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　2010 年 12 月 15 日（水）に，日本印刷会館 2 階会議室にて，
2010 年度の画像 4 学会合同研究会が「新しい光源と画像再

現技術」（LED 光源を中心として）と題して開催された．進
展が著しい LED 光源による照明用途，スキャナや印刷物
の観察光源用途，広色域ディスプレイ用途，超小型プロジェ
クター用途への展開についてご講演いただき，LED 新光
源が今後の画像再現や，カラー再現・演色性に与える影響
等について画像 4 学会合同研究会として俯瞰的に情報，課
題共有することを目的とした発表会であった．聴講者も
70 名を超える盛会となり注目度の高さが感じられた．

1．LED 照明と演色性

 東芝ライテック（株）　小谷朋子氏
　小谷氏からは，1996 年の白色 LED の発明から発光効率
向上等の性能改善と一般照明用途までの用途開発の歴史，
従来の照明用光源との原理・構造や分光特性の差異につい
て分かりやすく解説していただいた．特にエジソンカーボ
ン電球の発明（1897 年），インマン蛍光ランプの発明（1938
年）と今回の白色 LED 発明がちょうど 60 年サイクルで
ある点や，発明当初は低効率でまったくニッチな用途にし
か使用できなかった白色 LED が一般照明用途まで登りつ
めた改善の歴史に，携わった人々の熱意と努力が感じられ
た．また従来の照明光源向けの CIE（国際照明委員会）や
JIS の演色性評価指標（Ra 値）の評価方法の説明と LED
照明特有の光色や演色性とのミスマッチから必要となって
いる新たな Ra 値の評価方法の規格策定作業について，同
氏が参画している委員会の最前線の活動内容にも触れてい
ただいた．一例として紹介された CIE TC1-69 で議論され
ている有力候補の CQS（Davis & Ohno，NIST）と CRI-
CAM 02 UCS（英 Leeds 大）の競争の話も規格の策定作業
における欧州，北米，日本等の思惑や綱引きの一端が感じ
られ，ダイナミズムを感じた方も多かったと思う．

2．白色 LED 光源を用いたカラースキャナーの技術開発

 富士ゼロックスアドバンストテクノロジー（株）
 竹内英夫氏
　竹内氏からは，業界に先駆けてオフィス向けフルカラー
複合機のスキャナー用光源に白色 LED を導入した開発に
ついて説明いただいた．同氏の発表の後，業界他社の参加
者から質問が相次いだことからも注目度の高さが感じら
れた．同用途で主流のキセノン光源（蛍光灯）に対して，
LED 光源の導入で大幅な低電力化（70 % 減）と高応答性（初
期化時間 1/3）の実現を目標とした取組みである（同機種
で省エネ大賞を受賞）．白色 LED 採用における最大の課
題は「明るさのムラ」と「色のばらつき」である．「明る
さのムラ」は LED 特有である点光源，強い指向性が要因
であるが，ライトガイドを構成する光導波路と拡散板の最
適設計によりほぼ蛍光灯同等の均一な明るさ分布に到達．
また LED の温度上昇による光強度の低下を是正するため
の放熱対策や電流制御回路についても言及された．一方「色
のばらつき」は白色 LED がキセノンランプに比較し広い
色度分布を持つこと，また LED 光源の個体差が起因して
いる．確立した色補正の仕組みは，カラーシミュレーター
の開発，LED 光源個体の受け入れ範囲と CIE-xy 色度図上
での補正パラメータの設計にある．手順として規定のカ
ラーチャートを CCD イメージセンサーで読み取り，RGB
信号を L*a*b* 出力に変換後Δ E を算出し，この値で LED
発光色の色域を判定して最適な補正パラメータを選択す
る．結果，キセノン光源と同等の色差（Δ E1. 0）に到達した．
一つ一つ正攻法で取組まれた大きな成果である．
3．　 画像の色評価用光源としての LED 利用と色再現への

