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歴史都市における光環境調査プロジェクト

代表：理工学部・教授　本間 睦朗

本調査は、京都市の光環境デザインの特徴を示し、これの維持に努めることを目的としてい
る。

今年度の取組は、まず、①光環境デザインすなわち、照明デザインの起源の調査と、②環境
計測による京都市の主要部分の光環境の定量化を進めた。

京都の光環境は「陰影礼賛」というキーワードで示されることが多い。建築家である原広司
と照明デザイナーである面出薫の各々の代表作でもある京都駅は「陰影礼賛」をデザインコン
セプトに掲げて計画されている  1）。また、面出は、京都迎賓館においても「陰影礼賛」を意識
して計画を進めている  2）。京都は古来の文化が根付いているだけではなく、建築家や照明デザ
イナーも根付いた文化を伝承して、景観やイメージの維持に努めている。

一方で、近年、様々な光色による照射が容易で、発光効率の高い LED 照明器具の普及により、
従来よりも明るく、色使いの派手な照明デザインも出現してきている。また、プロジェクショ
ンマッピングのように元来の文化とは異質のコンテンツが、突如として姿を現すこともある。

これらを、古来の文化に基づき継承されてきた都市景観の維持に対するリスクとするのであ
れば、回避するための手段を講じなければいけなく、定量化がリスク回避の手段となると考え
た。

①照明デザインの起源の調査
ヴェルサイユ宮殿の鏡の間が人類史上で最初に照明デザインが行われた場所とする説があ

る  3）。この説の学術的な裏付けを、当時のフランス、特に王宮における光の価値を、現代の日
本や、17 世紀当時の日本や中国との比較で試みた。また、ヴェルサイユ宮殿で光源としてシャ
ンデリアに使用されていたとされる蝋燭を、現代のシミュレーションツールで再現し、その工
夫度合いからデザインと称すべきものなのかを探ってもみた。

1-1　光の価値からの検証
現代の主力光源の LED の発光効率は様々であるが（光源から発する光のクオリティーと効

率はトレードオフの関係にある）概ね 100lm ／ W 程度と設定すると、日本での電気料金はフ
ラットレート換算で 25 円 /kWh 程度（0.025 円 /Wh）なので、現代の日本に生きる我々は、0.025
円で 100lm の光を 1 時間、灯し続けることができると考えることができる。

一方で、17 世紀のヴェルサイユ宮殿における光環境は、支給制の蝋燭で成り立っていたが  4）、
さらに諸調査により、ルイ王朝時代では、この蝋燭を用いて 100lm の光を 1 時間灯し続ける
ためには約 6 ソル（ソルは貨幣単価）必要だったことが確認できた  4）。ここで、17 世紀のフラ
ンスにおける辻馬車のドライバーと現代日本のタクシー運転手の収入の時給換算を比較するこ
とで、現代日本と比較した 17 世紀のフランスにおける「光の価格」の算定を試みた結果、
12,000 倍の価値であったと推定した。17 世紀のフランスに比べて、いかに我々が光に関して
恵まれた状況にあるかが確認できるのであるが、同様に 17 世紀の日本と中国に対しても光の
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価値を試算することで、表 1 の関係を見出した。
現在、我々は、表 1 の精度向

上に努めているが、これが大き
く外れていないとすると、17
世紀のフランスは現代の日本と
の比較では光の価値が遥かに高
いが、当時の日本や中国との比
較では逆に、光は異例の身近さだったと見なせることになる。そして、これが妥当だとして、我々
はこの理由を蝋燭の原材料にあると推定している。理由は、当時の蝋燭の原料が、日本では現
代においても高価な櫨であることに対し、フランスでは蜜蝋であり、養蜂の発展により蜜蝋が
広く普及したことで低価格になってきていたことが大きな要因ではないかとの推定である。さ
らに、王宮では庶民との収入格差が激しく、ルイ王朝の王族にとっては表 1 で示した計算結果
よりも、さらに身近だったとも推定できる。

1-2　シミュレーションツールでの再現からのデザイン度合いの検証
我々は、蜜蝋による蝋燭を入手し、点灯させて各角度の

輝度の計測により図 1 に示す配光曲線を得た。
ヴェルサイユ宮殿の鏡の間の照明デザイン上の工夫は、

蝋燭の仄かな光を、いかに華やかに見せるかを目標として、
シャンデリアに組込んだブリリアントカットガラスで煌め
き効果を創出したこととされている  3）。また、ルイ王朝が
ベネチアのガラス職人を呼び寄せて壁面に組込ませたとい
う鏡面も、空間の中の光源を多数に見せる効果から、重要
なデザインツールであったと推定される。

そこで、図 1 で求めた配光曲線からシミュレーションで
用いることができる IES ファイルを作成し、照明シミュレーションツールである DIALux に
て蝋燭を配し、ブリリアントカットガラス、ならびに鏡面の有無による効果をアンケート調査
で確認しようと進めている。

表 1　光の価値の比較

現代の日本 基準（100lm の光を得るために 0.025 円）

17 世紀のフランス 12,000 倍の価値

17 世紀の日本 2,000,000 倍の価値

17 世紀の中国 1,900,000 倍の価値

※条件設定により数値は変動するので、あくまでも一例である。
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図 1　蝋燭の配光曲線

