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1.  はじめに 

 

2011 年 3 月以降，節電要請に対するオフィス照明環

境の緊急対策として，設定照度の引き下げや非調光型

の照明器具の間引き点灯などが実施された。設定照度

の引き下げにおいては，執務室全体の照度低下による

執務者の明るさ感や満足度に対する影響，また間引き

点灯においては，照度分布，天井面輝度のむらによる

執務室全体の照明環境の質の低下が懸念された。本調

査では，このような照明方式の異なる 2 つの執務室に

おいて，省エネと質の高い光環境とを両立させる手法

を探ることを目的に，実測調査・執務者アンケートを

行った結果を報告する。 

 

2.  調査概要  

 

2.1  実測建物 

神奈川県に位置する地上 4 階の低層オフィスビルの

2 階（Hf 蛍光灯・調光不可）および 3 階（Hf 蛍光灯・

調光制御）を対象とした。測定期間はいずれも夏期

2011 年 7 月 21 日～8 月 10 日（節電要請期間中）およ

び冬期 2011 年 12 月 5 日～12 月 21 日である。 

2.2  実測調査 

2.2.1  測定項目 

測定項目は，水平面照度（机上面および通路），鉛直

面照度，窓面照度，輝度分布で，いずれも測定期間中

を通した連続自動測定とした。 

2.2.2  解析方法 

1）代表日の選定 

測定期間における気象庁のアメダスの日照時間・全

天日射量・天気・雲量データを参考に，晴天/曇天代表

日を決定した。なお日中は日没まで，夜間は日没以降

とした。 

2）机上面照度の算出 

自動測定点は，袖机の上（2 階），パーティション上

（3 階）とし，これとは別途に日中晴天／日中曇天／

夜間において自動測定点（袖机の上，パーティション

上）と机上面の二つの点の照度を比較する手動計測を

行い，この比より補正係数を求め，自動測定点の計測

データより机上面の連続データを算出する手法とした。 

3）代表値の算出 

対象空間の照明環境を把握するため，各時刻の机上

面照度の中央値を求め，さらに日中，夜間を通したそ

の値の中央値と四分位数範囲（四分位数範囲=第 3 四分

位数－第 1 四分位数であり，外れ値の影響を受けにく

い，その範囲にデータの半分が含まれている，ばらつ

きの目安となる）を求めた。 

2.3  執務者アンケート 

2.3.1  調査方法 

執務者へのアンケートは，紙面を用い，照度と執務

者評価の対応を見るため，日中晴天／日中曇天／夜間

別に回答を依頼した。執務者アンケートの内容を表-1

に示す。 

＊１ 技術センター 建築技術研究所 環境研究室 

＊２ 東京理科大学 

＊３ 千葉工業大学 

 

表-1 執務者アンケートの内容 

Table 1  Contents of questionnaire 

 

項目 内容 

回答者属性 回答日時/性別/年齢 

自席の机上面 

周りの照明環境 

作業内容/タスク照明使用率/机上面

明るさ/机上面見やすさ/モニター見

やすさ/作業し易さ/机上面満足度 

執務空間全体 

の照明環境 

執務空間明るさ/窓面まぶしさ/天井

照明まぶしさ/執務空間満足度 

節電による影響 目の疲れ/倦怠感/作業効率 
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2.4  消費電力量  

全般・アンビエント照明の消費電力量を，各階とも

後述するエリア別にクランプメータを用いて測定した。 

 

3.  照度引き下げと対策手法の概要 

 

