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(57)【要約】

（修正有）

【課題】測定の利便性が改善された照明装置を提供する
。
【解決手段】照明装置Ｌ１は、ケーシング１、複数の板
材２、及び光源３を備える。ケーシング１の内面１２は
、半球状の内部空間を画定し、かつ光を拡散反射する材
料で構成され、観察部１４は、頂点１３２から内面に沿
って円周方向に離間して配置される。各板材２は、内部
空間に配置され、中心から見て内面の一部を覆う。各板
材２の中心の方を向く面は、光を吸収する材料で構成さ
れている。複数の板材２は、第１の板材２０１、中心に
対して第１の板材２０１と対称に配置される第２の板材
２０２、及び中心に対して他のいずれの板材とも対称に
は配置されない第３の板材を含む。第２の板材２０２及
び第３の板材はそれぞれ、観察部１４に対応する位置に
配置される透過口２０２１を有する。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
外面、内面、半球状の内部空間、及び観察部を有するケーシングであって、
前記内面は、前記半球状の内部空間を画定し、かつ光を拡散反射する材料で構成され
、
前記半球状の内部空間は、中心、頂点、底面、及び軸を有し、
前記軸は、前記中心及び頂点を通り、
前記ケーシングは、前記内部空間の前記底面側に開放されており、並びに、
前記観察部は、前記内部空間に配置される対象物を観察するために設けられ、かつ前
記頂点から前記内面に沿って円周方向に離間して配置される、
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ケーシングと、
前記内部空間において、それぞれ前記内面に対向し、かつ前記軸周りに分割して配置さ
れる複数の板材であって、
前記複数の板材はそれぞれ、前記中心から見て前記内面の一部を覆い、かつ前記軸周
りの位置を調節可能に構成され、
前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の方を向く第１面、及び前記中心の方を向く第
２面を備え、
前記複数の板材それぞれの前記第２面は、光を吸収する材料で構成され、並びに、
前記複数の板材は、
第１の板材、
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前記中心に対して前記第１の板材と対称に配置される第２の板材であって、前記観
察部に対応する位置に配置され、かつ光を透過するように構成された透過口を有する第２
の板材、及び、
前記観察部に対応する位置に配置され、かつ光を透過するように構成された透過口
を有する第３の板材であって、前記複数の板材のうちの他のいずれの板材も前記中心に対
して前記第３の板材とは対称に配置されない、第３の板材、
を含む、
複数の板材と、
前記内部空間に対して光を照射するように配置される光源と、
を備える、
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照明装置。
【請求項２】
前記複数の板材は、第４の板材であって、前記複数の板材のうちの他のいずれの板材も
前記中心に対して前記第４の板材とは対称に配置されない、第４の板材を更に含む、
請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
前記第３の板材の透過口は、前記光を透過する開口状態、及び前記光の透過を遮断する
閉口状態を取り得るように構成される、
請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
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前記ケーシングの開放端を支持する枠材を更に備え、
前記枠材は、前記ケーシングの前記内面から前記中心の方に離間して配置され、円筒状
に形成された側壁であって、前記内面と対向する外周面を有する側壁を備え、
前記光源は、前記ケーシングの前記内面の方に向けて、前記側壁の前記外周面に配置さ
れる、
請求項１から３のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項５】
前記内部空間の底面を少なくとも部分的に塞ぐように配置され、前記内部空間の方を向
く面が光を鏡面反射するように構成される反射鏡を更に備える、
請求項１から４のいずれか１項に記載の照明装置。
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【請求項６】
前記複数の板材は、互いに連結されており、前記軸周りに連動して移動することで、位
置を調節可能に構成される、
請求項１から５のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
前記内面は、前記頂点及び前記中心を通る平面で前記軸周りに複数の領域に均等に分割
され、
前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の１つの領域に対応する形状を有する、
請求項１から６のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項８】
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前記観察部は、前記内面から外面まで光を透過するように構成された受光口により構成
される、
請求項１から７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項９】
前記観察部は、光センサにより構成される、
請求項１から７のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１０】
外面、内面、半球状の内部空間、及び観察部を有するケーシングであって、
前記内面は、前記半球状の内部空間を画定し、かつ光を拡散反射する材料で構成され
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、
前記半球状の内部空間は、中心、頂点、底面、及び軸を有し、
前記軸は、前記中心及び頂点を通り、
前記ケーシングは、前記内部空間の前記底面側に開放されており、並びに、
前記観察部は、前記内部空間に配置される対象物を観察するために設けられ、かつ前
記頂点に配置される、
ケーシングと、
前記内部空間において、それぞれ前記内面に対向し、かつ前記軸周りに等間隔で配置さ
れる複数の板材であって、
前記複数の板材はそれぞれ、前記中心から見て前記内面の一部を覆い、かつ前記軸周
りの位置を調節可能に構成され、
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前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の方を向く第１面、及び前記中心の方を向く第
２面を備え、及び
前記複数の板材それぞれの前記第２面は、光を吸収する材料で構成される、
複数の板材と、
前記内部空間に対して光を照射するように配置される光源と、
を備える、
照明装置。
【請求項１１】
前記内面は、前記頂点及び前記中心を通る平面で前記軸周りに複数の領域に均等に分割
され、
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前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の１つの領域に対応する形状を有し、
前記内面の前記領域の数は、前記板材の数の２以上の整数倍である、
請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１２】
外面、内面、半球状の内部空間、及び観察部を有するケーシングであって、
前記内面は、前記半球状の内部空間を画定し、かつ光を吸収する材料で構成され、
前記半球状の内部空間は、中心、頂点、底面、及び軸を有し、
前記軸は、前記中心及び頂点を通り、
前記ケーシングは、前記内部空間の前記底面側に開放されており、並びに、
前記観察部は、前記内部空間に配置される対象物を観察するために設けられ、かつ前
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記頂点から前記内面に沿って円周方向に離間して配置される、
ケーシングと、
前記内部空間において、それぞれ前記内面に対向し、かつ前記軸周りに分割して配置さ
れる複数の板材であって、
前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の方を向く第１面、及び前記中心の方を向く第
２面を備え、
前記複数の板材それぞれの前記第２面は、光を拡散反射する材料で構成され、
前記複数の板材は、第１の板材であって、前記複数の板材のうちの他のいずれの板材
とも前記中心に対して対称には配置されない第１の板材を含み、
前記複数の板材は、前記複数の板材のうちの前記軸周りに隣接する２つの板材の間に
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配置される複数の間隔を有し、並びに、
前記複数の間隔は、第１の間隔、及び前記中心に対して前記第１の間隔と対称に配置
される第２の間隔を含む、
複数の板材と、
前記内部空間に対して光を照射するように配置される光源と、
を備える、
照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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本発明は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
物体の色彩又は光沢を測定するには、工業規格で定められた照明及び受光条件を満たす
のが望ましく、当該工業規格に準拠した接触式色彩計及び光沢計が数多く市販されている
。平らで均一な試料面を作成可能な物体であれば、市販の接触式色彩計及び光沢計により
、対象の物体の色彩及び光沢を測定することができる。しかしながら、複雑な形状の試料
をそのままの形で測定するには、色彩輝度計及びカメラを利用して、非接触で対象の物体
を観察することになり、照明を別途設けることになる。そうすると、照明及び受光条件に
ばらつきが生じやすくなるため、測定精度を担保するのが困難になる。
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【０００３】
本件発明者らは、非特許文献１及び２において、このような問題点を解消可能なドーム
型の照明装置を提案した。具体的には、提案の照明装置は、積分球を模したドームを備え
、ドームの内壁を白色にした。更に、ドーム内の内壁付近には、光トラップとなるブレー
ド状の板材を配置した。板材は、試料台を配置する内部空間の中心を通る軸周りに移動可
能に構成した。また、ドームの天頂部に受光口を設けて、この受光口からカメラにより測
色可能にした。この照明装置によれば、一定の照明条件で照明光を充満させたドーム内に
対象物を配置することで、非接触であっても再現性よく対象物の測色を行うことができる
。更に、可動式の板材の位置を変えながら撮影を行うことで、鏡面反射成分を含まない測
色（Specular Component Exclude：ＳＣＥ）及び鏡面反射成分を含む測色（Specular Com
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ponent Include：ＳＣＩ）を実施することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【非特許文献１】酒井英樹、磯見麻衣、伊與田浩志、「ドーム型照明を用いた非接触式測
色システムの開発その１：自由曲面試料の色彩測定」、日本色彩学会誌、２０１７年、第
４１巻、第３号、supplement、ｐ１０−１１
【非特許文献２】磯見麻衣、酒井英樹、伊與田浩志、「ドーム型照明を用いた非接触式測
色システムの開発その２：自由曲面試料の光沢測定」、日本色彩学会誌、２０１７年、第
４１巻、第３号、supplement、ｐ１２−１５
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
本件発明者らは、非特許文献１及び２で提案の照明装置には次のような問題点があるこ
とを見出した。すなわち、提案の照明装置では、天頂（垂直位置）に受光口が設けられて
いる。そのため、角度を付けて対象物の測色を行うこと、及び再帰反射成分を考慮して対
象物を撮影することが困難であった。また、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色のために、
板材の位置をこまめに変更して、対象物を撮影することになる。そのため、撮影回数が増
えやすく、測定に手間がかかる。これらに起因して、提案の照明装置は、測定の利便性に
乏しいという問題点があることを本件発明者らは見出した。