（ブリリアントカットガラス、鏡、有り）
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②環境計測による京都市の主要部分の光環境の定量化
京都の景観の維持は条例  5）などの規制に因るところが大きいはずであり、残念ながら、規制

の網のかからない部分ではいわゆる暴走も見られる。よって、現在の景観の維持のためには規
制の拡大制定が必要であり、新たな規制の制定には定量化が基盤となるとの考えから、京都の
歴史的景観が維持されている街路の東京都内の繁華街の街路との比較から照度や色温度などに
おける「京都らしさ」の定量化を進めている。

また、人間の印象は視線の範囲だけではなく周囲 360°を見回すことにより決定されるとの
報告もあることから  6）、街あかりの計測に最適とも考えられる 360°撮影可能カメラを用いた画
像をもとに画素分析を行い、京都と東京の街路における色の分布や彩度の比較も試みた。

2-1　照度と色温度計測による検証
図 3 に示すように、キャスター付のキャリーバック上部に照度／色温

度センサーを設置し、表 2 に示す地域の街路でキャリーバックを携行歩
行しながら、5 秒間間隔で、照度と色温度の変化を計測した。

図 4 に新宿歌舞伎町と京都花見小路の計測結果の比較を示す。また、

表 2　計測場所一覧

計測した街路

京都

宮川町

花見小路

祇園白川

先斗町

東京
新宿歌舞伎町

池袋西口

（ブリリアントカットガラス、鏡、無し）
図 2　蝋燭を用いたシャンデリアによるヴェルサイユ宮殿鏡の間の

照明シミュレーションツールによる再現

図 3　計測装置

図 4　新宿歌舞伎町と京都花見小路の計測結果の比較



2022（令和 4）年度　歴史都市防災研究所 年報

−98−

図 5 に、京都、東京の各街区の照度と色温度の平均を示す。ここから、京都と比較して東京の
街路の照度が大幅に高いことと、色温度の平均も 1,000［K］程度高いことが確認できる。京
都は照度が低いながらも落ち着きがあり、照度の高い東京のほうがむしろ治安の悪さが目立つ
ことも興味深い。

2-2　360°撮影画像の画素分析による、京都と東京の色分布と彩度の比較
多面的である色の定量的表現手段として様々な表色系が存在するが、なかでも CIE L*a*b*

表色系は円の中心が無彩色であり端部に進むほど彩度が高く、色相がほぼ均等に角度配置され
ている  7）ため、カメラでの撮影画像の画素の色をマッピングすると、点の分布で色の傾向が把
握しやすい特徴を有していると見なした。

本来は計測する色を一定の光源にて照射し、色彩計などで三刺激値 X,Y,Z を測ることで色分
析するための CIE L*a*b* 表色系  8）を、場所によって照射される光源が異なっている画像で分
析するので、本来の明るさレベルの計算式である L* = Y/Yn の Y に対して、画像で得られる
輝度 YL を CIE L*a*b* 表色系のルミナンスファクタ  7）として見なせるように、画像上の最大輝
度であるである YLmax で除した値とした。すなわち Y = YL/YLmax と置き換えたが、これにより、
画素分析で得られる各点は CIE L*a*b* 表色系で得られる数値の最大値である L* = 100、a* = 
60、b* = 60 を超えることは無くなる。つまり、マッピングされた点の分布は L* = 100、a* = 
60、b* = 60 を最大値とする割合となるが、この操作により、マッピングの比較で単純に撮影
場所ごと彩度の高低比較はできない。しかし、円の中心からの距離の標準偏差を比較すること
で彩度のメリハリが強いなどの評価は可能となる。また、X 軸上の正の点からの回転角で色相
が表現できるので、回転角の標準偏差の比較で色相の散らばり度合い（カラフル度合い）の評
価も可能となる。

なお、360°カメラによるjpeg画像は輝度が256段階しか表現できないので、絞り固定でシャッ
タースピードを 11 段階変えるマルチブラケット撮影による 11 枚の画像を用い、画像分析ソフ
トである REALAPS により三刺激値 X、Y、Z を算出し、下記の式で各画素の L*、a*、b* を
算出した。

t > （6/29）̂3　のとき　f（t） = t（̂1/3）
t ≤ （6/29）̂3　のとき　f（t） = （1/3）* （29/6）̂2　t + 4/29

上記において
L* = 116f（（YL/YLmax）/Yn） − 16 …………（1）
a* = 500（f（（100/YLmax）X/Xn） − f（（YL/YLmax）Y/Yn）） …………（2）
b* = 200（f（（YL/YLmax）Y/Yn） − f（（100/YLmax）Z/Zn）） …………（3）

図 5　京都と東京の歩行計測の平均比較
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ただし、Xn = 95.039　Yn = 100　Zn = 108.88
図 6 より、歌舞伎町に比較して京都の花見小路は無彩色である原点部分に点が集中しており、

色相も青系の色が少ないことが確認できる。
図 7 に示す標準偏差の比較から、東京は京都と比較して色使いのメリハリも、彩度のメリハ

リも強いことが確認できる。
今後は、この京都の景観の特徴が示される解析結果から京都らしさの定量化を図り、規制化

の提案につなげることができると良いと考えている。
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