―

一般社団法人 照明学会会長 井　上　容　子

１.はじめに

新光源 LED の急激な照明界への台頭に
象徴されるように、照明技術はめざまし
い進歩を遂げてきている。更に、有機 EL
やレーザーが、LED に続く 21 世紀の新
光源として控えている。近い将来におけ
るこれら光源の照明界への台頭によって、
照明光が発散される面と内装材や建具の
一体化が実現すると確信され、照明器具
に対する今日の概念そのものが大きく変
わり、照明の多様性はますます広がる。

加えて、情報技術の進歩がめざましく、
近年、スマートライティング、クラウド
ライティング、IoT(Internet of Things)
ライティングなどのインターネット技術
を用いた照明制御手法が開発されており、
これらを照明システムに組み込むことで、
利用者や設計者の多様な照明制御に関す
る要求に対して、技術的にはほぼ対応が
可能となる。

ハードウエアとしての光源や照明シス
テムの開発だけでなく、光の用途につい
ても、これまでのように「より明るく照
らす」ことや「より効率的で省エネ化が
実現できる」ことだけでなく、生活にお
いて「より快適に、より活動的に、より
健康的に暮らす」こと、社会においては
「より安心・安全で利便性の高い環境が
提供できる」ことなどが、これからの照
明には期待されており、それを実現する
ソフトウエアの速やかな開発が必須であ
る。

２.LEDランプの普及

1879 年、トーマス・エジソンが世界
ではじめて実用的な白熱電球を開発した。
この開発により従来の燃焼エネルギーか
ら電気エネルギーを照明に利用するよう
になり、続いて、放電光源（たとえば、
蛍光ランプ）、固体光源（LED ランプ）と
いう革新的な技術が、所謂 60 年周期で
誕生している。この度の LED ランプの出

現は、深刻な環境問題を解決するであろ
うという期待と相まって、家庭、オフィ
ス、病院、工場等、あらゆる場で急速に
普及している。

LED は高効率、超小型、調光調色が可能、
そして長寿命という光源として優れた特
長を持っているため、これに掛けられた
期待は大きく、また、従来ランプとの取
替が容易な電球型 LED ランプとして登場
したため、その普及のスピードは、白熱
ランプ、蛍光ランプの普及に比較して、
めざましいものがある。

図－１１）に既存住宅における LED のこ
こ数年の普及率の変遷を示す。日本人大
学生（生活科学系および工学系）の実家
延べ 2,049 戸の調査結果である。LED 照
明使用住戸は、2011 ～ 2016 年の６年
間で 26％から 67％へと増加している。

３.照明への期待

いうまでも無く、照明の良否は、光源
や照明器具の配置、および経済性だけで
決まるものではない。光が提供される空
間、利用者、および、そこで行われる行
為によって照明の評価は異なる。照明の
明るさや色調、その分布や調節速度は、
利用者ならびに利用目的に合わせて選ば
れる必要がある。それによって、生産性
や快適性が向上し、また生体リズムが整
えられ、健康的な生活に繋がる。

照明は単に空間や視対象を照らし出す

だけのものではない。日頃、空気のよう
に思われ、ある事が当然の照明が、暮ら
しの中で如何に大切なものかを考究し、
先端技術を的確に取り入れつつも、暮ら
しに安心をもたらす照明、健康な生活を
維持する照明、心によりそう照明、即ち、
光源や照明技術に依存することのない、
光とひとの感性や生態系との普遍的関係
を探求し続けることが重要である。

これまでは、効率よくあかりを提供し、
夜に昼間を再現することで人間社会にお
ける活動時間を自在にすることを最大の
目的として、安定した照明環境の実現が
追求されてきた。これからは、幅広い年
齢層のライフスタイルやサーカディアン
リズムに応じることのできるフレキシブ
ルな照明が希求され、個々人の生活に寄
り添う照明が当然のこととなるであろう。
そして、生産性が高く、人々が健康的に
安心して暮らすことができる社会を照明
がリードすることが期待される。