3.1  間引き点灯による照度引き下げ 

2 階執務空間は，Hf 蛍光灯（調光不可）が設置され

ており，節電対策として間引き点灯を実施した。 

3.1.1  実測エリアの概要 

表-2 に 2 階実測エリアの概要，図-1 に測定対象空間

の平面図を示す。測定は，図中記載の箇所において行

った。 

3.1.2  節電方法と均斉度向上対策 

表-3 に各期間における節電対策方法を示す。通常の

46 灯点灯から節電対策として 2011 年夏には 9 灯点灯

（①）， 冬には 15 灯点灯（②）とした。またスケジェ

ール管理により昼休みの 12 時～13 時の間は一斉消灯

を行った。 

また，間引き点灯を行った執務室に対し空間の均斉

度を上げる目的で，冬期に点灯している照明に拡散カ

バーを設置した（③）。拡散カバーは，天井面へ広範囲

に反射し机上面へ均一に透過する形状とし，反射率

60％，透過率 40％のスチレンペーパーで作製した。図-

2 に拡散カバーを設置した蛍光灯および天井の状況を

示す。 

3.2  調光制御による照度引き下げ 

3 階執務空間は，昼光利用制御（Hf 蛍光灯の調光制

御）が導入されており，節電対策として設定照度引き

下げによる対策を実施した。3 階においては，震災前

の 2010 年度の調査 1）を実施しており，震災前後の比較

を含め調査結果を報告する。 

3.2.1  実測エリアの概要 

表-4 に 3 階実測エリアの概要，図-3 に測定対象空間

の平面図を示す。測定は、図中の記載箇所にて行った。 

3.2.2  節電方法と明るさ感向上対策 

表-5 に各期間における節電対策方法を示す。照明は，

明るさセンサーを用いた昼光利用制御とタスク・アン

ビエント照明方式（以下 TAL）を採用している。震災

前の調査（④）は，2010 年度夏期に実施した。2011 年

度夏期のアンビエント照明による机上面設定照度は

200 lx であった（⑤）。またスケジェール管理により，

昼休みの 12 時～13 時の間は一斉消灯を行った。  

表-2 2 階実測エリアの概要 

Table 2  Outline of the field measurement area(2F) 

 

竣  工  ：2007 年 執務者 ：21 名 

実測対象面積：約 200ｍ2 設計照度：1,200 lx 

照明方式  ：全般照明 種  類：Hf 蛍光ランプ 

節電方法  ：間引き点灯による照度引き下げ 

+タスクライト設置 

改善手法  ：拡散カバーを設置し天井面輝度のむらを 

緩和する対策を実施 

 

表-3 各期間の節電対策方法 (2 階） 

Table 3  Electricity saving measures of each period (2F) 

 

①間引き点灯 9 灯 2011 年夏期 7/21-8/10 

②間引き点灯 15 灯 2011 年冬期 12/5-12/9 

③間引き点灯 15 灯 

+拡散カバー設置 
2011 年冬期 12/16,12/19-21 

 

 

拡散カバーの設置状況 

 

執務室天井の状況 

図-2 拡散カバー設置状況及び執務室天井の状況 (2 階) 

Fig.2  Diffusing cover installed in the ceiling of office (2F) 

 

図-1 2 階測定対象空間の平面図 

Fig.1  Plan of field measurement area (2F) 
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また，2011 年度冬期は，夏期と同様の照明条件（⑥）

に加え，消費電力量を上げることなく空間の明るさ感

を上げる目的で，空調用ダクト間の天井面に布を設置

し，天井面輝度を向上させる対策を実施した（⑦）。天

井に設置した布は，現状の天井面と比較し明度・輝度

の高いものを選定した。布の反射率は 84％であった。

図-4 に天井布張り対策を実施した執務空間の天井状況

を示す。 

 

4.  実測結果 

 

4.1  間引き点灯による照度引き下げ 

4.1.1  輝度 

拡散カバー設置による輝度分布緩和対策では，デジ

タルカメラ＋魚眼レンズを用いて執務室中央付近の天

井面を撮影し天井輝度分布を測定した。図-5 に拡散カ

バー設置前後の天井輝度分布を示す。また，表-6 に天

井輝度値を示す。なお拡散カバー設置前の蛍光灯の輝

度は，スポット輝度計の値を入力した。拡散カバー設

置前後で図中輝度算出エリアの平均値は約 570cd/ｍ2か

ら 90cd/ｍ2 と大きく低下した。図-6 に蛍光灯横断面の

輝度分布を示す。拡散カバー設置前と比較し，設置後

では光源部分の急激な輝度分布が和らいでいることが

分かる。 

4.1.2  照度 

測定値は，机上面高さの水平面の照度を縦横 1m 間

隔で測定したデータと机上面照度のデータである。図-

7 に拡散カバー設置前後の水平面照度空間分布を示す。

晴天日の対策前後を比較すると，拡散カバーを設置す

ることにより中央値は 609 lx から 391 lx と約 30％低下

したが，均斉度は 0.14 から 0.25 と上がっている。また，

相対四分位偏差を見ると拡散カバー設置前後で，0.33

から 0.17 とばらつきが小さくなっている。 

表-4 3 階実測エリアの概要 

Table 4  Outline of the field measurement area (3F) 

 

