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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　観察対象物を観察する際に、水晶体の白濁化により観察者にとって彩度が低下して見え
るのを防止するための照明システムであって、
　a)観察対象物を直接照明する強度および／または配光の調節が可能なスポット照明と、
　b)観察対象物の周辺を照明する強度および／または配光の調節が可能なサラウンド照明
と、
　c)観察対象物の背後に設けられた明度の調節が可能な可変色ウォール
を備えたことを特徴とする彩度低下防止用照明システム。
【請求項２】
　さらに、前記スポット照明の強度および／または配光の調節と、前記サラウンド照明の
強度および／または配光の調節とを連動させて行う制御手段を備えたことを特徴とする請
求項１に記載の彩度低下防止用照明システム。
【請求項３】
　前記制御手段が、前記スポット照明の強度および／または配光の調節と、前記サラウン
ド照明の強度および／または配光の調節に加えて、前記可変色ウォールの明度の調節を連
動させて行うことを特徴とする請求項２に記載の彩度低下防止用照明システム。
【請求項４】
　請求項１～３のいずれかに記載の彩度低下防止用照明システムを、同一フロア内に少な
くとも１カ所設けたことを特徴とする大スペース内彩度低下防止用照明システム。
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【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載の彩度低下防止用照明システムを用いた照明方法であっ
て、観察者にとって観察対象物の彩度を高くする必要がある場合には、前記可変色ウォー
ルの明度を低く設定するとともに、周辺光量に対する観察対象物への光量が相対的に大き
くなるように、前記スポット照明とサラウンド照明の強度および／または配光を調節し、
観察者にとって観察対象物の彩度を高くする必要がない場合には、前記可変色ウォールの
明度を高く設定するとともに、周辺光量に対する観察対象物への光量が相対的に小さくな
るように、前記スポット照明とサラウンド照明の強度および／または配光を調節すること
を特徴とする彩度低下防止用照明方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、主に加齢に伴う視覚機能の変化を補正するための照明システムに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　加齢に伴う視覚機能の変化として代表的なものとしては、(a)水晶体の透過率低下、特
に短波長領域での透過率の低下、(b)水晶体の硬化による調節機能の低下（いわゆる老眼
）、および(c)白内障（水晶体の白濁化）による視界のかすみ、などが挙げられる。この
うち(a)に関しては、非特許文献１および特許文献１に記載のように、網膜上に若年齢者
と同程度の光を入射させることを意図して、高照度、高色温度（短波長光を多く含む）の
照明が高齢者用に推奨されている。さらに、この時、(c)による眼内散乱によってグレア
（眩しさ）を与えないように配慮したものとして、特許文献２に記載のような照明がある
。
【０００３】
　しかし、高齢者にとって、より深刻な問題は、上記の(c)による入射光の眼内散乱によ
って若年齢者が見た場合に比べて、色がくすんで低彩度に見えることである（非特許文献
２)。これにより高齢者の享受する色彩印象、色彩品質を著しく損ねるばかりでなく、そ
れにより生じる色の誤認は深刻な障害となる場合もある。しかし、このような高齢者の感
じる色の彩度低下に着目し、その解決を目的とした照明はこれまで開発されてこなかった
。
【０００４】
【非特許文献１】照明学会照明普及会，「住まいの照明マニュアル」, p.1, p.71,(1993)
【非特許文献２】池田光男、久住亜津沙、小浜朋子、篠田博之、「白内障疑似体験ゴーグ
ルによる色票の見えの変化」, 日本色彩学会誌，vol.27，No.2，pp.113-124，(2003)
【特許文献１】特開2003-237464号公報（[0005],[0006],図3）
【特許文献２】特開平4-137305号公報（図3）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、主に高齢者にとって観察対象物の色の彩度が低下し