また、IoT などの情報先端技術を取り
入れることで、ひとの生活は無論、生態
系全般に配慮した時空間の自在な照明自
動制御も可能となる。今日、操作の煩わ
しさから、導入した照明システムが設計
者の意図通りに使用されないという無駄
な設備投資事例が散見され、照明の操作
性は大きな課題であるが、これもまもな
く解消されることが期待できる。

図－１　LED住宅照明の普及（日本）
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４.高齢社会

生活者のための照明計画、即ち視環境
（光環境）の計画には、「光」「空間・視
対象」および光センサーとしての「ひと」
の三者を包括的に取り扱うことが必須で
ある。また、安全性と快適性確保のため
には幼児から高齢者まで幅広い年齢層の
目の特性、特に視力・色覚と目の順応特
性に十分に配慮した光の量と質、および
それらの時間変化と空間分布に対する計
画が必要である。

総務省の 2017 年９月の発表によると、
65 歳以上の高齢者人口は 3,514 万人で、
人口比 27.7％となっており、10年前の
予測を８年前倒して 3,500 万人を超え
ている。2040年には高齢者人口は4,000
万人に迫り、人口比 35.3％と予測され
ており、人口に占める高齢者の割合は今
後も増加の一途をたどる。そのため、加
齢に伴い徐々に低下していく身体機能の
変化に起因する生活上の様々な不便を可
能な限り払拭し、高齢者が安全に安心し
て生活することができる生活環境の構築

が求められている。
加齢とともに低下する視機能に配慮し、

昼夜・屋内外を問わず円滑に視覚情報が
取得できる光環境（照明環境）の提供は、
安全・安心の確保に留まらず、高齢者の
積極的な社会参画を支援すると言う意味
からも極めて重要である。

５.研究事例：個人差の取扱い

利用者主体の照明を考える上では、光
センサーとしての「ひと」の特長を把握
し、その合理的取り扱いを考究する必要
がある。

視機能は加齢に伴い変化する上に、同
一年齢層であっても個人による差が大き
く、年齢差よりも個人差の方が大きい場
合もある。また、同一個人内での変化も
大きい。更に、環境条件変化など、様々
な局面での能力の変化の仕方にも個人差
がある。従って、その特性を明確にして
合理的に取り扱わなければ、いたずらに
評価変数が増えて、取り扱いが複雑なも
のとなる。

(１)視力の取り扱い２）

図－２に視力の年齢層（高齢者と若齢
者）による違いを示す。各自適切に視力
矯正を行っている人達を対象に、普段の
矯正状態での両眼視による近点視力を測
定した結果である。ここで、近点視力と
は、ピントの合う最短視距離で測定した
視力のことである。図に見るように、同
一年齢層であっても、視力の分布範囲は
かなり広い。80％レンジ視力や平均視力
は明らかに若齢者の方が高いが、若齢者
であっても高齢者より視力の低い人もい
る。

図－３に環境条件（背景輝度≒視野の
明るさ）による視力変化の個人による違
いを示す。背景輝度を高くすれば視力は
上 が り、 図 － ３(a) に 示 す よ う に、
1000cd/㎡付近で最大となり、それ以上
高くなるとまぶしさが生じて視力が低下
する。視力には、年齢差以上に個人差が
大きい場合があり、背景輝度が変化した
場合の視力の変化量にも個人差が大きい
ため、これら個人差の合理的かつ簡便な
取り扱いが必要となる。

図－３(b) は図－３(a) の縦軸を個人
毎に最大視力に対する比で示したもので
ある。同図より、相対値である視野の明
るさの変化に対する視力の変化率の個人
差・年齢差は、視力の絶対値のそれに較
べてかなり小さい。従って、環境条件の
変化に対する視力の変化率（視力比）の
平均値と各個人の最大視力によって、環
境条件が変化した場合の当該個人の視力
を把握することが出来る。