竣  工  ：2007 年 執務者 ：21 名 

実測対象面積：約 200ｍ2  設計照度：400lx 

照明方式：昼光利用制御， 

タスク・アンビエント照明 
種  類：Hf 蛍光ランプ 

節電方法：調光による照度引き下げ 

改善手法：天井面に布を設置し，天井面輝度を向上させる対策

を実施 

 

 

図-3 3 階測定対象空間の平面図 

Fig.3  Plan of field Measurement area (3F) 

表-5 各期間の節電対策方法(3 階) 

Table 5  Electricity saving measures of each period (3F) 

 

 震災前調査 本実測調査 

調査 

時期 
2010 年度夏期 2011 年度夏期 2011 年度冬期 

照明 

条件 

④TAL 400 lx ⑤TAL 200 lx ⑥TAL 200 lx 

- - ⑦TAL 200 lx+布設置 

 

 
布設置前           布設置後 

図-4 3 階天井布設置状況 

Fig.4  Before / after installation of screen in the ceiling of office 

(3F) 

表-6 対策前後の輝度(2 階) 

Table 6  Luminance of the 

ceiling before /after installation 

of diffusing cover (2F) 

 

 

 

図-5 対策前後の天井輝度分布 (2 階) 

Fig. 5  Luminance distribution of the ceiling before /after  

installation of diffusing cover (2F) 

 
 

図-6 A-A`の輝度分布(2 階) 

Fig. 6  Comparison of 

luminance distribution 

 of the A-A’ section (2F) 

 

布設置部分 



大成建設技術センター報 第 45 号(2012) 

17-4 

 

 

 

4.1.3  電力使用量 

2 階執務室エリア 1，エリア 2 の照明電力使用量を図

-8 に示す。対策前後ともそれぞれ約 8Ｗ/m
2，約 5.5Ｗ

/m
2であり大きな違いはなかった。 

4.1.4  執務者アンケート調査 

図-9 に机上面周りの明るさ感，満足度を示す。明る

さ感は，①夏期 9 灯から②冬期 15 灯への変更でやや暗

く感じる申告が減り、やや明るく感じる申告が増えた。

満足度では，満足と感じる申告が 47％と約半数が満足

している。拡散カバーを設置した後の明るさ感は，や

や暗く感じる申告が増えるとともにやや明るく感じる

申告が減っている。満足度では，やや満足と感じる申

告が約半数となった。図-10 のモニターの見やすさは，

机上面周りの明るさ感，満足度と同様の傾向であった。

図-11 の空間全体の明るさ感，満足度は，9 灯から 15

灯への変更によりやや暗く感じる，暗く感じる申告が

減り，どちらでもない申告が増えた。満足度でも満足，

やや満足の申告が増えている。カバーを設置した後で

は，空間全体の明るさ感はそれほど大きな変化はなか

ったが，満足度では不満側の申告がなくなくなり 70％

以上の執務者から，「やや満足」，「満足」の満足側の申

告が得られた。図-12 の天井照明のまぶしさは，9 灯か

ら 15 灯へ変更することで時々まぶしさを感じる申告が

増えているが，拡散カバー設置後では改善され，89％

の執務者がま全くまぶしさを感じないと申告している。 

  

 
 

図-7 対策前後の水平面照度空間分布 (2 階) 

Fig.7  Horizontal illuminance distribution of before / after installation 

of diffusing cover (2F) 

 

図-9 机上面周りの明るさ感と満足度 (2 階) 

Fig.9  Brightness and satisfaction on the desk top (2F) 

 
図-12 天井照明のまぶしさ (2 階) 

Fig.12  Glare of the ceiling light (2F) 

 
 

図-8 対策前後の電力量 (2 階) 

Fig.8  Electricity of before / after installation of diffusing cover 

(2F) 

 
 

図-11 空間全体の明るさ感と満足度 (2 階) 

Fig.11  Brightness and Satisfaction of whole of space (2F) 

 
 

図-10 モニターの見やすさ (2 階) 

Fig.10  Visibility of display (2F) 
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4.2  調光制御による照度引き下げ 

