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心理物理量心理物理量心理物理量心理物理量とはとはとはとは？？？？    

 

光源からは様々な波長の光が放出されています。光はエネルギーを持っており、そのエネルギーの単位は、 

J（ジュール）や W（ワット） といった物理的な量、物理量です。 

一方、人間が感じる明るさは心理的な量、心理量です。やっかいなことに同じエネルギーの光でも人間には波

長によって感じる明るさが違い、エネルギーの量ががそのまま明るさに比例しないのです。 

 

物理量である光のエネルギーから心理量である明るさを知るためには、両者の間の関係を知る必要がありま

す。その関係を明らかにするため、各波長の単色光を適当な白色光と同じ明るさにマッチンッグして人間の波長

に対する明るさ感度を求めました。 

その一つの方法として、白色光（試料光）と単色光（参照光）を交互に表示し、最もちらつきが小さくなるように単

色光の明るさを変化させるというものがあります。この方法は交照法（Flicker Method）と呼ばれます。 

 

その結果得られたものが標準分光視感効率（標準比視感度）V(λ)です。光のエネルギーに V(λ)を掛けると、

輝度や照度といった明るさに対応する量に変換できます。この量は心理量により物理量を評価したものなので

心理物理量と呼ばれ、とくに光に関連する心理物理量を測光量といいます。 

 

測光量[心理物理量]＝光のエネルギー[物理量]×V(λ)[心理量] 

複合光の場合は、XYZ 値を求めたときと同じように波長で積分します。 

測光量＝∫光のエネルギー×V(λ)dλ 

 

V(λ)は物理量である光のエネルギーを心理物理量である輝度や照度に変換する「架け橋」みたいなものと

考えてください。 

放射束、放射照度、放射強度、放射輝度が V(λ)により、それぞれ光束、照度、光度、輝度に変換されます。 

※ちなみにＸＹＺ表色系のy
＿

(λ)は V(λ)に一致するように作られました。  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

明所視（錐体のみが働く明るい所）での標準分光視感効率 

↓のピークは 555nm の黄緑です。 
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コラムコラムコラムコラム１１１１．．．．交照法交照法交照法交照法（（（（Flicker MethodFlicker MethodFlicker MethodFlicker Method））））とはとはとはとは    

白色光（試料光）と単色光（参照光）を視野の同じ場所に交互に呈示し交互表示の周波数を徐々に上げて 

行くと、まず色に対するフリッカが消えます。（２０Ｈｚ程度）ただし、明るさのチラツキは残ったままです。  

その後さらに周波数を上げて行くと、今度は明るさのフリッカが消えてしまう。交照法では、この明るさのフリッ

カが残っている周波数（数十Ｈｚ程度）を維持して両光の明るさのマッチングを行なう。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

コラムコラムコラムコラム２２２２．．．．光光光光ののののエネルギーエネルギーエネルギーエネルギー E [J] E [J] E [J] E [J]    

光の波長と振動数、およびエネルギー可視光線は、波長 380～780nm で、短いほうから順に、 

紫→青→緑→黄→橙→赤 

となる。 

ここで、波長を λ[m]、振動数を ν[Hz]、光速 c = 2.99792×108 [m／s] とすると、  

     λ = c ／ ν   （式を変形すると、ν= c／λ）  

が成り立つ。 光の振動数が ν [Hz] の場合、光のエネルギー E [J]は  

     E = h ν  

とあらわされる。ここで、h = 6.62618×10-34 [J・s] はプランク定数である。 
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いろいろないろいろないろいろないろいろな測光量測光量測光量測光量    

 

光束光束光束光束：：：：ΦΦΦΦ    （放射束を視感度フィルタを通して処理した量）→→光の量のこと 

 

単位 lm（ルーメン） 

定義 放射束（単位時間当たりに、ある面積を通過する放射エネルギー量）を 

V（λ）で重み付けしたもの。 

Φ＝Km・∫P(λ)・V(λ)dλ   ただし、λ＝380nm～780nm 

備考 この光束をベースにし、光束に方向、面積、角度といったパラメータを 

考慮して様々な測光量が定義されます。 

Km は最大視感度と呼ばれ、683 lm/W という値です。つまり 1W の 555nm の黄緑の単色

光（最も感度が高い波長）が光束 683 lm に対応するということです。 

 

§全光束とは 

その言葉通り、光源がすべての方向に放出する光の量のことで、この全光束が大きいほど、明るい光源 

（ランプ）ということです。光束 683 lm に対応するということです。 

 

§光束とは 

光源からは、いろいろな波長のエネルギーが放射されるが、このうち 380～780nm の波長範囲だけが光と

して人間の目に感ずる。単位時間あたりに放出する放射エネルギーを放射束というが、光束(単位 lm:ルーメ

ン)とは、放射束を目の感度を基準にして見た量である。 

すなわち図の a に示すような放射束がある場合の光束は、放射束 a と標準分光視感効率 b を掛けて得られ

る曲線 c で示される面積で表わされる。 

 したがって、380nm～780nm 以外の放射束はいくらあっても光束としてはゼロになり、標準分光視感効率の

ピークである 555nm 付近の放射束は光束に寄与する割合が大きい。 
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照度照度照度照度：：：：EEEE    （ある面に入射する光束を、その面積で割ったもの）→ある面の明るさのこと 

単位 lx（ルクス）＝lm/m２ 

（１ルクスとは、1 m２の平面に均一に 1lm の光束が入射したときの照度） 

定義 単位面積に入射する光束 

E＝dΦ/dA  

備考 角度 θ 傾いた面の照度は入射角の余弦＝cosθ に比例します。 

これを入射角の余弦の法則といいます。 

また光源からの距離が 2 倍になると光束の広がる面積は 4 倍となります。 

よって単位面積に入射する光束＝照度は 1/4 になってしまいます。 

これを逆二乗の法則と呼びます。  

 

