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研究の背景（1） 光環境と視環境研究の背景（1） ： 光環境と視環境

光環境 視環境環境 表現法

建築空間にどれだけの光

光環境

建築空間にいる人が、眼で見

視環境環境の表現法

建築空間にどれだけの光
があるかが重要である。

建築空間にいる人が、眼で見
て、何が、どのように見えるかが
重要である。(見え方、アピアラン
ス)

背景にある考え方

照 度

)

輝 度

モノに当たる光の量 目に入る光の量

必要とされる測光量

これまでの照明設計は光環境(≠視環境)を設計してきた。



研究の背景（2）：輝度画像の重要性研究の背景（2）：輝度画像の重要性

●写真と輝度(色度)画像は基本的に同じものである●写真と輝度(色度)画像は基本的に同じものである

なぜなら、ラティテュード(表現されている範囲)が異なるだけである。
CGシミュレーションも測光量が正しければ輝度画像を提供していると言
える。

●写真で表現される見え方(アピアランス)は建築意匠
上とても重要である

る。

なぜなら、建築関係の雑誌は多くの写真が掲載されている。

上とても重要である

図 白黒写真と輝度画像の関係

●建築設計では、輝度を扱わなくとも、眼に見える光を意図的に設計した例は多い。

たとえば国内では、 たとえば海外では、

Eero Saarinen: MIT Kresge Chaple

Louis Kahn: Kimbell Art Museum

西沢平良：駿府教会

隈研吾：広重美術館

見え方(アピアランス)を意図的に設計する とは 作品を測定して得られる見え方(アピアランス)を意図的に設計することは、作品を測定して得られる
輝度画像をデザインすることと同じである。



研究の背景（3） ：輝度画像を扱う必要性研究の背景（3） ：輝度画像を扱う必要性

曇りの屋外は 大量の光があるの

順応の問題

曇りの屋外は，大量の光があるの
に明るく感じない

順応の問題

→輝度画像の画像平均から推定可能

左・右の同じ輝度のグレー部分が異
な た明るさに見える

明るさの対比効果の問題

なった明るさに見える

輝度 像を使 た視環境設計 初め 光と 光を組

→輝度画像内の対比量を算出できれば推定可能

輝度画像を使った視環境設計によって初めて、昼光と人工光を組み
合わせた省エネルギーな照明設計が可能となる。



本論文の構成： 輝度を用いた設計を実現するために本論文の構成： 輝度を用いた設計を実現するために

問題1： 輝度分布を扱う方法自体がない

第1章「輝度分布・輝度対比の定量的な表現方法の確立
中村芳樹 乾 雄 沢 敏実 輝度分布 表現法 関する 究 本建築学会計 系論文報告集中村芳樹、乾正雄、沢田敏実：輝度分布の表現法に関する研究；日本建築学会計画系論文報告集 [431], 17-24 (1992) 
中村芳樹：光環境における輝度の対比の定量的検討法；照明学会誌、Vol.84, No.8A, 522-528, 2000

問題2： 輝度が本当に見え方や印象に影響を与えることを確認したい

第2章「輝度分布の視覚的な効果の解明」
中村芳樹、乾正雄：視環境の輝度分布特性に関する研究；日本建築学会計画系論文報告集 [438], 1-8 (1992) 
中村芳樹、乾正雄：オフィスの輝度分布特性とその心理的効果；日本建築学会計画系論文報告集 [445], 27-33 (1993) 
Yoshiki Nakamura and Yukio Akashi: The Effect of Immediate Background Size on Target Detection, Volume 32, No. 2, pp. 74-87, 
Journal of the Illuminating  Engineering Society, Summer 2003

問題3： 輝度を用いて設計するツールがない

第3章「輝度に基づいた視環境設計ツールの開発」
中村芳樹 江川光徳：コントラスト・プロファイルを用いた明るさ知覚の予測 －輝度の対比を考慮した明るさ知覚に関する研究（その2)－;中村芳樹、江川光徳：コントラスト プロファイルを用いた明るさ知覚の予測 輝度の対比を考慮した明るさ知覚に関する研究（その2) ;
照明学会誌、Vol.89, No.5, 230-235, 2005
中村芳樹：ウェーブレットを用いた輝度画像と明るさ画像の双方向変換－輝度の対比を考慮した明るさ知覚に関する研究（その３）－;照明
学会誌、Vo.90, No.2 pp.97-101, 2006
中村芳樹，島崎航，岩本朋子：輝度画像を用いた視認性評価法;照明学会誌、Vo.94, No.2 pp.100-107, 2010(2月)

問題4： 輝度に基づいた設計例や設計手順がない

第4章「輝度に基づいた視環境設計法の確立」
中村芳樹、小林茂雄、乾正雄、近藤友洋、大澤政嗣：窓面に装着するスクリーンの輝度抑制性能と景観透視性能；日本建築学会計画系論文
報告集 [484] 9-16 1996年6月報告集 [484], 9 16, 1996年6月
中村芳樹、山本早里、沢田敏実：建築外部色彩のシミュレーションに関する研究；日本建築学会計画系論文報告集 [494], 7-14, 1997年4月
中村芳樹:リアル・アピアランス画像を用いた視環境設計法；日本建築学会環境系論文集，Vol. 77 , No.677, pp.551-558, 2012 (7月)



第 章 概要 プ イ 法など第1章の概要 (コントラスト・プロファイル法など)
輝度画像に適用可能なコントラストの表現法として、特定の粗さの輝度変化だ輝度 表 法 、 定 輝度変
けを通過させるフィルタ関数を提案し、これを用いて、輝度コントラストを空間サ
イズ (空間周波数の逆数)の関数として表現する方法を提案した