て見えるのを防止し、若年齢者の見ているような、より高彩度の色の見えを実現する照明
システムおよび照明方法を提供することにある。なお、本発明における「高齢者」とは、
背景技術で述べた(a)(b)および(c)のうち、少なくとも一つ（特に(c)）に該当する視覚機
能変化を有する者をいい、「若年齢者」とは、上記の「高齢者」以外の者をいう。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために成された本発明に係る彩度低下防止用照明システムは、観察
対象物を観察する際に、水晶体の白濁化により観察者にとって彩度が低下して見えるのを
防止するための照明システムであって、a)観察対象物を直接照明する強度および／または
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配光の調節が可能なスポット照明と、b)観察対象物の周辺を照明する強度および／または
配光の調節が可能なサラウンド照明と、c)観察対象物の背後に設けられた明度の調節が可
能な可変色ウォールを備えたことを特徴とするものである。
　なお、本発明における「観察対象物」とは、商業製品・工業製品・美術品などの展示物
や検査対象物のみならず、観察者自身が身につけている物、例えば被服などを指す。
【０００７】
　上記スポット照明およびサラウンド照明は、それぞれ観察対象物と周辺環境を照明する
ものであり、両者の強度比を変えることにより、観察者の眼に入射する対象物からの光量
と、周辺環境からの光量の比率を変化させることができる。観察対象物の彩度を高くした
い場合には、スポット照明の強度を、サラウンド照明に対して相対的に高くする。これに
より、眼内散乱の原因となる周辺環境からの光の入射を抑えられると共に、対象物からの
光がより多く観察者の眼に入るようになり、高齢者が観察対象物を見た際に、彩度が低下
して見えるのを防ぐことができる。また、上記各照明の配光を調節することによって、対
象物に照射される光と、周辺環境に照射される光の強度比を変化させても良い。配光とは
、光源から発した光の各方向への光度分布のことを指し、このような配光の調節は、照明
に角度の変更が可能なルーバーを設けるなどの方法によって実現することができる。
【０００８】
　上記可変色ウォールは、上記照明の設定にあわせて、その明度を変化させるものとする
。観察対象物の彩度を高くしたい場合には、可変色ウォールの明度を低くすることにより
、観察対象物の周辺物体からの反射光を抑え、該反射光が観察者の眼に入ることによって
、色の彩度低下が起こるのを防ぐことができる。なお、可変色ウォールは、明度の変更が
可能な背景を提供するものであれば、いかなるものでも良く、例えば裏／表が白／黒のブ
ラインドを設け、表裏の切替や角度の変更を行ったり、白い壁面に黒いロールスクリーン
などを設け、必要に応じてスクリーンの引き出し・巻き取りを行ったりすることによって
、上記のような明度の切替を実現することができる。
【０００９】
　さらに、本発明の彩度低下防止用照明システムには、上記スポット照明とサラウンド照
明の強度および／または配光を連動させて制御する制御手段を設け、これらの設定を一度
に、且つ目的に応じた適切な照明条件になるように調節することも可能である。
　また、上記制御手段を、スポット照明とサラウンド照明の強度および／または配光の調
節に加えて、可変色ウォールの明度の調節も連動して行うものとするとより望ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　上記構成からなる本発明の照明システムおよび照明方法を用いることにより、例えば、
高齢者が若年齢者の見ている色により近い彩度の色を見ることが可能となり、高齢者が享
受する色彩印象や色彩品質を向上させることができると共に、作業時における色の誤認を
防止することができる。また、上記照明の強度および／または配光、並びに可変色ウォー
ルの色を適宜調節することで、通常の照明条件と、高齢者に適した照明条件とを切り替え
ることができ、若年齢者から高齢者まで幅広い年齢層に対応した照明環境を提供すること
ができる。なお、上記のような高齢者に適した照明条件下で、若年齢者が観察対象物を見
た場合にも、副次的に心理効果としてより一層好ましい色彩印象が与えられ得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、本発明の好適な実施形態を実施例に基づいて説明する。
