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1 はじめに

近年，オフィスにおける光環境の研究が多く行われて

いる．光環境には光の明るさを表す照度および光の色を

表す色温度などの指標がある．これらの光環境を最適化

することでワーカの執務効率の向上やストレス軽減が期

待できる 1) ．また，ワーカにより選好照度および選好色

温度が異なることが報告されている 2) ．

　本研究では，ワーカが好む照度および色温度を個別領

域に与えることで，作業効率および知的生産性を向上さ

せることを目的とする．個人が好む照度および色温度を

明らかにするために，昼白色蛍光灯および電球色蛍光灯

の光度を調節することでユーザが要求した照度および色

温度を実現するシステムの構築を行う．本報告では，シ

ステムの概要を述べた後，有効性を動作実験により検証

する．

2 照度および色温度が人に与える影響

執務に最適な照度および色温度の研究は多く行われて

いる．照明の色温度を低くすることで，くつろぎが感じ

られ，反対に高くすることで爽やかさが感じられること

が報告されている 3) ．照明の照度を高くするとワーカの

覚醒レベルが高く保たれ，作業効率は向上する．しかし，

緊張状態が長く続くと作業効率は低下する．このことか

ら，昼休み等の休憩時間中のみ低照度にする照明制御法

の研究が行われ，作業効率の向上を期待できることが報

告されている 4) ．

　これらのことから昨年，本研究室で執務に最適な照度

および色温度の実験を行い，被験者によって執務に最適

と感じる照度は異なり，200～800 lx の広い範囲に分布し
ていることがわかった．また高照度，低照度のみを好む

被験者や，さまざまな照度を選好する被験者がいた．こ

の結果から，執務に最適であると感じる選好照度は個人

により異なることが明らかになった 5) ．しかし，選好色

温度に関する実験は実験期間が短く，データが不足して

いると考えられる 2) ．このため執務に最適な照度および

色温度の実験を新たに行う必要がある．

3 選好照度および選好色温度実験システム

3.1 システムの概要

本システムでは，色温度 4600 K の昼白色蛍光灯およ
び色温度 3000 K の電球色蛍光灯の光度を調節すること
でユーザが要求した照度および色温度を実現する．照度

は，照度センサのデータをもとに昼白色蛍光灯および電

球色蛍光灯の合計光度を増減させることで制御する．ま

た，高色温度照明および低色温度照明の点灯比率を変化

させることで中間の色温度を実現できることから，昼白

色蛍光灯および電球色蛍光灯の点灯比率を調節すること

で色温度の制御を行う．なお，一つの照度センサの目標

照度および目標色温度を実現するために，1 組の昼白色
蛍光灯および電球色蛍光灯を対応させる．

3.2 システムの構成

本システムでは，調光可能な昼白色蛍光灯および電球

色蛍光灯を各 10 灯，照度センサ 10 台，制御用 PC，調
光信号発生器，およびアナログ入力信号取得ボードを用

いる．Fig. 1に本システムの構成図を示す．

Fig.1 システムの構成図

昼白色蛍光灯および電球色蛍光灯は調光信号発生器に

つながれており，制御用 PC から調光信号発生器に命令
を送信することで，制御を行う．各照度センサはアナロ

グ入力信号取得ボードを介して，制御用 PC に接続され
ている．制御用 PCはディジタル化された 10台分の照度
データを取得する．

3.3 システムのアルゴリズム

以下にシステムのアルゴリズムついて説明する．

1) 初期点灯する．
2) ユーザが選択した目標照度および目標色温度を取得す
る．

3) 目標色温度に応じた点灯比率で点灯させる．
4) 現在照度を取得し，目標照度との照度差を計算する．
5) 現在照度が目標照度に対して 50 lx以上不足している
場合は最大点灯光度の 5 ％で光度を上げ，反対に 50 lx
以上となった場合は最大点灯光度の 5 ％光度を下げ，ス
テップ 2に戻る．
6) 上記以外の場合は光度は変更せずにステップ 2 に戻
る．

なおステップ 5 では，目標色温度に応じた点灯比率を
保持したまま，昼白色蛍光灯および電球色蛍光灯の光度

を増減させる．以上の動作により，目標色温度および目
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標照度を収束させる．ユーザが目標照度あるいは目標色

温度を変更した場合，ステップ 2 において，その変更を
反映させる．

3.4 色温度制御

昼白色蛍光灯および電球色蛍光灯をそれぞれ 10％ごと
に調光した際の色温度を測定し，光度による色温度分布

を作成した．この分布より目標色温度を満たす昼白色蛍

光灯および電球色蛍光灯の光度を求め，点灯比率を決定

する．Table 1 に目標色温度を実現するための昼白色蛍
光灯および電球色蛍光灯の点灯比率を示す．

Table1 昼白色蛍光灯および電球色蛍光灯の点灯比率

色温度 [K] 昼白色蛍光灯 [％] 電球色蛍光灯 [％]

3000 0 100

3200 19 81

3400 33 67

3600 47 53

3800 57 43

4000 69 31

4200 80 20

4400 90 10

4600 100 0

4 動作実験

4.1 実験概要

本システムの有効性を検証するために，動作実験を行

う．照度は 250～850 lx の範囲を 50 lx ごとに選択可能
とし，また色温度は 3000～4800 Kの範囲を 200 Kごと
に選択可能とする．動作実験では，Fig. 2 に示すように
5箇所の目標照度および目標色温度を設定する．

Fig.2 各ユーザが設定する目標照度および目標色温度

4.2 実験結果

第 4.1節の Fig. 2に示した実験環境においてシステム
を動作させた．照度が安定した際の照度，色温度，およ

び点灯状態を Fig. 3に示す．
照度の最小誤差は 12 lx，最大誤差は 49 lx，平均誤差
は 29 lxとなった．また，色温度の最小誤差は 12 K，最
大誤差は 247 K，平均誤差は 163 Kとなった．結果より，
照度は誤差 50 lx以内，色温度は誤差 250 K以内に収め
ることができた．これらの値は，人が感知できない程度

Fig.3 システムの動作結果

の誤差である．このことより，個別に照度および色温度

を実現できることが確認できた．

5 まとめ

本研究では，ユーザの選好照度および選好色温度を明

らかにするための照度および色温度可変型システムの構

築を行った．本システムでは，1 つの照度センサに１組
の蛍光灯を対応させ，昼白色蛍光灯および電球色蛍光灯

の点灯比率を変更することで色温度の制御を行っている．

システムの動作実験を行った結果，照度は誤差 50 lx 以
内，色温度は誤差 250 K以内に収めることができ，個別
領域に異なる光環境を提供することを確認した．

6 今後の展望

現在のシステムでは，一つの照度センサの目標照度お

よび目標色温度を実現するために一つの照明のみを対応

させているが，今後は周りの照明を制御することで誤差

をさらに小さくできると考えられる．今後，本システム

を用いて被験者 10人の選好照度および選好色温度を検証
する実験を約 2 ヶ月間行い，実執務空間に関する最適な
照度および色温度を明らかにする．また実験結果を基に

個別領域に執務者の好む照度および色温度を与えること

で，作業効率をおよび知的生産性を向上することができ

ると考えられる．
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