10

【０００６】
本発明は、一側面では、このような実情を鑑みてなされたものであり、その目的は、測
定の利便性が改善された照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
本発明は、上述した課題を解決するために、以下の構成を採用する。
【０００８】
すなわち、本発明の一側面に係る照明装置は、外面、内面、半球状の内部空間、及び観
察部を有するケーシングであって、前記内面は、前記半球状の内部空間を画定し、かつ光
を拡散反射する材料で構成され、前記半球状の内部空間は、中心、頂点、底面、及び軸を
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有し、前記軸は、前記中心及び頂点を通り、前記ケーシングは、前記内部空間の前記底面
側に開放されており、並びに、前記観察部は、前記内部空間に配置される対象物を観察す
るために設けられ、かつ前記頂点から前記内面に沿って円周方向に離間して配置される、
ケーシングと、前記内部空間において、それぞれ前記内面に対向し、かつ前記軸周りに分
割して配置される複数の板材であって、前記複数の板材はそれぞれ、前記中心から見て前
記内面の一部を覆い、かつ前記軸周りの位置を調節可能に構成され、前記複数の板材はそ
れぞれ、前記内面の方を向く第１面、及び前記中心の方を向く第２面を備え、前記複数の
板材それぞれの前記第２面は、光を吸収する材料で構成され、並びに、前記複数の板材は
、第１の板材、前記中心に対して前記第１の板材と対称に配置される第２の板材であって
、前記観察部に対応する位置に配置され、かつ光を透過するように構成された透過口を有
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する第２の板材、及び、前記観察部に対応する位置に配置され、かつ光を透過するように
構成された透過口を有する第３の板材であって、前記複数の板材のうちの他のいずれの板
材も前記中心に対して前記第３の板材とは対称に配置されない、第３の板材、を含む、複
数の板材と、前記内部空間に対して光を照射するように配置される光源と、を備える。
【０００９】
当該構成に係る照明装置では、ケーシングの内部空間の中心付近に対象物を配置するこ
とで、対象物の測色のための観察を観察部により行うことができる。この観察の際に、光
源から照射される光をケーシングの内面で拡散反射させることで、内部空間内の照明条件
を一定に保つことができる。よって、当該構成に係る照明装置によれば、非接触で再現性
よく対象物の測色を行うことができる。また、観察部は、頂点から内面に沿って円周方向
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に離間して配置されるため、角度を付けて対象物の測色を行うことができる。更に、当該
構成に係る照明装置では、各板材が、光トラップの役割を果たす。この各板材を適切に配
置することで、再帰反射成分を考慮した上で、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色を実施す
ることができる。
【００１０】
具体的に、第２の板材を観察部の位置に合わせて配置すると、第１の板材が、内部空間
の中心に対して第２の板材及び観察部とは対称の位置に配置される。観察部により対象物
を観察する際、このように配置された第１の板材により、観察部から測定可能な鏡面反射
成分を対象物に対して生じさせる光の入射を遮断することができる。加えて、観察部の位
置に合わせて配置された第２の板材により、観察部から測定可能な再帰反射成分を対象物
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に対して生じさせる光の入射を遮断することができる。よって、第２の板材を観察部の位
置に合わせて配置することで、対象物の拡散反射成分を測定することができる。
【００１１】
また、第３の板材を観察部の位置に合わせて配置すると、このように配置された第３の
板材により、観察部から測定可能な再帰反射成分を対象物に対して生じさせる光の入射を
遮断することができる。一方で、この際は、内部空間の中心に対して観察部と対称な位置
に他のいずれの板材も配置されないため、観察部から測定可能な鏡面反射成分を生じさせ
る光を対象物に入射させることができる。よって、第３の板材を観察部の位置に合わせて
配置することで、対象物の拡散反射成分及び鏡面反射成分を測定することができる。
【００１２】
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したがって、当該構成に係る照明装置では、頂点から内面に沿って円周方向に離間して
配置された観察部により、角度を付けて対象物の測色を行うことができる。更に、上記各
板材の配置により、再帰反射成分を考慮した上で、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色を実
施することができる。よって、当該構成によれば、測定の利便性が改善された照明装置を
提供することができる。
【００１３】
なお、「中心に対して対象の板材と対称に配置される」とは、対象の板材に対して軸周
りに１８０度の位置に配置されることである。中心に対して対象の板材と非対称に配置さ
れる（対称に配置されない）とは、対象の板材に対して軸周りに１８０度の位置に配置さ
れない、すなわち、対象の板材に対して軸周りに１８０度からずれた角度の位置に配置さ
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れることである。観察部は、対象物を観察可能に適宜構成されてよく、例えば、カメラ等
の光センサで内部空間を観察するための受光口、又は光センサで構成されてよい。「光を
拡散反射する材料」は、光を拡散反射可能であれば特に限定されなくてもよく、例えば、
白色に塗装された部材、白色の材質の部材等であってよい。具体例として、光を拡散反射
する材料は、例えば、硫酸バリウム、多孔質ＰＴＦＥ（polytetrafluoroethylene）樹脂
等であってよい。「光を吸収する材料」は、光を吸収可能であれば特に限定されなくても
よく、例えば、黒色に塗装された部材、黒色の材質の部材等であってよい。具体例として
、光を吸収する材料は、例えば、カーボンブラック、無反射起毛布等であってよい。各板
材は、個別に移動可能に構成されてよい。各板材が個別に移動可能に構成される場合、第
２の板材及び第３の板材は同一の板材により構成されてよい。すなわち、透過口を有する
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１つの板材が、第２の板材及び第３の板材の役割を兼ねてよい。
【００１４】
上記一側面に係る照明装置において、前記複数の板材は、第４の板材であって、前記複
数の板材のうちの他のいずれの板材も前記中心に対して前記第４の板材とは対称に配置さ
れない、第４の板材を更に含んでよい。中心に対して観察部と対称な位置に第４の板材を
配置すると、観察部に対応する位置には、他のいずれの板材も配置されない。そのため、
観察部から測定可能な再帰反射成分を生じさせる光を対象物に入射させることができる。
加えて、観察部と対称な位置に配置された第４の板材により、観察部から測定可能な鏡面
反射成分を対象物に対して生じさせる光の入射を遮断することができる。よって、中心に
対して観察部と対称な位置に第４の板材を配置することで、対象物の拡散反射成分及び再
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帰反射成分を更に測定することができる。したがって、当該構成によれば、ＳＣＥ方式及
びＳＣＩ方式の測色に加えて、対象物の再帰反射成分の測定が可能であるため、測定の利
便性が更に改善された照明装置を提供することができる。
【００１５】
上記一側面に係る照明装置において、前記第３の板材の透過口は、前記光を透過する開
口状態、及び前記光の透過を遮断する閉口状態を取り得るように構成されてよい。当該構
成において、閉口状態の第３の板材は、上記第４の板材と同様に利用可能である。すなわ
ち、第３の板材を利用して、対象物の拡散反射成分及び再帰反射成分を更に測定すること
ができる。したがって、当該構成によれば、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色に加えて、
対象物の再帰反射成分の測定が可能であるため、測定の利便性が更に改善された照明装置
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を提供することができる。なお、当該構成では、第４の板材は省略されてよい。
【００１６】
上記一側面に係る照明装置は、前記ケーシングの開放端を支持する枠材を更に備えても
よい。前記枠材は、前記ケーシングの前記内面から前記中心の方に離間して配置され、円
筒状に形成された側壁であって、前記内面と対向する外周面を有する側壁を備えてよく、
前記光源は、前記ケーシングの前記内面の方に向けて、前記側壁の前記外周面に配置され
てもよい。当該構成によれば、ケーシングの内側に配置される側壁の外周面に光源を配置
することで、拡散反射する材料で構成されたケーシングの内面に向けて光を確実に照射す
ることができる。よって、測色に好適な照明条件を内部空間内で実現することができる。
【００１７】
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上記一側面に係る照明装置は、前記内部空間の底面を少なくとも部分的に塞ぐように配
置され、前記内部空間の方を向く面が光を鏡面反射するように構成される反射鏡を更に備
えてもよい。当該構成によれば、ケーシングの内部空間と同様の空間を反射鏡によりケー
シングとは反対側に形成することができる。そのため、内部空間の底面に反射鏡を配置す
るという簡易的かつ低コストな構成で積分球を模すことができる。更には、反射鏡は、内
部空間の底面を完全に塞ぐ必要性はないため、対象物をケーシングの内部空間に完全には
閉じ込めなくてもよい。そのため、従来の積分球内には配置が困難な対象物の測色も実施
することができる。また、例えば、道路面、建物壁面等の比較的に大面積の対象物を切り
出すことなく、当該対象物の測色をその場において行うことができる。更には、ベルトコ
ンベア等の生産ライン上で搬送される製品の測色をその場において行うことができる。な
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お、積分球を模すための構成は、このような例に限定されなくてもよい。上記一側面に係
る照明装置は、当該反射鏡に代えて、ケーシングと同じ半球状の内部空間を有する他のケ
ーシングを更に備えてもよい。これにより、上記一側面に係る照明装置は、積分球を模し
てもよい。
【００１８】
上記一側面に係る照明装置において、前記複数の板材は、互いに連結されており、前記
軸周りに連動して移動することで、位置を調節可能に構成されてよい。当該構成によれば
、対象物を観察する際における各板材を移動する操作性を高めることができ、これにより
、測定の手間を低減することができる。
【００１９】
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上記一側面に係る照明装置において、前記内面は、前記頂点及び前記中心を通る平面で
前記軸周りに複数の領域に均等に分割されてよく、前記複数の板材はそれぞれ、前記内面
の１つの領域に対応する形状を有してもよい。当該構成によれば、各板材の形状が内面の
分割領域に対応していることで、各板材が遮蔽する内面の領域が把握しやすくなり、これ
により、対象物の測色を実施する際における照明条件の設定が容易になる。そのため、測
定の利便性を高めることができる。なお、「１つの領域に対応する形状」は、対象物から
見て対象の領域を遮蔽するような形状であればよく、例えば、二直角球面三角形状であっ
てよい。
【００２０】
上記一側面に係る照明装置において、前記観察部は、前記内面から外面まで光を透過す
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るように構成された受光口により構成されてよい。当該構成では、ケーシングの外側に配
置したカメラ等の光センサにより受光口を介して対象物の測色を実施する。当該構成によ
れば、この光センサとケーシングとが別々に用意されるため、光センサを容易に交換する
ことができる。
【００２１】
或いは、上記一側面に係る照明装置において、前記観察部は、光センサにより構成され
てよい。当該構成によれば、簡易な構造を有する照明装置を提供することができる。
【００２２】
なお、上記一側面に係る照明装置では、ケーシングの内面が光を拡散反射する材料で構
成され、各板材の第２面が光を吸収する材料で構成されている。つまり、上記一側面に係
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る照明装置では、ケーシングの内面が光を拡散反射する役割を果たし、各板材の第２面が
光トラップの役割を果たしている。しかしながら、照明装置の構成は、このような例に限
定されなくてもよく、この役割は入れ替わってもよい。すなわち、ケーシングの内面が光
を吸収する材料で構成され、各板材の第２面が光を拡散反射する材料で構成されてもよい
。
【００２３】
例えば、本発明の一側面に係る照明装置は、外面、内面、半球状の内部空間、及び観察
部を有するケーシングであって、前記内面は、前記半球状の内部空間を画定し、かつ光を
吸収する材料で構成され、前記半球状の内部空間は、中心、頂点、底面、及び軸を有し、
前記軸は、前記中心及び頂点を通り、前記ケーシングは、前記内部空間の前記底面側に開
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放されており、並びに、前記観察部は、前記内部空間に配置される対象物を観察するため
に設けられ、かつ前記頂点から前記内面に沿って円周方向に離間して配置される、ケーシ
ングと、前記内部空間において、それぞれ前記内面に対向し、かつ前記軸周りに分割して
配置される複数の板材であって、前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の方を向く第１面
、及び前記中心の方を向く第２面を備え、前記複数の板材それぞれの前記第２面は、光を
拡散反射する材料で構成され、前記複数の板材は、第１の板材であって、前記複数の板材
のうちの他のいずれの板材とも前記中心に対して対称には配置されない第１の板材を含み
、前記複数の板材は、前記複数の板材のうちの前記軸周りに隣接する２つの板材の間に配
置される複数の間隔を有し、並びに、前記複数の間隔は、第１の間隔、及び前記中心に対
して前記第１の間隔と対称に配置される第２の間隔を含む、複数の板材と、前記内部空間
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に対して光を照射するように配置される光源と、を備える。
【００２４】
また、上記一側面に係る照明装置では、観察部が、頂点から内面に沿って円周方向に離
間した位置に配置されることで、角度をつけて対象物の測色を実施可能に構成されている
。しかしながら、照明装置の構成は、このような例に限定されなくてもよい。測定の手間
を低減することで測定の利便性を高める場合には、観察部は、頂点に配置されてもよい。
【００２５】
例えば、本発明の一側面に係る照明装置は、外面、内面、半球状の内部空間、及び観察
部を有するケーシングであって、前記内面は、前記半球状の内部空間を画定し、かつ光を
拡散反射する材料で構成され、前記半球状の内部空間は、中心、頂点、底面、及び軸を有