【００１２】
　[実施例１]
　本実施例は、本発明の彩度低下防止用照明システムおよび照明方法を工業製品や商品、
美術品等の展示ブースに適用したものであり、図１に示すように、例えば、高さｈが215c
m、幅ｗが238cm、奥行きｄが205cmの展示ブース１００内に、スポット照明１０１、サラ
ウンド照明１０２、および可変色ウォール１０３を設置したものである。スポット照明１
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０１としてはルーバー１０４付き照明器具を天井中央に配置し、観察対象物１０５を照明
するように配光を調節した。サラウンド照明１０２は、ルーバーなしの照明器具を両側の
側面壁１０７，１０８および観察者１０６に対する背面壁１０９を照明するように、照明
側を壁面に向けて、天井の壁面付近3カ所に設置した。スポット照明１０１には相関色温
度6700Kと3500Kの各32WHf蛍光灯を一灯ずつ設け、これらの合成で約5000Kの相関色温度を
実現した。また、各サラウンド照明１０２にも同様に、相関色温度6700Kと3500Kの各32WH
f蛍光灯を一灯ずつ設け、約5000Kの相関色温度を実現した。さらに観察対象物１０５の背
後（観察者に対する正面壁面１１０）に可変色ウォール１０３（裏／表が白／黒のブライ
ンド）を配置し、照明条件に連動させて裏表を反転させることにより、色の切替を行った
。それ以外の3面の壁面は白色である。図２に通常照明と高齢者照明の設定条件を示す。
表中の%は蛍光灯ランプセンターでの表面輝度の相対値で、100%はフル点灯時を表す（た
だし、見て感じる「明るさ感」は、この%の通りではない）。
【００１３】
　以下、白内障疑似体験ゴーグル（松下電器産業株式会社製、特開平11-119638参照）を
用いた、本実施例の展示ブースにおける測色実験について説明する。白内障疑似体験ゴー
グル（以下、適宜「ゴーグル」と省略する）は、白内障患者の見え方を忠実に再現したも
のであり、図３に示すような分光透過率を有する。
　本測色実験に使用した、色票４０１と色彩輝度計４０２の配置を図４に示す。色票は縦
13cm×横9cmの黒地の画用紙（ベース）に貼った、縦6cm×横5cmの長方形であり、展示ブ
ース１００内の可変色ウォール１０３手前40cm、床から130cmの高さに、色彩輝度計４０
２と対向する面が上側となるように垂直方向から約20°傾けて設置した。色彩輝度計４０
２は、色票４０１より100cm手前、床から155cmの高さ（女性の平均の目の高さ）に設置し
た。測定に使用した色票４０１はマンセル表示値で、5.0R 4/12, 5YR 7/14, 5Y 8/12, 5G
Y 7/10, 2.5G 5/10, 5BG 6/8, 10B 3/10, 2.5P 5/10の8種類である。　　　　　　　 
【００１４】
　測色試験は、通常照明下ゴーグルなし、通常照明下ゴーグルあり、高齢者照明下ゴーグ
ルありの３条件で行った。これらはそれぞれ、若年齢者が通常照明下で見る色彩、高齢者
が通常照明下で見る色彩、および高齢者が高齢者照明下で見る色彩に対応する。
【００１５】
　図５に上記測色試験の結果を示す。上記の各条件下で、色彩輝度計４０２を用いて各色
票４０１の色度を測定したところ、通常条件下で高齢者の見る色彩（図５の●）は、図５
のCIE1931xy色度図上の中央に集まっており、若年齢者が通常照明下で見る色彩（図５の
◇）に比べて、明らかに彩度が低下していた。これに対し、高齢者照明条件下で高齢者の
見る色彩（図５の▲）は、若年齢者が通常照明下で見る色度にほぼ近い色度を示しており
、彩度が回復していることがわかる。
【００１６】
　なお、本実施例の展示ブースは、商業施設、美術館、博物館などの展示スペースとして
用いられる他に、工場における製品の目視検査スペースなどとしても用いることができる
。
【００１７】
　[実施例２]
　本実施例は、本発明の彩度低下防止用照明システムおよび照明方法をフィッティング・
ルーム（試着室）に適用したものである。
　本実施例のフィッティング・ルームの模式図を図６に示す。フィッティング・ルーム６
００の大きさと内装、照明器具の設置位置および仕様は、上記実施例１の展示ブースと同
様である。ただし、フィッティング・ルーム６００では、観察対象は観察者１０６自身が