(２)主観評価の取り扱い３,４）

視力が同じであっても、快適感やくつ
ろぎ感などの主観評価は個人によって異
なる。その個人間や個人内のばらつきは、

図－４　くつろぎ感における個人内外誤差

　　（若齢者27名） 

図－２　高齢者と若齢者の視力

図－３　輝度の影響の視力比による取扱い
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明るさ感や色味感などの光そのものに対
する評価に較べて大きい。

図－４はくつろぎ感における個人内・
個人間の評価誤差（ばらつき）を、変動
係数（＝標準偏差÷平均値× 100）を用
いて示した例である４）。個人内よりも個
人間のばらつきが、特に、暗い場合と明
るい場合で大きい。このように個人によ
る評価にばらつきの多いものは、平均値
で取り扱うことに馴染まない。評価の出
現率を求め、設計目的に応じて出現率を
使い分けるという方策などを講じること
が重要である。この取り扱いを見誤ると、
良質な環境の提供は望めない。

６.研究事例：時間分布の取
扱い

視野輝度の変化に追随して、目はその
感度を変え、視野の明るさに順応しよう
とするが、順応には時間が必要であるた
め、急激な輝度変化は視認性の低下や不
快感を招く。

ここに紹介する３つの研究は、目の順
応の時間特性に配慮し、視野輝度の適切

な時間分布、即ち、調光に必要な時間を
解明するために実施した被験者実験に基
づく研究事例である。

(１)必要照度の切替：僅かな調節時
間を設けることによる不快感の
大幅な緩和５）

生活の中には、様々なシーンがあり、
各シーンに応じた照度や色温度などの照
明計画が求められる。そのため、照度の
切替が多様な局面で必要となる。

図－５に、明るさ（照度）をＥ１から
Ｅ２に切り替えた場合の不快感の申告率
を示す。図－５(a) は照度を瞬時に切り
替えた場合の申告率であり、図－５(b)
は２秒かけて変化させた場合である。２
秒というわずかな調節時間を設けること
で、明暗どちらに切り替わるにしても、
不快率が大幅に減ずることが明らかであ
る。

このようなデータを蓄積していくこと
で、気づきや不快感が低くストレスが軽
減され、しかもスムーズに照明環境を変
化させるための最適調節時間を提案する

ことが出来る。

(２)くつろぎ照明の調光：緩やかな
調光で満足度を損なわず節エネ
を実現６）

雰囲気を重視する空間では明視性より
も、必要な快適性や心地よさに応じた照
明が求められる。種々の行為を伴う団ら
んのためには 90～ 200cd/㎡、視作業を
行わないくつろぎのためには、2.0 ～
25cd/㎡が好ましいとされ、至適照度は
目的に応じて異なる。ただし、一般には、
100lx を下回る低い照度は十分に順応し
ていなければ受け入れられにくい。

図－６は、150lx または 20lx の順応
状態から、作業を伴わないくつろぎにふ
さわしい明るさを設定した結果である。
５分以上経過した後も時間とともに照度
がゆっくりと低下し、30 分後には、そ
れぞれ約 20lx、約 8.0lx まで低下して
いる。この結果は、十分な時間を掛けて
漸減させるなどの照度調節方法を導入す
ることで、快適性を損なうことなく低照
度空間を受け入れることが可能であるこ
とを示唆しており、快適＆節エネルギー
設計のヒントとなる。

(３)非常用照明の点灯方式：視力
の早期回復による二次災害の
回避７）

屋外などの明るい場所から暗い室へ
入った時や、窓や光源を直視して視線を
作業面に戻した場合は、眼が視野輝度に
即座には順応できないため、一時的な視
力低下が生じる。視野輝度の変化比が大
きいほど回復に要する時間は長くなり、
1/30 ～ 1/2500 の場合、定常順応時の
80％の感度に回復するのに数秒から十数
秒を要する。この間は、視野輝度に十分
順応していれば見える視対象が「見にく
い」、あるいは「全く見えない」という
ことが起こるが、そのような状態は安全
性の観点からは回避すべきである。