30

し、前記軸は、前記中心及び頂点を通り、前記ケーシングは、前記内部空間の前記底面側
に開放されており、並びに、前記観察部は、前記内部空間に配置される対象物を観察する
ために設けられ、かつ前記頂点に配置される、ケーシングと、前記内部空間において、そ
れぞれ前記内面に対向し、かつ前記軸周りに等間隔で配置される複数の板材であって、前
記複数の板材はそれぞれ、前記中心から見て前記内面の一部を覆い、かつ前記軸周りの位
置を調節可能に構成され、前記複数の板材はそれぞれ、前記内面の方を向く第１面、及び
前記中心の方を向く第２面を備え、及び前記複数の板材それぞれの前記第２面は、光を吸
収する材料で構成される、複数の板材と、前記内部空間に対して光を照射するように配置
される光源と、を備える。
【００２６】
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光トラップの役割を果たす各板材が軸周りに等間隔で配置されていない場合、ＳＣＥ方
式及びＳＣＩ方式の測色を行うために、軸周りに各板材の配置を変更する前後で、各板材
の位置の重複が生じやすくなる。各板材の位置の重複が生じやすいと、対象物の全周囲を
各板材で遮蔽するために、各板材の位置を変更する回数が多くなり、測定回数の増加を招
いてしまう。これに対して、当該構成に係る照明装置では、各板材が軸周りに等間隔で配
置されている。これにより、軸周りに各板材の配置を変更して対象物の測定を行う際に、
各板材の位置の重複を抑えることができる。例えば、各板材の位置の変更は、隣接する板
材の間の領域を埋めるように各板材を軸周りに移動させることにより行えばよい。そのた
め、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色を行う際の測定回数を低減することができる。よっ
て、当該構成によれば、測定の利便性が改善された照明装置を提供することができる。
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【００２７】
上記一側面に係る照明装置において、前記内面は、前記頂点及び前記中心を通る平面で
前記軸周りに複数の領域に均等に分割されてよく、前記複数の板材はそれぞれ、前記内面
の１つの領域に対応する形状を有してよく、前記内面の前記領域の数は、前記板材の数の
２以上の整数倍であってよい。当該構成では、各板材の形状が内面の分割領域に対応して
いることで、各板材の位置の重複の発生を抑えることができ、領域の数が板材の数のｎ倍
であるとすると、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色を行う際の測定回数がｎ回で済む。よ
って、当該構成によれば、測定の利便性が更に改善された照明装置を提供することができ
る。
【発明の効果】
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【００２８】
本発明によれば、測定の利便性が改善された照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明装置を模式的に例示する側面図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る照明装置を模式的に例示する平面図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る照明装置を模式的に例示する断面図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る照明装置の各板材の配置を模式的に例示する。
【図５Ａ】図５Ａは、実施の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図５Ｂ】図５Ｂは、実施の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
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【図５Ｃ】図５Ｃは、実施の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図５Ｄ】図５Ｄは、実施の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図６】図６は、他の形態に係る照明装置を模式的に例示する断面図である。
【図７】図７は、他の形態に係る照明装置を模式的に例示する断面図である。
【図８】図８は、他の形態に係る照明装置の各板材の配置を模式的に例示する。
【図９Ａ】図９Ａは、他の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図９Ｂ】図９Ｂは、他の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図９Ｃ】図９Ｃは、他の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図９Ｄ】図９Ｄは、他の形態に係る照明装置の使用例を模式的に例示する。
【図１０】図１０は、他の形態に係る照明装置を模式的に例示する断面図である。
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【図１１】図１１は、他の形態に係る照明装置の各板材の配置を模式的に例示する。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
以下、本発明の一側面に係る実施の形態（以下、「本実施形態」とも表記する）を、図
面に基づいて説明する。ただし、以下で説明する本実施形態は、あらゆる点において本発
明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うことがで
きることは言うまでもない。つまり、本発明の実施にあたって、実施形態に応じた具体的
構成が適宜採用されてもよい。なお、以下の説明では、説明の便宜のため、図面内の向き
を基準として説明を行う。
【００３１】
§１
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構成例

図１〜図３を用いて、本実施形態に係る照明装置Ｌ１の構成の一例を説明する。図１〜
図３は、本実施形態に係る照明装置Ｌ１の構成の一例を模式的に例示する側面図、平面図
、及び断面図である。各図に示されるとおり、本実施形態に係る照明装置Ｌ１は、ケーシ
ング１、複数の板材２、光源３、枠材４、及び反射鏡５を備えている。本実施形態に係る
照明装置Ｌ１は、対象物Ｓの測色に利用される。
【００３２】
（ケーシング）
本実施形態に係るケーシング１は、外面１１、内面１２、半球状の内部空間１３、及び
受光口１４を備えている。外面１１は、ケーシング１の外側を向いており、内面１２は、
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ケーシング１の内側を向いている。本実施形態では、内面１２は、光を拡散反射する材料
で構成されている。光を拡散反射する材料は、光を拡散反射可能であれば特に限定されな
くてもよく、例えば、白色に塗装された部材、白色の材質の部材等であってよい。具体例
として、光を拡散反射する材料は、例えば、硫酸バリウム、多孔質ＰＴＦＥ樹脂等であっ
てよい。また、内面１２は、半球状に形成されており、これにより、半球状の内部空間１
３を画定している。内面１２は、光を拡散反射する材料で構成されている。
【００３３】
半球状の内部空間１３は、中心１３１、頂点１３２、底面１３３、及び軸１３４を有し
ている。中心１３１は、内部空間１３の半球を含む球の真ん中に位置している。測色を実
施する際、内部空間１３において、対象物Ｓは、中心１３１付近に配置される。頂点１３
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２は、中心１３１に対して垂直方向上方に位置する。軸１３４は、中心１３１及び頂点１
３２を通っている。底面１３３は、中心１３１を含んでおり、円形状に形成されている。
ケーシング１は、内部空間１３の底面１３３側に開放されており、円環状に形成された開
放端１５を有している。なお、内部空間１３の形状は、対象物Ｓの測色に致命的な影響を
与えない範囲で完全な半球でなくてもよい。
【００３４】
受光口１４は、内部空間１３に配置される対象物Ｓを観察するために設けられる。受光
口１４は、本発明の「観察部」の一例である。受光口１４は、頂点１３２から内面１２に
沿って円周方向に離間して配置される。受光口１４の位置は、特に限定されなくてもよく
、実施の形態に応じて適宜設定されてよい。例えば、鏡面反射の測定に適するように、受

20

光口１４は、受光口１４及び中心１３１を結ぶ線と軸１３４との角度が２０度、４５度、
６０度、又は８５度となるように配置されてよい。また、例えば、拡散反射の測定に適す
るように、受光口１４は、受光口１４及び中心１３１を結ぶ線と軸１３４との角度が４５
度となるように配置されてもよい。また、例えば、再帰反射の測定に適するように、受光
口１４は、受光口１４及び中心１３１を結ぶ線と軸１３４との角度が５度、３０度、又は
４０度となるように配置されてもよい。
【００３５】
本実施形態では、受光口１４は、内面１２から外面１１まで光を透過するように構成さ
れる。この受光口１４の構成は、光を透過可能であれば、特に限定されなくてもよく、実
施の形態に応じて適宜決定されてよい。例えば、受光口１４は、樹脂材料等の透明な材料

30

により構成されてよい。また、例えば、受光口１４は、内面１２から外面１１に貫通する
貫通孔により構成されてもよい。貫通孔には、樹脂材料等の透明な材料が充填されていて
もよい。
【００３６】
また、受光口１４は、光を透過する開口状態、及び光の透過を遮断する閉口状態を取り
得るように構成されてもよい。受光口１４を開閉可能にするための構成は、特に限定され
なくてもよく、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。例えば、受光口１４に取り付け
可能に構成されたキャップ等の閉塞部材（不図示）が用意されてよい。この閉塞部材で受
光口１４を塞ぐことで、受光口１４は、閉口状態を取ってもよい。一方、この閉塞部材を
受光口１４から取り外すことで、受光口１４は、開口状態を取ってもよい。

40

【００３７】
このケーシング１は、一体的に形成されてもよい。或いは、ケーシング１は、軸周りに
複数の部分に分割されていてもよい。また、ケーシング１の材料は、特に限定されなくて
もよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。ケーシング１には、例えば、アクリル
樹脂、ステンレス材等が用いられてよい。ケーシング１の材料には、加工性に優れ、強度
を担保可能な材料が望ましい。なお、図１及び図２では、ケーシング１の外面１１は、内
部空間１３と同様に半球状に形成されている。しかしながら、ケーシング１の外面１１の
形状は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい
。
【００３８】
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（板材）
次に、図４を更に用いて、複数の板材２について説明する。図４は、本実施形態に係る
照明装置Ｌ１の各板材２の配置を模式的に例示する。詳細には、図４は、中心１３１から
見た各板材２と内面１２との関係を模式的に例示する。
【００３９】
複数の板材２は、内部空間１３において、それぞれ内面１２に対向し、かつ軸１３４周
りに分割して配置される。各板材２は、中心１３１から見て内面１２の一部を覆い、かつ
軸１３４周りの位置を調節可能に構成される。各板材２は、連動して移動可能に構成され
てもよい。或いは、各板材２は、個別に移動可能に構成されてもよい。本実施形態では、
複数の板材２は、互いに連結されており、軸１３４周りに連動して移動することで、位置