試着している衣服となるため、スポット照明１０１が観察者１０６の衣服に当たるように
ルーバー１０４を調節し、観察者の前面に鏡６０１、背面に可変色ウォール１０３を配置
した。
【００１８】
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　上記実施例１と同様に、白内障疑似体験ゴーグルを用いて、本実施例の彩度低下防止用
フィッティング・ルーム６００の効果を検証した。
　図７に示すように、色彩輝度計４０２は、床からの高さ155cm,鏡から104cm離れた位置
に鏡６０１と対向させて設置した。さらに、その26cm下（床から119cm）の高さに、垂直
方向から約20°傾けた色票４０１（約6cmの正方形）を同じく鏡６０１と対向させて配置
し、鏡越しに計測を行った。測色には上記実施例１と同じ8種類の色票４０１を使用し、
通常照明下ゴーグルなし、通常照明下ゴーグルあり、高齢者照明下ゴーグルありの3種類
の条件で行った。
【００１９】
　図８に上記測色試験の結果を示す。上記実施例１と同様に、通常条件下で高齢者の見る
色彩（図８の●）の彩度は低く、高齢者照明にすると（図８の▲）、若年齢者の見る色彩
（図８の◇）の付近にまで彩度が回復していることがわかる。　　　　　　　
【００２０】
　さらに、実際に観察者が上記の色彩輝度計の位置から色票を観察し、そのときに見えた
色の名前を白、黒、灰、赤、青、緑、黄、桃、橙、紫、茶、紺、オリーブ、ベージュの14
色の内から答える「カテゴリカル・カラーネーミング」を行った。上述の測色試験に用い
た色票以外にも様々な彩度、色相、明度を持ったマンセル色票、および服地で一般に用い
られる色の布地サンプルに対して、4名の観察者（26歳男性、34歳女性、53歳男性、53歳
男性）が各10回ずつの判定を行った。
【００２１】
　上記試験結果の例として、マンセル色票10B 3/6、フェイクレザー5（京都吉忠株式会社
製 71-62-301）、麻織物17（京都吉忠株式会社製 52-73-312）、綿ストレッチ23（京都吉
忠株式会社製 51-51-190）を用いた結果を図９に示す。例えば、10B 3/6のマンセル色票
の場合、ゴーグルなしでは青の回答がほとんどであり、若年齢者が見た場合は青に見える
サンプルである。しかし、ゴーグル越しに観察すると、散乱光の影響で彩度が低下し、黒
や紺の回答が増えていることがわかる。これは若年齢者に青に見えるサンプルが、通常照
明下では高齢者に黒や紺と誤認されていることを表している。ところが高齢者照明を実施
すると、再び黒や紺の回答が減り、通常照明下の若年齢者の色名回答とほぼ同じ結果に戻
る。他のサンプルでも同様の結果が得られており、通常照明下でゴーグル越しに観察した
場合には黒、灰、白などの無彩色応答が増大するが、高齢者照明に切り替えると無彩色の
応答数が減少し、ゴーグルなしで観察した時の色名応答に近づくことがわかる。これは、
本発明の彩度低下防止用照明システムには、高齢者の色誤認を軽減させる効果があること
を示している。
【００２２】
　[実施例３]
　本実施例は、本発明の彩度低下防止用照明システムを、実施例１の展示ブースや実施例
２のフィッティング・ルームのような閉じられた空間ではなく、例えば百貨店・大型専門
店・美術館・博物館の売り場や展示場などの大スペースに適用したものである。なお、本
発明における「大スペース」とは、間近に間仕切り壁やパーティションなどのない開かれ
た空間を意味する。
　本実施例の大スペース内彩度低下防止用照明システムの模式図を、図１０に示す。本実
施例の照明システムは、例えば高さｈが273cm、幅ｗが740cm、奥行きｄが2460cmの大スペ
ース１０００内に任意のエリアＡを設定し、このエリアＡ内にスポット照明１０１、サラ
ウンド照明１０２、観察対象物１０５を配置し、さらに観察対象物１０５の背後に可変色
ウォール１０３を設置したものである。ただし、本実施例においては、エリアＡの間近に
間仕切り壁やパーティションが無く、実施例１や実施例２のようにサラウンド照明１０２
によって壁面を照らすことができないため、サラウンド照明１０２は、スポット照明１０
１の両側の天井面と、観察者１０６の後方および左右斜め後方の天井面の計5カ所に、照
明側を床面に向けて設置した。
【００２３】



(6) JP 4556022 B2 2010.10.6

10

20

30

40

50

　スポット照明１０１には、3波長形昼白色36Wツイン蛍光灯4本を使用し、観察対象物１