停電した場合、避難のために、非常用
照明による床面での直接水平面照度
1.0lx（地下通路の場合は 10lx））の 30
分以上の確保が建築基準法で定められて
いる。しかしながら、非常用照明に順応
するまでの間の見えの低下が、迅速な避
難を妨げたり、不安感からパニックを引
き起こすなどの二次災害誘発の恐れがあ
る。諸機能が低下してくる高齢者にとっ
ては、特に深刻であるが、常用照明から
の急激な視野輝度の低下と、それに伴う

図－６　くつろぎに相応しい明るさの時間変化

　　　　（ブラケット3000K、若齢者10名）

図－５　照度変化時間と不快率（若齢者26名）
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順応過渡時の視認性低下に対する配慮が
希薄である。

図－７に、この問題を解消するために
提案している、非常時の照明の点灯方法
を示す。前述した急激な視野輝度の低下
に伴う視力の一時的な低下を軽減するた
めには、図中に青色の実線で示すように、
目の感度の回復率 R(T) の時間特性（赤
四角）８）に近づくように最初は高い照度
で点灯し、回復率 R(T) の時間特性に従っ
て目標照度まで漸減させればよい（順応
配慮型点灯方式）。赤色の実線で示すよ
うに、最初から目標照度で点灯させた場
合（従来型点灯方式）に較べ視力の回復
時間が著しく短縮される。このため、視
対象が全く見えなくなるという事態が大
幅に解消される。電力消費は若干大きく
はなるが、目標照度より高いのは、20
秒前後の時間なので、十分に対応できる。

図－８は、順応配慮型方式に依って、
視野輝度を 100lx で点灯させ、約 20 秒
かけて 1.0lx に漸減させた場合と、最初
から目標照度で点灯させる従来型、それ
ぞれについて視力が 0.3 に回復するまで
の時間を、30 秒間を限度として測定し
た結果である。年齢層に関わらず順応配
慮型方式では時間が短縮されている。こ
のような順応特性を考慮した漸減方式は、
高い明視性を確保しようとする場合や低
視力者に効果的である。

７.研究事例：空間分布の取
扱い

ここに紹介する２つの研究は、視野輝
度の空間分布の影響を把握するために実
施した、被験者実験に基づく研究事例で
あり、空間の不均一さの計画のための研
究である。

(１)実効輝度による不均一輝度視
野における視認能力の統一的
解明９）：細部識別から減能グ
レアまで

視対象が過不足無く見えること、即ち
必要十分な視認性の確保が安全な生活空
間の計画の基本である。

視認性の解明を行うにあたって、網膜
中心かの受ける刺激は、眼球内の散乱光
の影響を受けて視対象そのものの輝度と
は異なっていることに着目し、この中心
かの受ける実刺激を実効輝度と称してい
る。実効輝度は、注視点から周辺への散
乱成分と周辺から注視点への散乱成分の
双方を考慮した眼への実刺激である。

図－９は、視認閾の測定結果から求め
た眼球内散乱特性を用いて、正方形視対
象が視野中心部にある場合について、視
対象およびその近傍における各注視点の
実効輝度を算出したものである。視対象
中心の実効輝度が視対象輝度に較べて低
く、視対象が小さい方（ｂ）がより低い
ことが示されている。従って、図－９に
示すように、視野上での輝度差が同じで
も、視対象が小さいと目への実刺激であ
る「背景と視対象の実効輝度差」が小さ
い。これが小さい物の方が見にくいこと
の所以である。

図－９の正方形を高輝度光源と考える
と光源が大きい方（ａ）が周囲への散乱
が大きくかつ広範囲にわたることが示さ
れている。注視点近傍に高輝度面がある
と、光源が大きいほど眩しいことや散乱
光の重畳によって物が見にくくなる状況
が明瞭に把握出来る。

このように、実効輝度を用いることで、
細部識別（視対象の大きさや対比による
視認性の変化）から減能グレア（高輝度

面が視線近くにあることによる視認性低
下）まで、不均一輝度視野における視認
能力の統一的解明が可能である。具体的
には、視野内の輝度分布から実効輝度分
布を求め、識別が必要な２点の実効輝度
差を求める。実効輝度差が輝度差弁別閾
値以上であれば、当該２点は識別可能で
ある。実効輝度の主な決定因子は、散乱
源の輝度と大きさ、視野内の位置、スペ
クトル分布、評価者の年齢と視力である。