10

を調節可能に構成される。各板材２を連結する構成は、特に限定されなくてもよく、実施
の形態に応じて適宜選択されてよい。例えば、各板材２の下端及び上端の少なくとも一方
が枠材等の連結具（不図示）により連結されてよい。
【００４０】
各板材２は、内面１２の方を向く第１面２１、及び中心１３１の方を向く第２面２２を
備える。各板材２の第２面２２は、光を吸収する材料で構成される。これにより、各板材
２は、光トラップとして機能する。なお、光を吸収する材料は、光を吸収可能であれば特
に限定されなくてもよく、例えば、黒色に塗装された部材、黒色の材質の部材等であって
よい。具体例として、光を吸収する材料は、例えば、カーボンブラック、無反射起毛布等
であってよい。一方、第１面２１の構成は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応
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じて適宜選択されてよい。第１面２１は、第２面２２と同様に、光を吸収する材料で構成
されてもよい。或いは、第１面２１は、その他の材料で構成されてもよい。
【００４１】
各板材２の数は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい
。本実施形態では、照明装置Ｌ１は、４つの板材２を備える。具体的に、４つの板材２は
、第１の板材２０１、第２の板材２０２、第３の板材２０３、及び第４の板材２０４を含
む。なお、各板材２を区別する場合に、「第１の板材」等の個別の呼び方を用い、各板材
２を区別せずに総称する場合に、単に「板材」との呼び方を用いる。
【００４２】
第１の板材２０１及び第２の板材２０２は、中心１３１に対して互いに対称に配置され

30

る。一方、第３の板材２０３は、複数の板材２のうち他のいずれの板材（２０１、２０２
、２０４）とも中心１３１に対して対称とはならない位置に配置される。第４の板材２０
４も、第３の板材２０３と同様に、複数の板材２のうち他のいずれの板材（２０１、２０
２、２０３）とも中心１３１に対して対称とはならない位置に配置される。
【００４３】
図４では、本実施形態に係る各板材２の配置の一例が示される。具体的に、第２の板材
２０２は、第１の板材２０１から軸１３４周りに１８０度の位置に配置されている。また
、第３の板材２０３は、第１の板材２０１から軸１３４周りに時計回り方向を正として９
０度の位置に配置されている。第４の板材２０４は、第１の板材２０１から軸１３４周り
に時計回り方向を正として３００度の位置に配置されている。中心１３１に対して第３の

40

板材２０３及び第４の板材２０４それぞれと対称な位置には、どの板材２も配置されてお
らず、内面１２が露出している。
【００４４】
なお、中心１３１に対して対象の板材と対称に配置されるとは、対象の板材に対して軸
１３４周りに１８０度の位置に配置されることである。１８０度の位置に配置されること
は、一方の板材から対象物Ｓを観察する際に、他方の板材が鏡面反射成分の入射を遮断可
能に配置されるのであれば、互いの中心位置が１８０度の位置からずれていることを含ん
でよい。一方、中心１３１に対して対象の板材と対称に配置されない（すなわち、非対称
に配置される）とは、対象の板材に対して軸１３４周りに１８０度の位置に配置されない
、換言すると、対象の板材に対して軸１３４周りに１８０度からずれた角度の位置に配置

50

(12)

JP 2020‑202119 A 2020.12.17

されることである。具体的には、１８０度からずれた角度の位置に配置されることは、一
方の板材から対象物Ｓを観察する際に、他方の板材が鏡面反射成分の入射を遮断不能な程
度に１８０度からずれた角度の位置に配置されることである。
【００４５】
第２の板材２０２は、受光口１４に対応する位置に配置され、かつ光を透過するように
構成された透過口２０２１を有している。同様に、第３の板材２０３も、受光口１４に対
応する位置に配置され、かつ光を透過するように構成された透過口２０３１を有している
。受光口１４に対応する位置に配置されるとは、各板材（２０２、２０３）が受光口１４
の位置に合わせて配置された際に、受光口１４から各透過口（２０２１、２０３１）を介
して中心１３１付近に配置される対象物Ｓが観察可能であるように配置されることである

10

。
【００４６】
各透過口（２０２１、２０３１）の構成は、光を透過可能であれば、特に限定されなく
てもよく、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。例えば、各透過口（２０２１、２０
３１）は、樹脂材料等の透明な材料により構成されてよい。また、例えば、各透過口（２
０２１、２０３１）は、第１面２１から第２面２２に貫通する貫通孔により構成されても
よい。貫通孔には、樹脂材料等の透明な材料が充填されていてもよい。
【００４７】
また、各透過口（２０２１、２０３１）は、光を透過する開口状態、及び光の透過を遮
断する閉口状態を取り得るように構成されてもよい。各透過口（２０２１、２０３１）を
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開閉可能にするための構成は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜決定
されてよい。例えば、各透過口（２０２１、２０３１）に取り付け可能に構成されたキャ
ップ等の閉塞部材（不図示）が用意されてよい。この閉塞部材で各透過口（２０２１、２
０３１）を塞ぐことで、各透過口（２０２１、２０３１）は、閉口状態を取ってもよい。
一方、この閉塞部材を各透過口（２０２１、２０３１）から取り外すことで、受光口１４
は、開口状態を取ってもよい。
【００４８】
更に、図４に示されるとおり、本実施形態では、内面１２は、仮想的に、頂点１３２及
び中心１３１を通る平面で軸１３４周りに複数の領域Ａ１に均等に分割されている。各板
材２は、内面１２の１つの領域Ａ１に対応する形状を有している。１つの領域Ａ１に対応
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する形状は、対象物Ｓから見て対象の領域Ａ１を遮蔽するような形状であればよく、例え
ば、二直角球面三角形状であってよい。なお、図４の例では、内面１２は、１２等分され
ている。ただし、分割数は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて
適宜決定されてよい。
【００４９】
各板材２の材料は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよ
い。各板材２には、例えば、アクリル樹脂、ステンレス材等が用いられてよい。各板材２
の材料には、加工性に優れ、強度を担保可能な材料が望ましい。
【００５０】
（光源及び枠材）

40

次に、光源３及び枠材４について説明する。図３に示されるとおり、光源３は、内部空
間１３に対して光を照射するように配置される。本実施形態では、光源３は、枠材４に取
り付けられている。枠材４は、円環状に形成されており、ケーシング１の開放端１５を支
持するように構成されている。本実施形態では、枠材４は、本体部４０、外周壁４１、及
び内周壁４２を備えている。本体部４０は、円環状に形成されている。外周壁４１は、本
体部４０の外周側に設けられていることで、ケーシング１の外側（外面１１側）に配置さ
れている。一方、内周壁４２は、本体部４０の内周側に設けられていることで、ケーシン
グ１の内面１２から中心１３１の方に離間して配置されている。外周壁４１及び内周壁４
２はそれぞれ、円筒状に形成されている。内周壁４２は、本発明の「側壁」の一例である
。内周壁４２は、ケーシング１の内面１２と対向する外周面４２１を有している。本実施
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形態では、光源３は、ケーシング１の内面１２の方に向けて、内周壁４２の外周面４２１
に配置されている。
【００５１】
なお、枠材４の材料は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択され
てよい。本実施形態では、枠材４に光源３が取り付けられるため、枠材４には、光源３か
ら発生する熱を効果的に放出可能な熱伝導性のよい材料を用いるのが望ましい。この観点
から、枠材４には、例えば、アルミニウム材を用いるのが望ましい。また、光源３の種類
及び数は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。光源３
には、例えば、ＬＥＤ（light emitting diode）、蛍光管、有機ＥＬ（electro‑luminesc
ence）等が用いられてよい。また、複数の光源３が、円筒状の外周面４２１に軸１３４周

10

りに間隔を空けて（例えば、等間隔に）配置されてよい。
【００５２】
（反射鏡）
次に、反射鏡５について説明する。反射鏡５は、内部空間１３の底面１３３を少なくと
も部分的に塞ぐように配置される。図１〜図３の例では、反射鏡５は、ケーシング１の開
放端１５より大きい矩形状に形成されており、内部空間１３の底面１３３を完全に塞ぐよ
うに構成されている。この場合、測色を実施する際、対象物Ｓは、ケーシング１の内部空
間１３内に収容される。
【００５３】
ただし、反射鏡５の形状及び寸法は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形
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態に応じて適宜決定されてよい。反射鏡５は、内部空間１３の底面１３３を完全に塞ぐの
ではなく、底面１３３を部分的に塞ぐように構成されてもよい。例えば、反射鏡５は、中
心１３１付近の部分が取り除かれていることで、中心１３１付近で内部空間１３と外部と
が連通するように形成されていてもよい。この場合、測色を実施する際、対象物Ｓは、少
なくとも部分的に内部空間１３の外側に配置され、その連通部分から内部空間１３にアク
セスしてもよい。
【００５４】
反射鏡５は、内部空間１３の方を向く面５１を有しており、面５１は、光を鏡面反射す
るように構成される。反射鏡５の材料は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じ
て、適宜選択されてよい。反射鏡５には、アルミニウムを蒸着した樹脂材、ステンレス材
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等が用いられてよい。これに応じて、面５１は、アルミニウムが蒸着した面、ステンレス
面等により構成されてよい。なお、反射鏡５は、複数の部分に分割されていてもよい。
【００５５】
§２

使用方法

次に、図５Ａ〜図５Ｄを用いて、本実施形態に係る照明装置Ｌ１の使用方法について説
明する。図５Ａ〜図５Ｄは、本実施形態に係る照明装置Ｌ１の使用方法の一例を模式的に
例示する。
【００５６】
まず、測色の準備として、使用者は、測色の対象となる対象物Ｓを、ケーシング１の内
部空間１３の中心１３１付近に配置する。次に、使用者は、光源３を点灯することで、光
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源３に対して内部空間１３に光を照射させる。これにより、内部空間１３は、ケーシング
１の内面１２により光が拡散反射されている状態になる。そして、使用者は、ケーシング
１の外面１１側において、光センサを受光口１４に合わせて配置し、内部空間１３に配置
された対象物Ｓの各反射成分の光センサによる測定を開始する。
【００５７】
なお、対象物Ｓの種類は、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択さ
れてよい。対象物Ｓには、平らで均一な試料面の他に、例えば、凹凸のある建材（例えば
、タイル、石材等）、食品又は食材（例えば、パン、チョコレート等）、植物、生き物（
例えば、昆虫等）等であってよい。また、光センサの種類は、対象物Ｓの測色が可能であ
れば、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。光センサに
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は、例えば、色彩輝度計、デジタルカメラ、ＣＣＤ（Charge Coupled Device）、ＣＭＯ
Ｓ（Complementary Metal‑Oxide‑Semiconductor）等が用いられてよい。
【００５８】
（第１のステップ）
図５Ａに示されるとおり、第１のステップでは、使用者は、各板材２の位置を調節して
、第２の板材２０２の透過口２０２１を受光口１４の位置に合うように各板材２を配置す
る。そして、光センサにより、対象物Ｓの反射成分の測定を行う。この状態では、第１の
板材２０１が、内部空間１３の中心１３１に対して第２の板材２０２及び受光口１４とは
対称の位置に配置される。そのため、この第１の板材２０１は、受光口１４から測定可能
な鏡面反射成分を対象物Ｓに対して生じさせる光の入射を遮断する。加えて、第２の板材

