周辺視における明るさ感と背景輝度の関係
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1. はじめに

表1 実験条件

近年、「空間の明るさ感」を評価する研究が行われて
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めには、より少ないエネルギーで空間の明るさ感を高め
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る必要がある。そこで、人が空間全体から受ける明るさ
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の印象を評価する必要がある。
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これまでの先行研究では、空間の明るさ感を向上させ
る方法も検討されている 2)。また、薄明視レベルにおけ
る全視野の明るさ感度に関して明らかにされている 3)。
しかしながら、明所視レベルに関しては明らかにされて
いない。 そこで本研究では、明所視レベルにおける各
視野位置の明るさ感を明らかにするために、視野内の背
景輝度を様々用意し、各背景輝度における各視野位置の
明るさに対する感度を検討する。
以上のことから、本研究は明るさ感評価の向上に向け
て、明るさ感を構成する要因の検討を目的とする。
図2 テスト光提示方向および視角

2. 実験方法

2.3 実験手順

2.1 実験装置

実験は実験手順を以下に示す。また、評価方法は被験

実験装置を図1 に示す。実験は暗室で行う。被験者と

者自身が輝度調整器で輝度を変化させる調整法を用いて

提示光源の間には均一輝度半球面が設置されており、

行う。

700ｍｍの距離がある。また、被験者の視線を固定させ

(1) 暗室内で10分間暗順応する。

るために顎台を設置する。

(2) 被験者は顎台で頭を固定し、背景輝度に 5分間順応
する。同時に、実験方法の説明も行う。
(3) 半球面の中心に基準光を提示し、基準光の中心に視
点を固定する。
(4) 中心からある角度にテスト光を提示し、被験者はテ
スト光の明るさを基準光の明るさと同じ明るさにな
るように調節する。その際、視点は基準光から外さ
ないようにする。
(5) 視点を外し、背景輝度に20秒間順応する。
(6) 基準光の輝度は変えず、テスト光の提示パターンを
変え、(3) ～(5)を繰り返す。テスト光の提示位置は

図1 実験装置

2.2 実験条件
設定した実験条件を表1 に示し、テスト光提示方向お
よび視角を図2 に示す。

ランダムに変化する。
(7) 十分な休憩をとり、背景輝度を変え、同様に(3)～
(6)を繰り返す。

3. 実験結果
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縦軸は、基準光と等しい明るさに調節した時のテスト光
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の輝度Lt であり、鉛直下方向におけるLt とテスト光提
示位置の関係を背景輝度ごとに求めたものである。鉛直

明るさ感度

図3 に被験者 7名の実験結果の平均値の一例を示す。
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下方向では視角が大きくなるにつれて、Lt が小さくな
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同様な傾向がみられるが、鉛直上方向は提示視角位置に
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よる差が小さい。輝度比 3条件に関しては、各条件の各
方向において上記と同じ傾向がみられる。

図5 明るさ感度と背景輝度の関係（視角40°）
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4. 考察
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上方向と水平右方向では同様の結果は得られなかった。
これは、図4 の結果から明所視における明るさ感度は、
鉛直下方向以外に関しては明るさ感度が小さいためであ

図3 テスト光輝度と提示位置の関係

る。

（鉛直下方向 、輝度比 1 : 10 ）

図5 の結果から、周辺視における明るさ感度は、背景
輝度比 1:10 における背景輝度 5条件の明るさ感度の

輝度の影響を受けている。既往研究と比べると 3)、背景

平均を求め、このときの各提示方向の視角と明るさ感度

輝度が薄明視レベルのときの明るさ感度は本実験の明所

の関係を図4 に示す。明るさ感度とは、基準光の輝度

視レベルのときの明るさ感度より大きい。

Lm とテスト光の輝度Lt の比でありLm / Lt で表される。
視角が大きくなるにつれて明るさ感度が上昇する傾向が
みられる。また、鉛直下方向では視角40°の時の明るさ

5. まとめ
背景輝度の違いによる各視野位置の明るさ感度を検討
した。その結果、以下の結論が得られた。

感度は視角10°の時と比べ2.3倍になっている。
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(3) 背景輝度が小さくなるにしたがって、周辺視の明る
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図０

明るさ感度と視角の関係

（鉛直下方向、背景輝度10cd/m2）

図０に輝度比の違いによる、テスト光提示位置と明る
さ感度の関係の一例を示す。明るさ感度とは、基準光の
輝度とテスト光の輝度の比であり Lm/Lt である。いず
れの輝度比に関しても、視線が遠ざかるにしたがって明
るさ感度が上昇する。

()明るさ感度
明るさ感度と視角との関係を図４に示す。明るさ感度
とは、基準光の輝度とテスト光の輝度の比であり Lm/Lt
である。鉛直下方向では、明るさ感度は視角が大きくな
るにしたがって上昇する傾向がみられる。