4.2.1  机上面照度 

図-13 に時期・天候別の机上面照度の中央値を示す。

机上面照度の中央値は，夏期および冬期の TAL200 lx

に比べ，明るさ感を上げる目的で採用した布を設置し

た後では，晴天で 43 lx，曇天で 59 lx 高い結果となっ

た。また夜間については布を設置した後も測定時期に

よる違いは見られず，ほぼ一定の値であった。 

4.2.2  電力使用量 

図-14 に震災前の電力使用量を基にした節電後の電

力使用量の割合を示す。いずれも測定期間の代表的な

一週間のデータ(土日は除く)を用い解析を行った。そ

の結果，⑤夏期 TAL200 lx では，震災前の電力使用量

を大きく下回り約 60％の電力使用量であった。主な要

因としては，設定照度の引き下げに加えて執務者が手

動にてアンビエント照明を消灯する時間帯があったた

めである。⑥冬期 TAL200 lx では，震災前と比較し，

約 80％の電力使用量であった。また，布を設置した⑦

においても電力使用量は⑥と変わらない値であった。 

4.2.3  執務空間全体の満足度と机上面周り満足度 

図-15 に執務空間全体と机上面周りに対する晴天日

の満足度を示す。空間全体の満足度は，④の震災前に

比べて設定照度引き下げを行った⑤では，不満側の申

告が高くなっている。机上面の設定照度が同一で季節

が異なる⑤と⑥を比較すると，空間全体の満足度は不

満側の申告が減っているのに対し，机上面周りでは不

満側の申告が増えている。布を設置した⑦では，空間

全体および机上面周りとも満足度は大幅に改善してお

り，天井面輝度向上の効果と考えられる。 

4.2.4  平均輝度と執務空間の明るさ感 

 図-16 に平均輝度と執務空間の明るさ感の関係を示す。

空間全体の平均輝度は布設置前後で大きな変化はみら

れなかったが，布設置部分のみの平均輝度で比較する

と，設置後の方が晴天日で高い輝度であった。執務空

間全体の明るさ感は晴天，曇天に関わらず，布設置後

の方が明るく感じるという申告が大幅に増えた。これ

より天井面輝度の向上が明るさ感の向上に寄与してい

ると考えられる。 

 

  

 

図-14 震災前を基にした節電後の電力使用量の割合(3 階) 

Fig.14  Power reduction rate of electricity saving measures (3F) 

 

図-15 晴天日の満足度の変化 (3 階) 

Fig.15  Comparison of satisfaction in the daytime of fine day (3F) 

 

 
 

図-16 平均輝度と執務空間の明るさ感の関係 (3 階) 

Fig.16  Relations of luminance and brightness in the room (3F) 

 

 

図-13 時期・天候別の机上面照度中央値(3 階) 

Fig.13  Median of illuminance on the desk top of each case (3F) 
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5.  まとめ 

 

本報告では，照明方式の異なる 2 つの執務空間にお

いて，節電対策時のオフィス照明環境改善手法の検討

を行った結果を報告した。 

46 灯から 15 灯に間引き点灯を行った 2 階執務室に

おいては，15 灯に拡散カバーを設置した場合，机上面

照度は拡散カバー設置前と比較し，545 lx→199 lx（曇

天時），609 lx→391 lx（晴天時），674 lx→343 lx（夜間）

と低下するが，均斉度を向上させることにより，執務

者の回答では，拡散カバーなしの条件とほぼ同等の空

間の明るさ感が得られ，天井照明のまぶしさを軽減す

ることがわかった。 

 調光制御により設定照度の引き下げを行った 3 階執

務室においては，天井面の輝度を向上させる手法によ

り，アンビエント照度が 200 lx の場合においても，机

上面や執務空間の照明環境に対する不満が低い結果を

得ることができた。天井面の輝度を向上させることで，

電力使用量を抑えつつ，執務者の満足感や明るさ感を

保つことができることが分かった。 

 今回の調査結果より，省エネと質の高い光環境を両

立させる空間の要素として以下が挙げられる。 

1.天井面の輝度を確保することで，執務者の満足度お

よび明るさ感を向上させることができる。 

2.執務者のまぶしさを抑制するため，天井面の輝度分

布の変化を和らげることが重要である。 

3.机上面照度の均斉度を上げることにより，照度を

200～400lx 程度に抑えた場合においても執務者の満

足度，明るさ感を，2 倍の照度の場合と同等とする

ことができる。均斉度を上げる手法により質の高い

低照度環境を創ることができる。 

4.節電対策における低照度環境への移行は，緩やかな

変化とすることが必要である。 

今後は，節電時においても照明環境の質を維持する

ため，机上面照度，天井面輝度，鉛直面輝度等の関係

について更なる検討を進めていきたい。 
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