10

２０２は、受光口１４から測定可能な再帰反射成分を対象物Ｓに対して生じさせる光の入
射を遮断する。一方、受光口１４から測定可能な拡散反射成分を対象物Ｓに生じさせる光
は、各板材２の間の領域から対象物Ｓに入射する。したがって、第１のステップでは、対
象物Ｓの拡散反射成分に関する測定データを得ることができる。
【００５９】
（第２のステップ）
次に、図５Ｂに示されるとおり、第２のステップでは、使用者は、第１のステップから
軸１３４周りに時計回りを正として３０度分だけ各板材２を移動させる。そして、光セン
サにより、対象物Ｓの反射成分の測定を行う。この状態では、受光口１４に対応する位置
、及び中心１３１に対して受光口１４と対称な位置には、どの板材２（２０１〜２０４）

20

も配置されない。そのため、第１のステップとは異なり、受光口１４から測定可能な鏡面
反射成分及び再帰反射成分それぞれを対象物Ｓに生じさせる光が対象物Ｓに入射する。ま
た、第１のステップと同様に、受光口１４から測定可能な拡散反射成分を対象物Ｓに生じ
させる光は、その他の領域から入射する。したがって、第２のステップでは、対象物Ｓの
全ての反射成分に関する測定データを得ることができる。なお、全ての反射成分を測定す
る方法は、このような例に限定されなくてもよい。全ての反射成分の測定の際には、同様
の作用効果を奏するその他の領域（例えば、第１の板材２０１及び第３の板材２０３の間
の領域）が受光口１４に位置合わせされてよい。
【００６０】
（第３のステップ）
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次に、図５Ｃに示されるとおり、第３のステップでは、使用者は、第２のステップから
軸１３４周りに時計回りを正として３０度分だけ各板材２を移動させる。そして、光セン
サにより、対象物Ｓの反射成分の測定を行う。この状態では、第４の板材２０４が、中心
１３１に対して受光口１４と対称な位置に配置される。そのため、この第４の板材２０４
が、受光口１４から測定可能な鏡面反射成分を対象物Ｓに対して生じさせる光の入射を遮
断する。一方で、受光口１４に対応する位置には、どの板材２（２０１〜２０４）も配置
されない。そのため、受光口１４から測定可能な再帰反射成分を対象物Ｓに生じさせる光
が対象物Ｓに入射する。また、上記各ステップと同様に、受光口１４から測定可能な拡散
反射成分を対象物Ｓに生じさせる光は、その他の領域から入射する。したがって、第３の
ステップでは、対象物Ｓの拡散反射成分及び再帰反射成分に関する測定データを得ること

40

ができる。
【００６１】
なお、再帰反射成分を測定する方法は、このような例に限定されなくてもよい。例えば
、中心１３１に対して第３の板材２０３と対称な位置にはどの板材２（２０１、２０２、
２０４）も配置されていない。そのため、使用者は、中心１３１に対して受光口１４と対
称な位置（図５Ｃの第４の板材２０４の位置）に第３の板材２０３を配置するように各板
材２を移動させる。このとき、内面１２の反射光が透過口２０３１から入射しないように
、透過口２０３１を閉塞部材で塞いで、閉口状態にするのが望ましい。そして、光センサ
により、対象物Ｓの反射成分の測定を行う。これにより、上記と同様に、対象物Ｓの拡散
反射成分及び再帰反射成分に関する測定データを得ることができる。
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【００６２】
（第４のステップ）
次に、図５Ｄに示されるとおり、第４のステップでは、使用者は、第３のステップから
軸１３４周りに時計回りを正として３０度分だけ各板材２を移動させる。このとき、第３
の板材２０３の透過口２０３１を開口状態にして受光口１４に位置合わせする。そして、
光センサにより、対象物Ｓの反射成分の測定を行う。この状態では、第３の板材２０３が
、受光口１４に対応する位置に配置される。そのため、この第３の板材２０３が、受光口
１４から測定可能な再帰反射成分を対象物Ｓに対して生じさせる光の入射を遮断する。一
方で、中心１３１に対して受光口１４と対称な位置には、どの板材２（２０１〜２０４）
も配置されない。そのため、受光口１４から測定可能な鏡面反射成分を対象物Ｓに生じさ

10

せる光が対象物Ｓに入射する。また、上記各ステップと同様に、受光口１４から測定可能
な拡散反射成分を対象物Ｓに生じさせる光は、その他の領域から入射する。したがって、
第４のステップでは、対象物Ｓの拡散反射成分及び鏡面反射成分に関する測定データを得
ることができる。
【００６３】
（導出ステップ）
そして、各ステップで得られた測定データを利用して、各反射特性を導出する。例えば
、第３のステップで得た拡散反射成分及び再帰反射成分の測定データと、第１のステップ
で得た拡散反射成分の測定データとの差分から、再帰反射成分を導出することができる。
同様に、第４のステップで得た拡散反射成分及び鏡面反射成分の測定データと、第１のス
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テップで得た拡散反射成分の測定データとの差分から、鏡面反射成分を導出することがで
きる。更に、このようにして導出された再帰反射成分及び鏡面反射成分のデータ並びに第
１のステップで得た拡散反射成分の測定データと第２のステップで得た全反射成分の測定
データとの差分を取ることで、その他の反射特性の有無を検証することができる。なお、
導出ステップには、汎用のＰＣ（Personal Computer）等のコンピュータが利用されてよ
い。
【００６４】
なお、上記照明装置Ｌ１の使用手順は、対象物Ｓの測色方法の一例である。ただし、上
記使用手順は、一例に過ぎず、各ステップは可能な限り変更されてよい。また、各ステッ
プの順序は適宜入れ替えられてよい。特に、第１〜第４のステップは、上記順序で実行さ

30

れなくてもよい。更に、上記使用手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの
省略、置換、及び追加が可能である。上記各ステップにおいて、各透過口（２０２１、２
０３１）は、受光口１４に合わせて配置されない際には、閉塞部材により塞がれて、閉口
状態にされていてよい。
【００６５】
§３

特徴

以上のとおり、本実施形態に係る照明装置Ｌ１では、ケーシング１の内部空間１３の中
心１３１付近に対象物Ｓを配置することで、対象物Ｓの反射特性の測定を受光口１４より
行うことができる。この測定の際に、光源３から照射される光をケーシング１の内面１２
で拡散反射させることで、内部空間１３内の照明条件を一定に保つことができる。よって

40

、本実施形態に係る照明装置Ｌ１によれば、非接触で再現性よく対象物Ｓの測色を行うこ
とができる。また、受光口１４は、頂点１３２から内面１２に沿って円周方向に離間して
配置されるため、角度をつけて対象物Ｓの測色を行うことができる。更に、本実施形態で
は、第１の板材２０１〜第３の板材２０３を利用する第１のステップ、第２のステップ、
及び第４のステップにより、再帰反射成分を考慮した上で、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の
測色を実施することができる。
【００６６】
更に、本実施形態に係る照明装置Ｌ１は、第４の板材２０４を備えている。また、第３
の板材２０３の透過口２０３１は、開口状態及び閉口状態を取り得るように構成されてよ
い。そのため、第４の板材２０４又は閉口状態の第３の板材２０３を利用する第３のステ
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ップにより、対象物Ｓの再帰反射成分の測定が可能である。これにより、導出ステップで
は、第３のステップで得た拡散反射成分及び再帰反射成分の測定データと、第１のステッ
プで得た拡散反射成分の測定データとの差分から、再帰反射成分を導出することができる
。したがって、本実施形態に係る照明装置Ｌ１では、従来の照明装置に比べて測定の利便
性が改善される。
【００６７】
また、本実施形態に係る照明装置Ｌ１は、ケーシング１の開放端１５を支持する枠材４
を備えており、枠材４は、ケーシング１の内側に配置される内周壁４２を備えている。そ
して、光源３は、ケーシング１の内面１２の方に向けて、枠材４の内周壁４２の外周面４
２１に配置される。この光源３の配置により、拡散反射する材料で構成されたケーシング

10

１の内面１２に向けて光源３から光を確実に照射することができる。したがって、本実施
形態によれば、測色に好適な照明条件を内部空間１３内で実現することができる。
【００６８】
また、本実施形態に係る照明装置Ｌ１は、内部空間１３の底面１３３を少なくとも部分
的に塞ぐ反射鏡５を備えている。反射鏡５は、内部空間１３の方を向く面が光を鏡面反射
するように構成されている。そのため、この反射鏡５により、ケーシング１とは反対側（
ケーシング１の下側）に、ケーシング１の内部空間１３を模した空間を形成することがで
きる。そのため、本実施形態によれば、簡易的かつ低コストな構成で積分球を模すことが
できる。更には、反射鏡５は、内部空間１３の底面１３３を完全に塞ぐ必要はないため、
対象物Ｓをケーシング１の内部空間１３に収容しなくてもよい。そのため、従来の積分球

20

内には配置が困難な対象物の測色も実施することができる。また、例えば、道路面、建物
壁面等の比較的に大面積の対象物を切り出すことなく、当該対象物の測色をその場におい
て行うことができる。更には、ベルトコンベア等の生産ライン上で搬送される製品の測色
をその場において行うことができる。
【００６９】
また、本実施形態では、各板材２は、互いに連結され、軸１３４周りに連動して移動す
ることで、位置を調節可能に構成されてよい。これにより、上記第１〜第４のステップを
実施する際に、各板材２を移動する操作性を高めることができ、これによって、測定の手
間を低減することができる。
【００７０】
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更に、本実施形態では、内面１２は軸１３４周りに複数の領域Ａ１に均等に分割され、
各板材２は、内面１２の１つの領域Ａ１に対応する形状を有している。これにより、図５
Ａ〜図５Ｄに示されるとおり、上記第１〜第４のステップを実施する際に、各板材２が遮
蔽する内面１２の領域が把握しやすくなり、これにより、対象物Ｓの測色を実施する際に
おける照明条件の設定（具体的には、上記第１〜第４のステップの設定）が容易になる。
そのため、測定の利便性を高めることができる。
【００７１】
また、本実施形態に係る照明装置Ｌ１は、対象物Ｓを観察するための観察部の一例とし
て、受光口１４を備えている。そのため、上記第１〜第４のステップでは、ケーシング１
の外側に配置した光センサにより受光口１４を介して対象物Ｓの測色を実施する。本実施