§逆二乗の法則について 

半径ｒの球の中心に光度 Ｉ［cd］の点光源を置いた時、あらゆる方向の光度は一様で、この光源の全光束

は、Φ＝ω・Ｉ＝４π・Ｉ となる。いま、球面上に一様に光束が入射しているので、球面上の照度はＥ＝Φ／Ａ

となる。球の面積は、Ａ＝４πｒ２となり、それぞれの値を代入すると、 

Ｅ＝Φ／Ａ＝４π・Ｉ ／４πｒ２＝Ｉ／ｒ２ （距離の二乗に反比例） 

となる。 

 

 

光度光度光度光度：：：：ＩＩＩＩ    （ある方向への単位立体角あたりの光束。）→ある方向への光の強さのこと    

単位 cd（カンデラ）＝lm/sr 

定義 単位立体角内の光束 

I＝dΦ/dω  

備考 １カンデラ（cd）は、周波数 540×1012Hz（波長 555nm）の単色放射を放出し、 

所定の方向におけるその放射強度が 1/683 ワット毎ステラジアンである光源

の、その方向における光度である。 

 

 

§立体角（ｓｏｌｉｄ ａｎｇｌｅ）とは 

 半径ｒの球面上に描いた閉曲線（下図の場合円錐の底辺）を 

考え、その面積をＡとする。このとき、 

 

ω＝Ａ／ｒ2  [単位：sr（ステラジアン）]  

 

は、球の中心からＡを見たときの視野的な広がりを表す。 

球全体では表面積は４πｒ2 なので ω＝４π[sr]となる。 
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輝度輝度輝度輝度：：：：LLLL    （光源を見た場合、輝きの強さの程度を示す値。）→光源の輝きの強さのこと 

単位 cd／m2（カンデラ毎平方メートル）＝lm/(sr・m2) 

定義 （観察方向からの）見かけの単位面積あたりの光度 

L＝dI／(dA・cosθ)  

備考 「ある面から特定の方向にどのくらい光が出ていっているか？」と考えることが 

できます。照度との違いは、光の進む方向が逆で、特定の方向のみ考えると 

いう点です。輝度は観察距離を変えても一定です。 

 

 

 

輝度の定義（上）と見かけの面積（下）→ 

 

実際の面積が dA でも θ だけ傾いていると 

「見かけの面積」は dA・cosθ となります。 

 

 

 

 

 

 

 

§放射量と測光量の関係  

 

放射量（物理量） 測光量（心理物理量） 

放射束 [W](ワット) =[J/s] 

ある領域に単位時間当たりに放射する 

光のエネルギー  

光束 [lm](ルーメン) 

放射束に標準比視感度を乗じて可視光波長 

領域で積分したもの  

放射照度 [W/m2] 

単位面積当たりに放射する光の放射束  

照度 [lx](ルックス)=[lm/m2] 

受光面に入射する光束を、その受光面の面積で割ったもの 

放射強度 [W/sr] 

単位立体角当たりに放射する光の放射束  

光度 [cd](カンデラ)=[lm/sr] 

点光源から、単位立体角当たりに放射する光の光束  

放射輝度 [W/sr・m2] 

光の放射方向から見た単位発光面積から

単位立体角当たりに放射する光の放射束  

輝度 [nit](ニット)=[cd/m2]=[lm/sr・m2] 

光の放射方向から見た単位発光面積から 

単位立体角当たりに放射する光の光束  
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暗所視暗所視暗所視暗所視でのでのでのでの目目目目のののの感度感度感度感度    

  

暗所視（桿体のみが働く暗いところ）では、標準分光視感効率が下図の示す V'(λ)のようになります。 

（１００分の数ｃｄ／㎡以下の輝度レベルに順応した時）標準分光視感効率のピークは 507nm 付近となります。

（明所視では 555nm がピーク）  

 

V(λ)から V'(λ)に切り替わるときに起こるのが、 

プルキンエ現象です。感度が短波長側にシフトするので、 

赤が暗く見えるようになってしまいます。 

そのため、夜に出動することの多い消防車を緑にした国が 

あると聞いたことがあります。 

 

参）外国の消防車も赤がほとんどですが、スイスでは 

うす緑色、ラスベガスでは白色、ダラス・バンクーバー   

などでは黄色の車両もあります。 

 

 

§プルキンエ現象 

夕方には赤色の部分が黒ずんで見え、逆に青色の部分が明るく見える現象を指します。これは 1825 年に 

プルキンエが発見した事実です。この現象が起こる理由は昼間明るい所で働いている、網膜上の錐体が夕 

方になるにつれて機能が低下すると共に、主として暗いところで働く桿体の機能が上昇するために起こりま 

す。 

 

◆明所視（photopic vision） 

数 cd/m2 以上の輝度に視覚系が順応していて、主に錐体（cones）が働いているときの視覚の状態をいい

ます。 

◆暗所視（scotopic vision） 

百分の数 cd/m2 以下の輝度に視覚系が順応していて、主に杆体（rods）が働いているときの視覚の状態を

いいます。 

◆薄明視（mesopic vision） 

明所視と暗所視の中間の輝度に視覚系が順応していて、主に錐体と杆体の両方が働いているときの視覚

の状態をいいます。 

 

青色→ 

 

      

 

高速道路等の案内看板は、青色がベースとなっている．．． 