マスクを考え，赤部分の平均輝
度と 青部分の平均輝度で対比

マスクのサイズを変化させる マスクのサイズを更に大きくする．

画像中央のコントラスト・
プロファイルの計算手順

度と，青部分の平均輝度で対比
を計算する．

マスクのサイズを変化させる マスクのサイズを更に大きくする．

コントラスト・プロファイルの例
(左の画像の中央点)

フィルタ関数(N-filter)

計算手順の概念



第 章 概要第2章の概要 (空間的な輝度変化の粗さの効果など)

人工的な景観(特に均一なライトアップ)で
は、細かい輝度変化と粗い輝度変化が同じ
位置で検出される
→強いエッジで構成される→強いエッジで構成される
→冷たい、強い印象を作り出す

樹木や自然景観では 様々な位置に さ樹木や自然景観では、様々な位置に、さ
まざまな方向を持った、様々な粗さの輝度
変化が検出される
→さまざまな粗さの、さまざまな方向性を
もった弱いエッジから構成される
落ち着 た 優し 印象を受ける→落ち着いた、優しい印象を受ける

全般照明オフィスとTALオフィスでは、輝度画像を構成する輝度変化

量の粗さのバランスが異なり、これが空間の印象に大きな影響を与
える。TALの場合、粗い輝度変化量が多いことが、落ち着いた印象や
夜のような印象を生じさせていると考えられる夜のような印象を生じさせていると考えられる



第 章 概要（ ）第3章の概要（1） (視覚モデルと設計ツールの関係)

現在主流となっている視覚系のモデルは、マルチ周波数
チャンネルモデルと呼ばれ、眼に入力した輝度画像は、
さまざまな周波数を検出するチ ンネル の入力となりさまざまな周波数を検出するチャンネルへの入力となり、
それぞれのチャンネルの出力の大きさが合成されること
によって、視認性が判定されると考えられている。

輝度画像からN-filtering
によって得られる輝度変
化画像は、対称性の高
いマザーウェーブレットを

N-filter フィルタリングによって
得られた輝度変化画像

周波数フィルタリング

いマザーウェーブレットを
使った分解を用いること
によって近似的に求める
ことができ、したがって、
ウェーブレット分解を用
いれば 画像の全ての点

オリジナル輝度画像 変化画像の合成分解

いれば、画像の全ての点
のコントラスト・プロファイ
ルを高速に求めることが
できる。すなわち、ウェー
ブレット分解・合成を用い
れば、視覚系のマルチ・

Symlet 6
（マザーウェーブレット）

輝度

ウェーブレット分解によっ
て得られた輝度変化画像

変化画像の合成分解 れば、視覚系のマルチ
チャンネルモデルが、輝
度画像の変換方法として
表現できる。



第 章 概要（ ）第3章の概要（2）(明るさ画像、明るさ検討画像、視認性画像)

輝度画像の各点のコントラスト・プロファイルを、
ウェーブレット変換によって高速に求め、その結果
に、各輝度変化量が明るさ知覚に与える影響を表す
係数をかけ その結果をウ ブレ ト合成すること係数をかけ、その結果をウェーブレット合成すること
で明るさ画像を求める。

非常に明るい

明るい

やや明るい

どちらでもない

輝度画像 明るさ画像 明るさ検討画像

やや暗い

暗い

とても暗い

中央平均値 7.35 5.9920 20
[cd/m2] [NB]

明るさ画像変換によって、明るさ対
比の効果を量として表現できる

明るさ画像の表示を簡略化した明るさ検討画像に
よって 空間の明るさを検討できる[cd/m2] [NB] 比の効果を量として表現できる

視認性画像

よって、空間の明るさを検討できる

明るさ画像と類似の方法で変換される視認性画
像を用いれば、ディスプレイ上の表示と紙面の文
字の明視性を区別なく評価することができる



第 章 概要第4章の概要 (輝度を用いた視環境設計法など)

(量で評価)
シミュレーション 輝度画像

輝度画像の測定
(量で評価)
明るさ画像・明るさ検討画像
グレア画像・視認性画像

性能評価 施工・竣工

輝度画像の測定

(眼で評価)
リアル・アピアランス画像

照明条件 3D形状データ

性能評価

性能の確認

(昼光・人工光) 入力

(眼で確認)
リアル・アピアランス画像

(量で確認)
明るさ画像・明るさ検討画像
グレア画像・視認性画像

3Dシミュレーションを使った視環境設計 リアル・アピアランス画像

これからの視環境設計法は、3Dシミュレーションと輝度画像を用いた

シミ レ ションを使 た視環境設計

これからの視環境設計法は、3Dシミ レ ションと輝度画像を用いた
ものになっていく(特に、省エネルギーな昼光・人工光ハイブリッド照明の設計に
は不可欠)



設計 階 ピ 例
輝度画像

設計段階でのアピアランス・シミュレーションの例

明るさ画像

明るさ検討画像明るさ検討画像

リアル・アピアランス画像（３Gシミュレーション結果）



輝度画像

竣工後の実測輝度画像を用いた確認の例

明るさ画像

明るさ検討画像明るさ検討画像

リアル・アピアランス画像（竣工後の実測データによる）



おわりにおわり

輝度を使った視環境設計法には、まだまだ改
善の余地がある上 輝度 色度を用いた設計善の余地がある上、輝度・色度を用いた設計
法に展開する必要性も高い。今後の研究の進
展が期待される。展が期待される。