40

形態によれば、この光センサとケーシング１とは別々に用意されるため、光センサを容易
に交換することができる。
【００７２】
§４

変形例

以上、本発明の一実施形態について説明したが、前述までの説明はあらゆる点において
本発明の例示に過ぎない。本発明の範囲を逸脱することなく種々の改良や変形を行うこと
ができることは言うまでもない。例えば、以下のような変更が可能である。なお、以下で
は、上記実施形態と同様の構成要素に関しては同様の符号を用い、上記実施形態と同様の
点については、適宜説明を省略した。以下の変形例は適宜組み合わせ可能である。
【００７３】
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＜４．１＞
上記実施形態では、ケーシング１は、観察部の一例として受光口１４を備えている。し
かしながら、観察部の構成は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じ
て適宜選択されてよい。例えば、観察部は、光センサそのものにより構成されてよい。
【００７４】
図６は、本変形例に係る照明装置Ｌ１Ａの一例を模式的に例示する断面図である。照明
装置Ｌ１Ａは、受光口１４が光センサ１４Ａに置き換わる点を除き、上記実施形態に係る
照明装置Ｌ１と同様に構成される。すなわち、照明装置Ｌ１Ａのケーシング１は、上記受
光口１４に代えて、光センサ１４Ａを備える。光センサ１４Ａは、ケーシング１の内面１
２において、頂点１３２から円周方向に離れた位置に、中心１３１の方に向けて取り付け
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られる。光センサ１４Ａは、本発明の「観察部」の一例である。光センサ１４Ａの種類は
、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。光センサ１４Ａ
には、例えば、色彩輝度計、デジタルカメラ、ＣＣＤ、ＣＭＯＳ等が用いられてよい。本
変形例によれば、受光口１４を設けずに、光センサ１４Ａを内壁１２に取り付けるという
簡易な工程により観察部を設けることができる。そのため、簡易な構造を有する照明装置
を提供することができる。また、本変形例によれば、光センサ１４Ａを取り付ける角度は
容易に調節可能であるため、対象物Ｓの測定角度を容易に調整することができる。
【００７５】
なお、上記実施形態及び変形例では、観察部（受光口１４、光センサ１４Ａ）の数は１
つである。しかしながら、観察部の数は、１つに限られなくてもよく、ケーシング１には
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、複数の観察部が設けられてもよい。これに応じて、板材の透過口（透過口２０２１、透
過口２０３１）の数も、１つに限られなくてもよい。各観察部にそれぞれ対応する複数の
透過口が板材に設けられてよい。
【００７６】
＜４．２＞
上記実施形態では、照明装置Ｌ１は、４つの板材２を備えている。また、各板材２は、
内面１２の１つの領域Ａ１に対応する形状を有している。第３の板材２０３は、第１の板
材２０１から軸１３４周りに時計回り方向を正として９０度の位置に配置されている。第
４の板材２０４は、第１の板材２０１から軸１３４周りに時計回り方向を正として３００
度の位置に配置されている。しかしながら、板材２の数、形状、寸法、及び配置はそれぞ
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れ、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。例
えば、第４の板材２０４は省略されてもよい。照明装置Ｌ１は、第１の板材２０１〜第４
の板材２０４以外の板材を備えてもよい。各板材２の形状は、内面１２の領域Ａ１に対応
していなくてもよい。各板材２の寸法及び形状は、一致していなくてもよい。
【００７７】
また、上記実施形態では、各板材２は、互いに連結されており、軸１３４周りに連動し
て移動することで、位置を調節可能に構成される。しかしながら、各板材２の構成は、こ
のような例に限定されなくてもよい。各板材２は、個別に移動可能に構成されてもよい。
この場合、第２の板材２０２及び第３の板材２０３は同一の板材により構成されてよい。
すなわち、透過口を有する１つの板材が、第２の板材２０２及び第３の板材２０３の役割

40

を兼ねてもよい。
【００７８】
＜４．３＞
上記実施形態では、照明装置Ｌ１は、枠材４を更に備えている。しかしながら、照明装
置Ｌ１の構成は、このような例に限定されなくてもよい。枠材４は、省略されてもよい。
また、枠材４の形状は、ケーシング１を支持可能であれば、上記の例に限定されなくても
よく、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。
【００７９】
更に、上記実施形態では、光源３は、ケーシング１の内面１２の方に向けて、枠材４の
内周壁４２の外周面４２１に配置されている。しかしながら、光源３の配置は、内部空間
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１３に光を照射可能であれば、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じ
て適宜決定されてよい。
【００８０】
＜４．４＞
上記実施形態では、照明装置Ｌ１は、反射鏡５を更に備えている。しかしながら、照明
装置Ｌ１の構成は、このような例に限定されなくてもよい。反射鏡５は、省略されてもよ
い。この場合、内部空間１３の底面１３３側の構成は、実施の形態に応じて適宜決定され
てよい。例えば、対象物Ｓは、ステージに配置されてよい。この際には、ケーシング１は
、このステージを含むように、又はこのステージ上に配置されてよい。また、例えば、対
象物Ｓは、床上に配置されてよい。この際には、ケーシング１は、床上に配置されてよい

10

。或いは、ケーシング１と同様の構成を有する他のケーシングを用意してもよい。この際
には、用意された他のケーシングとケーシング１とを開放端を合わせて配置することで、
積分球を模すことができる。
【００８１】
＜４．５＞
上記実施形態に係る照明装置Ｌ１では、ケーシング１の内面１２が光を拡散反射する材
料で構成され、各板材２の第２面２２が光を吸収する材料で構成されている。つまり、上
記実施形態では、ケーシング１の内面１２が光を拡散反射する役割を果たし、各板材２の
第２面２２が光トラップの役割を果たしている。しかしながら、照明装置Ｌ１の構成は、
このような例に限定されなくてよい。これらの役割は入れ替わってもよい。すなわち、ケ
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ーシングの内面が光を吸収する材料で構成され、各板材の第２面が光を拡散反射する材料
で構成されてもよい。
【００８２】
図７は、本変形例に係る照明装置Ｌ２の一例を模式的に例示する断面図である。本変形
例に係る照明装置Ｌ２は、ケーシング１Ｂ、複数の板材２Ｂ、及び光源３Ｂを備えている
。ケーシングの内面及び各板材の間で上記役割が入れ替わる点を除き、本変形例に係る照
明装置Ｌ２は、基本的には、上記実施形態に係る照明装置Ｌ１と同様の構成を有してよい
。
【００８３】
（ケーシング）

30

まず、ケーシング１Ｂについて説明する。ケーシング１Ｂは、上記実施形態のケーシン
グ１と同様に、外面１１Ｂ、内面１２Ｂ、半球状の内部空間１３Ｂ、及び受光口１４Ｂを
有している。内面１２Ｂは、半球状の内部空間１３Ｂを画定する。本変形例では、光を吸
収する材料で構成される。
【００８４】
内部空間１３Ｂは、上記実施形態の内部空間１３と同様に、中心１３１Ｂ、頂点１３２
Ｂ、底面１３３Ｂ、及び軸１３４Ｂを有する。軸１３４Ｂは、中心１３１Ｂ及び頂点１３
２Ｂを通る。ケーシング１Ｂは、内部空間１３Ｂの底面１３３Ｂ側に開放されている。受
光口１４Ｂは、上記実施形態の受光口１４と同様に、内部空間１３Ｂに配置される対象物
ＳＢを観察するために設けられ、かつ頂点１３２Ｂから内面１２Ｂに沿って円周方向に離

40

間して配置される。受光口１４Ｂは、本発明の「観察部」の一例である。受光口１４Ｂは
、上記光センサ１４Ａに置き換えられてもよい。
【００８５】
なお、図７の例では、ケーシング１Ｂの外面１１Ｂは、半球状に形成されている。しか
しながら、外面１１Ｂの形状は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に応
じて適宜選択されてよい。同様に、本変形例では、内部空間１３Ｂ（内面１２Ｂ）は、半
球状に形成されている。しかしながら、内部空間１３Ｂ（内面１２Ｂ）の形状は、このよ
うな例に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜選択されてよい。
【００８６】
（板材）
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次に、図８を更に用いて、各板材２Ｂについて説明する。図８は、本変形例に係る照明
装置Ｌ２の各板材２Ｂの配置を模式的に例示する。詳細には、図８は、中心１３１Ｂから
見た各板材２Ｂと内面１２Ｂとの関係を模式的に例示する。
【００８７】
上記実施形態に係る各板材２と同様に、複数の板材２Ｂは、内部空間１３Ｂにおいて、
それぞれ内面１２Ｂに対向し、かつ軸１３４Ｂ周りに分割して配置される。各板材２Ｂは
、内面１２Ｂの方を向く第１面２１Ｂ、及び中心１３１Ｂの方を向く第２面２２Ｂを備え
る。本変形例では、各板材２Ｂの第２面２２Ｂは、光を拡散反射する材料で構成される。
すなわち、ケーシング１Ｂの内面１２Ｂが光トラップの役割を果たすのに対して、各板材
２Ｂの第２面２２Ｂが光を拡散反射する役割を果たす。

10

【００８８】
上記実施形態と同様に、板材２Ｂの数、形状、寸法、及び配置はそれぞれ、実施の形態
に応じて適宜決定されてよい。本変形例では、照明装置Ｌ２は、４つの板材２Ｂを備える
。４つの板材２Ｂは、第１の板材２３１、第２の板材２３２、第３の板材２３３、及び第
４の板材２３４を含む。これらのうち、第２の板材２３２、第３の板材２３３、及び第４
の板材２３４の少なくともいずれかは省略又は置換されてよい。
【００８９】
第１の板材２３１は、複数の板材２Ｂのうちの他のいずれの板材（２３２、２３３、２
３４）とも中心１３１Ｂに対して対称とはならない位置に配置される。同様に、第４の板
材２３４も、複数の板材２Ｂのうちの他のいずれの板材（２３１、２３２、２３３）とも

20

中心１３１Ｂに対して対称とはならない位置に配置される。一方、第２の板材２３２及び
第３の板材２３３は、中心１３１Ｂに対して互いに対象に配置される。
【００９０】
図８では、本変形例に係る各板材２Ｂの配置の一例が示される。具体的に、第２の板材
２３２は、第１の板材２３１から軸１３４Ｂ周りに時計回り方向を正として２４０度の位
置に配置されている。第３の板材２３３は、第１の板材２３１から軸１３４Ｂ周りに時計
回り方向を正として６０度の位置に配置されている。第４の板材２３４は、第１の板材２
３１から軸１３４Ｂ周りに時計回り方向を正として１５０度の位置に配置されている。上
記実施形態と同様に、各板材２Ｂは、互いに連結され、軸１３４Ｂ周りに連動して移動す
ることで、位置を調節可能に構成されてよい。

30

【００９１】
第２の板材２３２は、受光口１４Ｂに対応する位置に配置され、かつ光を透過するよう
に構成された透過口２３２１を有している。同様に、第４の板材２３４も、受光口１４Ｂ
に対応する位置に配置され、かつ光を透過するように構成された透過口２３４１を有して
いる。各透過口（２３２１、２３４１）は、上記実施形態の各透過口（２０２１、２０３
１）と同様に構成されてよい。また、各透過口（２３２１、２３４１）は、光を透過する
開口状態、及び光の透過を遮断する閉口状態を取り得るように構成されてもよい。閉口状
態にするため、キャップ等の閉塞部材が用いられてよい。この場合、閉塞部材の第２面２
２Ｂ側を向く面は、第２面２２Ｂと同様に、光を拡散反射する材料で構成されるのが好ま
しい。