(２)タスク＆アンビエント照明10）：
アクセント照明による雰囲気改善

タスク＆アンビエント照明（TAL）とは、
室の照明をアンビエント照明とタスク照
明とに分離し、両者に質・量の異なる光
を提供する照明方式である。タスク照明
は視作業のための照明であるのに対して、
アンビエント照明は視作業以外の周辺環
境のための照明である。アンビエント照
明の役割は、安全性と空間の明るさの確
保にある。アンビエント照明とタスク照
明に機能分担することで、在室者の視作
業領域における照度を下げないで、視作
業に直接影響しない領域の照度を下げる
ことが出来る。そのため、大幅な節電を
行いながらも視作業性と快適性を損なわ
ない照明方式として期待できる。

この照明方式は 1970 年代に欧米で提
案され、欧米では現在広く浸透し、TAL
が標準的照明方式となっている。しかし
ながら、わが国での普及は進まず、天井
中心に配光の広い照明器具を一灯のみ配
置する１室１灯方式や、照明器具を均等
に配置し部屋全体を均一に照明する全般
照明方式が、公共空間、オフィス、住宅
を問わず主流である。

TAL がわが国に定着していない主たる

図－８　点灯方式と視力回復時間（回復視力0.3）図－７　非常用照明の点灯方式 
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原因として、以下の５つが挙げられる。
①操作自体の煩わしさ
②調節過渡時の明るさの時間的変化の

煩わしさ
③明るさの空間的不均一の煩わしさ
④天井全般照明と比較したときの陰鬱

さ
⑤世界に類を見ない安定した電力供給

力
このうち、①については制御技術の向

上によって、自動調節が可能となり、ほ
ぼ解消されてきたといえる。また、⑤に
ついては原子力発電所の事故を契機とし
て、わが国にも本気の節電意識が根付い
てきた。残された原因のうち②は時間分
布の問題であり、③と④は空間分布の問
題である。

TAL は、空間の不均一さから、わが国
においては利用者による評価が天井全般
照明に及ばないことが多い。図－ 10 に
空間と机上面の印象評価の照明方法によ
る違いを示す。図－ 10 に示されるよう
に、前面壁をスポットライトやウォール
ウォッシャーによって照らす（アクセン
ト照明）ことで、タスク照明だけの場合
に較べて空間の印象評価が改善される。
これらアクセント照明の消費電力は天井
全般照明に較べて小さいため、タスク照
明と併用することで、消費エネルギーを
押さえ、かつ不快感を解消することが可
能である。

８.おわりに

本稿では、照明を取り巻く現状に言及
した上で、利用目的と利用者属性に適っ
た、照明の明るさや色調、その分布や調
節速度を計画するために必要とされる基
礎研究として、著者が実施してきたもの
を紹介した。ここでは、主に、若齢被験
者による結果を用いて光量（照度・輝度）
を取りあげて紹介したが、光色（色温度）
や異なる年齢層についても、同様の検討
を進めている。

照明計画においては光量、光色ともに
重要要素であるが、光色よりも光量の影
響の方が大きい場合が多く、特に、高齢
者について、その傾向が顕著である。し
かし、光色は雰囲気の演出に効果的で、
また環境サインとしての役割もあり、期
待されている活用範囲は広い。

ここで紹介した研究の最終目標は、よ
り安全に、より快適に、より健康的に暮
らすために、一日を通して、また四季を
通して、幅広い年齢層の生活によりそえ
る照明計画の提案である。

図－10　アクセント照明の効果（作業面照度30lx、若齢者30名）

図－９　正方形視対象の輝度と実効輝度分布（△Ｌ：指標と背景の輝度差、△Ｌｅ：指標と背景の実効輝度差）