０５を照明するように配光を調節した。各サラウンド照明１０２にも、3波長形昼白色36W
ツイン蛍光灯4本を使用した。また、大スペース１０００内の天井面には、スポット照明
１０１およびサラウンド照明１０２以外に、大スペース１０００の全体を照らすための複
数の照明１１１が設置された。図１１に本実施例における通常照明と高齢者照明の設定条
件を示す。
　なお、本実施例においては、大スペース１０００内に設けるエリアＡの数を１カ所とし
たが、エリアＡの位置や数は必要に応じて任意に設定できる。
【００２４】
　上記のエリアＡにおいて、実施例２と同様に、白内障疑似体験ゴーグルを用いたカテゴ
リカル・カラーネーミングを行った。
　図１０(b)に、このときの観察者１０６と観察対象物（色票または布地サンプル）１０
５、サラウンド照明１０２、スポット照明１０１、および可変色ウォール１０３の配置を
示す。観察対象物１０５は床から130cmの高さに、垂直方向から約10°傾けて設置し、該
観察対象物１０５から200cm離れた位置から観察者１０６が観察を行った。
【００２５】
　一例として、マンセル色票10B 3/6、フェイクレザー5、麻織物17、綿ストレッチ23を用
いた結果を図１２に示す。例えばフェイクレザー5の場合、ゴーグルなしの場合はオリー
ブの回答がほとんどであり、若年齢者が見た場合にオリーブに見えるサンプルであるが、
ゴーグル越しに観察すると、彩度が低下し、黒や灰の回答が増えていることがわかる。こ
れは、若年齢者にはオリーブに見えるサンプルが、通常照明下では高齢者には黒や灰と誤
認されていることを表している。しかし、本発明の高齢者照明を実施すると、通常照明下
の回答とほぼ同じ結果となった。また、他のサンプルでも、ほぼ同様の結果が得られた。
　以上の結果から、本発明の彩度低下防止用照明システムおよびその照明方法を用いれば
、間近に間仕切り壁やパーティションなどの隔壁のない大スペース内の任意のエリアにお
いても、高齢者にとって観察対象物の色の彩度が低下して見えるのを防止する効果が得ら
れることが示された。
【００２６】
　なお、本発明の彩度低下防止用照明システムおよび彩度低下防止用照明方法は、上記の
実施例に限定されるものではなく、特許請求の範囲に記載の技術範囲内で、種々の変更が
許容されるものである。例えば、本発明の照明システムおよび照明方法は、実施例１～３
のように、商業施設や美術館などの公共施設に適用するだけでなく、一般の住宅やマンシ
ョンのウォークインクローゼットや居室などに適用することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の第１実施例に係る彩度低下防止用展示ブースを示す模式図、(a)は斜視
図、(b)は平面図、(c)は(b)のa-a'矢視断面図。
【図２】同実施例に係る照明条件を示す表。
【図３】白内障疑似体験ゴーグルの分光透過率を示すグラフ。
【図４】上記実施例に係る測色試験時の色彩輝度計と色票の配置を示す側面断面図。
【図５】同測色試験の結果を示すCIE1931xy色度図。
【図６】本発明の第２実施例に係る彩度低下防止用フィッティング・ルームを示す模式図
、(a)は斜視図、(b)は平面図、(c)は(b)のb-b'矢視断面図。
【図７】同実施例に係る測色試験時の色彩輝度計と色票の配置を示す側面断面図。
【図８】同測色試験の結果を示すCIE1931xy色度図。
【図９】同実施例に係るカテゴリカル・カラーネーミングの結果を示すグラフ。
【図１０】本発明の第３実施例に係る大スペース内彩度低下防止用照明システムを示す模
式図、(a)は平面図、(b)は(a)のc-c'矢視断面図。
【図１１】同実施例に係る照明条件を示す表。
【図１２】同実施例に係るカテゴリカル・カラーネーミングの結果を示すグラフ。
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【符号の説明】
【００２８】
１００…展示ブース
１０１…スポット照明
１０２…サラウンド照明
１０３…可変色ウォール
１０４…ルーバー
１０５…観察対象物
１０６…観察者
４０１…色票
４０２…色彩輝度計
６００…フィッティング・ルーム
１０００…大スペース

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１１】
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