40

【００９２】
また、上記実施形態と同様に、本変形例でも、内面１２Ｂは、頂点１３２Ｂ及び中心１
３１Ｂを通る平面で軸１３４Ｂ周りに複数の領域Ａ２に均等に分割されている。各板材２
Ｂは、内面１２Ｂの１つの領域Ａ２に対応する形状を有している。各板材２Ｂの形状は、
例えば、二直角球面三角形状であってよい。なお、図８の例では、内面１２Ｂは、１２等
分されている。ただし、分割数は、このような例に限定されなくてもよく、実施の形態に
応じて適宜決定されてよい。また、各板材２Ｂの形状は、半球面を部分的に構成可能であ
れば、特に限定されなくてもよく、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。
【００９３】
複数の板材２Ｂは、軸１３４Ｂ周りに隣接する２つの板材２Ｂの間に配置される複数の
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間隔を有する。間隔の数は、配置する板材２Ｂの数に応じて決定されてよい。本変形例で
は、４つの間隔２４１〜２４４が設けられる。第２の板材２３２と第４の板材２３４との
間に、間隔２４１が設けられる。第１の板材２３１と第２の板材２３２との間に、間隔２
４２が設けられる。第１の板材２３１と第３の板材２３３との間に、間隔２４３が設けら
れる。第３の板材２３３と第４の板材２３４との間に、間隔２４４が設けられる。
【００９４】
間隔２４３は、中心１３１Ｂに対して間隔２４１の部分２４１１と対称である。間隔２
４４は、中心１３１Ｂに対して間隔２４２の部分２４２１と対称である。間隔２４３及び
間隔２４１の部分２４１１の組み合わせ、並びに間隔２４４及び間隔２４２の部分２４２
１の組み合わせはそれぞれ、本発明の「第１の間隔」及び「第２の間隔」の一例である。

10

組み合わせのいずれを「第１の間隔」として捉えてよい。「第２の間隔」についても同様
である。
【００９５】
（光源）
次に、光源３Ｂについて説明する。光源３Ｂは、内部空間１３Ｂに対して光を照射する
ように配置される。本変形例では、光源３Ｂは、各板材２Ｂの第２面２２Ｂに対して光を
照射するように配置される。この光源３Ｂの配置は、特に限定されなくてもよく、実施の
形態に応じて適宜決定されてよい。
【００９６】
（その他）

20

各構成要素の材料は、上記実施形態と同様であってよい。また、その他の構成に関して
、本変形例では、上記実施形態と同様の構成が適宜採用されてもよい。例えば、照明装置
Ｌ２は、ケーシング１Ｂの開放端を支持する枠材を備えてもよい。この場合、枠材は、各
板材２Ｂの第２面２２Ｂから中心１３１Ｂの方に離間して配置され、円筒状に形成された
側壁であって、第２面２２Ｂと対向する外周面を有する側壁を備えてよい。光源３Ｂは、
第２面２２Ｂの方に向けて、側壁の外周面に配置されてよい。また、例えば、照明装置Ｌ
２は、内部空間１３Ｂの底面１３３Ｂを少なくとも部分的に塞ぐように配置され、内部空
間１３Ｂの方を向く面が光を鏡面反射するように構成された反射鏡を備えてよい。
【００９７】
（使用方法）

30

次に、図９Ａ〜図９Ｄを用いて、本変形例に係る照明装置Ｌ２の使用方法について説明
する。図９Ａ〜図９Ｄは、本変形例に係る照明装置Ｌ２の使用方法の一例を模式的に例示
する。本変形例においても、使用者は、上記実施形態と同様に測色の準備を行った後、内
部空間１３Ｂに配置された対象物ＳＢの各反射成分の光センサによる測定を開始する。
【００９８】
図９Ａに示されるとおり、第１のステップでは、使用者は、各板材２Ｂの位置を調節し
て、第２の板材２３２の透過口２３２１を受光口１４Ｂの位置に合うように各板材２Ｂを
配置する。そして、光センサにより、対象物ＳＢの反射成分の測定を行う。この状態では
、第３の板材２３３が、中心１３１Ｂに対して第２の板材２３２及び受光口１４Ｂとは対
称な位置に配置される。そのため、受光口１４Ｂから測定可能な鏡面反射成分を対象物Ｓ
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Ｂに対して生じさせる光が、第３の板材２３３により拡散反射され、対象物ＳＢに入射す
る。また、受光口１４Ｂから測定可能な再帰反射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光
が、第２の板材２３２により拡散反射され、対象物ＳＢに入射する。更に、受光口１４Ｂ
から測定可能な拡散反射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光が、他の板材（２３１、
２３４）により拡散反射され、対象物ＳＢに入射する。したがって、第１のステップでは
、対象物ＳＢの全ての反射成分に関する測定データを得ることができる。
【００９９】
次に、図９Ｂに示されるとおり、第２のステップでは、使用者は、第１のステップから
軸１３４Ｂ周りに時計回りを正として３０度分だけ各板材２Ｂを移動させる。そして、光
センサにより、対象物ＳＢの反射成分の測定を行う。この状態では、板材２Ｂの間隔２４

50

(21)

JP 2020‑202119 A 2020.12.17

１の部分２４１１が受光口１４Ｂに合わせて配置される。そのため、間隔２４１（部分２
４１１）により露出する内面１２Ｂにより、受光口１４Ｂから測定可能な再帰反射成分を
対象物ＳＢに対して生じさせる光の入射が遮断される。また、中心１３１Ｂに対して部分
２４１１とは対称に配置される間隔２４３により、受光口１４Ｂから測定可能な鏡面反射
成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光の入射が遮断される。一方、受光口１４Ｂから測
定可能な拡散反射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光が、各板材（２３１、２３２、
２３３、２３４）により拡散反射され、対象物ＳＢに入射する。したがって、第２のステ
ップでは、対象物ＳＢの拡散反射成分に関する測定データを得ることができる。なお、拡
散反射成分を測定する方法は、このような例に限定されなくてもよい。拡散反射成分の測
定の際には、同様の作用効果を奏するその他の領域（例えば、間隔２４３、間隔２４４又

10

は間隔２４２の部分２４２１）が受光口１４Ｂに位置合わせされてよい。
【０１００】
次に、図９Ｃに示されるとおり、第３のステップでは、使用者は、第２のステップから
軸１３４Ｂ周りに時計回りを正として３０度分だけ各板材２Ｂを移動させる。そして、光
センサにより、対象物ＳＢの反射成分の測定を行う。この状態では、第１の板材２３１が
、中心１３１Ｂに対して受光口１４Ｂと対称な位置に配置される。そのため、受光口１４
Ｂから測定可能な鏡面反射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光が、第１の板材２３１
により拡散反射され、対象物ＳＢに入射する。また、受光口１４Ｂから測定可能な拡散反
射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光が、他の板材（２３２、２３３、２３４）によ
り拡散反射され、対象物ＳＢに入射する。一方、受光口１４Ｂに対応する位置には、どの

20

板材２Ｂ（２３１〜２３４）も配置されず、間隔２４１の一部分が配置される。そのため
、間隔２４１により露出する内面１２Ｂにより、受光口１４Ｂから測定可能な再帰反射成
分を対象物ＳＢに対して生じさせる光の入射が遮断される。したがって、第３のステップ
では、対象物ＳＢの拡散反射成分及び鏡面反射成分に関する測定データを得ることができ
る。
【０１０１】
なお、鏡面反射成分を測定する方法は、このような例に限定されなくてもよい。例えば
、中心１３１Ｂに対して第４の板材２３４と対称な位置にはどの板材２Ｂ（２３１、２３
２、２３３）も配置されていない。そのため、使用者は、中心１３１Ｂに対して受光口１
４Ｂと対称な位置（図９Ｃの第１の板材２３１の位置）に第４の板材２３４を配置するよ
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うに各板材２Ｂを移動させる。このとき、透過口２３４１を閉塞部材で塞いで、閉口状態
にするのが望ましい。そして、光センサにより、対象物ＳＢの反射成分のそくていを行う
。これにより、上記と同様に、対象物ＳＢの拡散反射成分及び再帰反射成分に関する測定
データを得ることができる。そのため、第１の板材２３１は省略され、第４の板材２３４
が第１の板材として利用されてよい。
【０１０２】
次に、図９Ｄに示されるとおり、第４のステップでは、使用者は、第３のステップから
軸１３４Ｂ周りに時計回りを正として３０度分だけ各板材２Ｂを移動させる。このとき、
第４の板材２３４の透過口２３４１を開口状態にして受光口１４Ｂに位置合わせする。そ
して、光センサにより、対象物ＳＢの反射成分の測定を行う。この状態では、第４の板材

40

２３４が、受光口１４Ｂに対応する位置に配置される。そのため、受光口１４Ｂから測定
可能な再帰反射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光が、第４の板材２３４により拡散
反射され、対象物ＳＢに入射する。また、受光口１４Ｂから測定可能な拡散反射成分を対
象物ＳＢに対して生じさせる光が、他の板材（２３１、２３２、２３３）により拡散反射
され、対象物ＳＢに入射する。一方、中心１３１Ｂに対して受光口１４Ｂとは対称な位置
には、どの板材２Ｂ（２３１〜２３４）も配置されず、間隔２４２の一部分が配置される
。そのため、間隔２４２により露出する内面１２Ｂにより、受光口１４Ｂから測定可能な
鏡面反射成分を対象物ＳＢに対して生じさせる光の入射が遮断される。したがって、第４
のステップでは、対象物ＳＢの拡散反射成分及び再帰反射成分に関する測定データを得る
ことができる。
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【０１０３】
そして、各ステップで得られた測定データを利用して、各反射特性を導出する。各反射
特定を導出する方法は、上記実施形態と同様であってよい。なお、上記照明装置Ｌ２の使
用手順は、対象物ＳＢの測色方法の一例である。ただし、上記使用手順は、一例に過ぎず
、各ステップは可能な限り変更されてよい。また、各ステップの順序は適宜入れ替えられ
てよい。特に、第１〜第４のステップは、上記順序で実行されなくてもよい。更に、上記
使用手順について、実施の形態に応じて、適宜、ステップの省略、置換、及び追加が可能
である。上記各ステップにおいて、各透過口（２３２１、２３４１）は、受光口１４Ｂに
合わせて配置されない際には、閉塞部材により塞がれて、閉口状態にされていてよい。当
該変形例によれば、上記実施形態と同様に、測定の利便性が改善された照明装置（照明装

10

置Ｌ２）を提供することができる。
【０１０４】
＜４．６＞
上記実施形態に係る照明装置Ｌ１では、観察部の一例である受光口１４は、頂点１３２
から内面１２に沿って円周方向に離間した位置に配置されている。これにより、照明装置
Ｌ１は、角度をつけて対象物Ｓの測色を実施可能に構成されている。しかしながら、照明
装置の構成は、このような例に限定されなくてもよい。測定の手間を低減することで測定
の利便性を高める場合には、観察部は、頂点に配置されてもよい。
【０１０５】
図１０は、本変形例に係る照明装置Ｌ３の一例を模式的に例示する断面図である。本変
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形例に係る照明装置Ｌ３は、ケーシング１Ｃ、複数の板材２Ｃ、光源３、枠材４、及び反
射鏡５を備えている。受光口の位置及び各板材の配置の点を除き、本変形例に係る照明装
置Ｌ３は、基本的には、上記実施形態に係る照明装置Ｌ１と同様の構成を有してもよい。
【０１０６】
（ケーシング）
まず、ケーシング１Ｃについて説明する。ケーシング１Ｃは、上記実施形態に係るケー
シング１と同様に、外面１１Ｃ、内面１２Ｃ、半球状の内部空間１３Ｃ、及び受光口１４
Ｃを有している。内面１２Ｃは、半球状の内部空間１３Ｃを画定する。内面１２Ｃは、光
を拡散反射する材料で構成される。
【０１０７】
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内部空間１３Ｃは、上記実施形態に係る内部空間１３と同様に、中心１３１Ｃ、頂点１
３２Ｃ、底面１３３Ｃ、及び軸１３４Ｃを有する。軸１３４Ｃは、中心１３１Ｃ及び頂点
１３２Ｃを通る。ケーシング１Ｃは、内部空間１３Ｃの底面１３３Ｃ側に開放されており
、円環状に形成された開放端１５Ｃを有している。受光口１４Ｃは、上記実施形態の受光
口１４と同様に、内部空間１３Ｃに配置される対象物ＳＣを観察するために設けられる。
本変形例では、受光口１４Ｃは、頂点１３２Ｃに配置される。受光口１４Ｃは、本発明の
「観察部」の一例である。受光口１４Ｃは、上記光センサ１４Ａに置き換えられてもよい
。
【０１０８】
（板材）
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次に、図１１を更に用いて、各板材２Ｃについて説明する。図１１は、本変形例に係る
照明装置Ｌ３の各板材２Ｃの配置を模式的に例示する。詳細には、図１１は、中心１３１
Ｃから見た各板材２Ｃと内面１２Ｃとの関係を模式的に例示する。
【０１０９】
複数の板材２Ｃは、上記実施形態に係る板材２と同様に、内部空間１３Ｃにおいて、そ
れぞれ内面１２Ｃに対向し、かつ軸１３４Ｃ周りに等間隔に配置される。各板材２Ｃは、
中心１３１Ｃから見て内面１２Ｃの一部を覆い、かつ軸１３４Ｃ周りの位置を調節可能に
構成される。上記実施形態と同様に、各板材２Ｃは、互いに連結され、軸１３４Ｃ周りに
連動して移動することで、位置を調節可能に構成されてよい。各板材２Ｃは、内面１２Ｃ
の方を向く第１面２１Ｃ、及び中心１３１Ｃの方を向く第２面２２Ｃを備える。本変形例
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では、各板材２Ｃの第２面２２Ｃは、光を吸収する材料で構成される。
【０１１０】
板材２Ｃの数、形状、及び寸法はそれぞれ、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。
本変形例では、照明装置Ｌ３は、４つの板材２Ｃを備えている。また、上記実施形態と同
様に、本変形例でも、内面１２Ｃは、頂点１３２Ｃ及び中心１３１Ｃを通る平面で軸１３
４Ｃ周りに複数の領域Ａ３に均等に分割されている。各板材２Ｃは、内面１２Ｃの１つの
領域Ａ３に対応する形状を有している。各板材２Ｃの形状は、例えば、二直角球面三角形
状であってよい。ただし、各板材２Ｃの形状は、このような例に限定されなくてもよい。
各板材２Ｃの形状は、領域Ａ３に対応していなくてもよい。また、各板材２Ｃの形状は、
互いに一致していなくてもよい。

10

【０１１１】
なお、図１１の例では、内面１２Ｃは、１２等分されている。これにより、内面１２Ｃ
の領域Ａ３の数は、板材２Ｃの数の２以上の整数倍（具体的には、３倍）である。領域Ａ
３の数が板材２Ｃの数の２以上の整数倍となる関係を満たす範囲で、領域Ａ３の数及び板
材２Ｃの数は、適宜変更されてよい。ただし、この関係は、必ずしも満たさなければなら
ない訳ではない。内面１２Ｃの領域Ａ３の数及び板材２Ｃの数は、この関係を満たさない
範囲で、実施の形態に応じて適宜決定されてよい。
【０１１２】
（その他）
光源３、枠材４、及び反射鏡５は、上記実施形態と同様である。枠材４は、ケーシング
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１Ｃの開放端１５Ｃを支持する。枠材４は、ケーシング１Ｃの内面１２Ｃから中心１３１
Ｃの方に離間して配置され、円筒状に形成された内周壁４２であって、内面１２Ｃと対向
する外周面４２１を有する内周壁４２を備える。光源３は、ケーシング１Ｃの内面１２Ｃ
の方に向けて、内周壁４２の外周面４２１に配置される。これにより、光源３は、内部空
間１３Ｃに対して光を照射するように配置される。反射鏡５は、内部空間１３Ｃの底面１
３３Ｃを少なくとも部分的に塞ぐように配置され、内部空間１３Ｃの方を向く面５１が光
を鏡面反射するように構成される。その他、照明装置Ｌ３は、上記実施形態に係る照明装
置Ｌ１と同様に構成されてよい。
【０１１３】
各構成要素の材料は、上記実施形態と同様であってよい。また、本変形例において、上
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記＜４．１＞〜＜４．５＞の変形が適宜採用されてよい。例えば、ケーシング１Ｃの内面
１２Ｃは、光を吸収する材料により構成されてよい。これに応じて、各板材２Ｃの第２面
２２Ｃは、光を拡散反射する材料により構成されてよい。
【０１１４】
（使用方法）
次に、本変形例に係る照明装置Ｌ３の使用方法について説明する。本変形例においても
、使用者は、上記実施形態と同様に測色の準備を行った後、光センサにより、内部空間１
３Ｃに配置された対象物ＳＣのＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色を実施する。
【０１１５】
本変形例では、使用者は、複数の板材２Ｃのいずれかにより内面１２Ｃの各部分が少な
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くとも一度覆われるように各板材２Ｃの位置を変更しながら、光センサにより、対象物Ｓ
Ｃの反射成分を測定する。本変形例では、照明装置Ｌ３は、４つの板材２Ｃを備えている
。内面１２Ｃは１２等分されており、各板材２Ｃは、１つの領域Ａ３に対応する形状を有
している。そのため、３回の測定により、測色のための観察を完了することができる。
【０１１６】
３回の測定により得られる測定データのいずれかには、対象物ＳＣの鏡面反射成分及び
拡散反射成分が含まれ、その他の測定データには、対象物ＳＣの鏡面反射成分が含まれず
、拡散反射成分が含まれる。そのため、３回の測定により得られた測定データの間で、対
象物ＳＣについて、対象の位置の明度を比較し、最も値の大きい明度をＳＣＩ値とみなし
、最も値の小さい明度をＳＣＥ値とみなすことができる。
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【０１１７】
例えば、デジタルカメラを光センサとして利用した場合、対象物ＳＣの写る撮影画像が
測定データとして得ることができる。この場合、まず、３回の測定で得られた各撮影画像
の各画素の画素値を明度に変換する。次に、撮影画像間で、変換により得られた明度を画
素毎に比較する。そして、最も値の大きい明度を各画素の値に採用することで、ＳＣＩ画
像を生成することができる。また、最も値の小さい明度を各画素の値に採用することで、
ＳＣＥ画像を生成することができる。これにより、本変形例では、対象物ＳＣのＳＣＥ方
式及びＳＣＩ方式の測色を実施することができる。
【０１１８】
（特徴）
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本変形例では、ＳＣＥ方式及びＳＣＩ方式の測色を実施する際に、複数の板材２Ｃのい
ずれかにより内面１２Ｃの各部分が少なくとも一度覆われるように各板材２Ｃの位置を変
更する。本変形例によれば、各板材２Ｃが軸１３４Ｃ周りに等間隔で配置されていること
で、軸１３４Ｃ周りに各板材２Ｃの配置を変更した対象物ＳＣの測定を行う際に、各板材
２Ｃの位置の重複を抑えることができる。特に、本変形例では、内面１２Ｃは、軸１３４
Ｃ周りに複数の領域Ａ３に均等に分割されている。各板材２Ｃは、１つの領域Ａ３に対応
する形状を有している。そして、内面１２Ｃの領域Ａ３の数は、板材２Ｃの数の２以上の
ｎ倍である。そのため、各板材２Ｃの位置の重複の発生を抑えることができ、ＳＣＥ方式
及びＳＣＩ方式の測色を行う際の測定回数がｎ回（本変形例では、３回）で済む。したが
って、本変形例によれば、従来の照明装置に比べて、測定の利便性を改善することができ
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る。
【符号の説明】
【０１１９】
Ｌ１…照明装置、
１…ケーシング、
１１…外面、１２…内面、Ａ１…領域、
１３…内部空間、
１３１…中心、１３２…頂点、１３３…底面、１３４…軸、
１４…受光口（観察部）、
１５…開放端、
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２…板材、２１…第１面、２２…第２面、
２０１…第１の板材、
２０２…第２の板材、２０２１…透過口、
２０３…第３の板材、２０３１…透過口、
２０４…第４の板材、
３…光源、
４…枠材、４０…本体部、
４１…外周壁、
４２…内周壁（側壁）、４２１…外周面、
５…反射鏡、５１…面、
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Ｌ１Ａ…照明装置、１４Ａ…光センサ、
Ｌ２…照明装置、
１Ｂ…ケーシング、
１１Ｂ…外面、１２Ｂ…内面、Ａ２…領域、
１３Ｂ…内部空間、
１３１Ｂ…中心、１３２Ｂ…頂点、１３３Ｂ…底面、
１３４Ｂ…軸、
１４Ｂ…受光口（観察部）、
２Ｂ…板材、２１Ｂ…第１面、２２Ｂ…第２面、
２３１…第１の板材、
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２３２…第２の板材、２３２１…透過口、
２３３…第３の板材、
２３４…第４の板材、２３４１…透過口、
２４１〜２４４…間隔、
２４１１…部分、２４２１…部分、
Ｌ３…照明装置、
１Ｃ…ケーシング、
１１Ｃ…外面、１２Ｃ…内面、Ａ３…領域、
１３Ｃ…内部空間、
１３１Ｃ…中心、１３２Ｃ…頂点、１３３Ｃ…底面、
１３４Ｃ…軸、
１４Ｃ…受光口（観察部）、
２Ｃ…板材、２１Ｃ…第１面、２２Ｃ…第２面

【図１】

【図２】

【図３】
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