影響

 凸版印刷（株）　三橋　徹氏
　三橋氏からは，反射原稿である印刷物（対象物）の色の
評価における照明光源の役割，影響について分かりやすく
解説いただいた．印刷物の色は，照明光の特性，印刷物の
反射特性，目（視覚系）の特性によって決定される．特に
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照明光の影響は大きく，色の評価を正しく行うためには
観察環境の標準化（標準観察条件）は必須で，ISO や JIS
および JSPST（日本印刷学会基準）で多くの規定がある．
特に印刷物向けの標準観察光源として CIE D 50 の詳細な
紹介があり，分光特性（演色評価数 Ra，色指数）や色温度，
演色性についても説明された．CIE D 50 の説明で「白が
一番自然な白に見える」という表現は一番分かりやすかっ
た．
　後半 LED 照明光源による印刷物用標準光源の可能
性，課題についての解説があり，特殊用途向けでより自
然光に近い超高演色な自然光 LED の説明があった．紫
外 LED＋RGB 蛍光体で Ra 95 以上を達成しているが，
B-LED＋Y 蛍光体の 10 倍以上の価格で光の均斉度の確保
から照明数が必要で高コストとなること，製品の均一性，
高効率化（光強度：照度 2000 Lx 以上）等普及までには多
くの課題が確認できた．
　東芝ライテック（株）小谷氏の報告でもあった Ra 値の
評価方法に新規格検討において，従来の CIE はあくまで
基準光に対する忠実度を求めていたが，有力候補には忠実
度に加えて好ましさの尺度も入っており，印刷物の標準光
源としては問題との指摘もあった．一般 LED 照明下で印
刷物を見た場合，色は照明光の影響を受ける．まだ現場レ
ベルでは問題とはなっていないものの，今後益々 LED 照
明が普及した場合，従来照明との兼ね合いの中，ダブルス
タンダード的な難しい運用も想定され，その場合は出版，
印刷業界が連携した対応が必要となりそうである．
4．多原色ディスプレイの広色再現技術

 シャープ（株）　冨沢一成氏
　冨沢氏からは，非常に画期的な LCD ディスプレイによ
る色再現範囲の限界への挑戦について講演があった．ブラ
ウン管時代の 3 原色（RGB）による CRT 基準（NTSC 他）
が策定されたのは 60 年前で，原理的に十分高演色化が可
能な LCD 方式になっても従来の NTSC 他の放送規格が基
準となっていることへの問題意識が感じられた．多原色
ディスプレイと命名された高演色化への具体的なアプロー
チは RGB-LED バックライト光源と多色 CF（5 原色また
は 4 原色）による広色域化である．
　第 1 のチャレンジは 5 原色ディスプレイで，「ポインター
の物体色」（自然界に存在する物体色）をディスプレイの
色再現範囲とする挑戦的な取組みである．まず xy 色度図
上で色再現範囲を確認すると，従来の RGB では C，Y の

領域がカバーできないが，5 原色化（RGB＋CY）により
包含できることを確認．明度方向を CIE-L*a*b* の 3 次元
空間で同じくポインターの物体色の領域を立体的に包含で
きることを確認している．付随する効果として Y-CF 使用
により，従来の RGB 3 原色比で 1. 2 倍高い光利用効率の
向上や多原色化により，1 つの色を再現する原色の組合せ
が複数存在する「色の冗長性」を利用することで視野角特
性が改善できる．
　第 2 のチャレンジは実用化を目標とした 4 原色ディスプ
レイ（RGB＋Y）による印刷物の色再現指標である「ジャ
パンカラー 2007：枚葉印刷，コート紙」の包含である．
従来の RGB では Y と C の領域が再現できないが，4 原色
化によりジャパンカラー 2007 の包含率は 99. 9 ％以上を実
現した．今後の課題として多原色技術における測色手法
の規格化に加えて，多原色ディスプレイの入力インター
フェースの開放によるデバイスに依存しない XYZ（3 刺
激値）等をベースにした理想的な色再現システムの構築の
提案が非常に印象的であった．デジタルサイネージや電子
書籍・雑誌向けタブレット PC 等への展開も期待される．
5．　 LED 光源超小型プロジェクターを搭載したデジタルカ

メラ

 （株）ニコン　後藤孝夫氏
　後藤氏からは LED 光源を使用した超小型プロジェク
ターを内蔵したデジタルカメラ開発についての報告があっ
た．高輝度 LED 光源やマイクロディスプレイ等の技術的
な進展は勿論であるが，「複数のメンバーで写真を楽しん
で見るためのツール」，「ビジネスシーンでの活用（4 ～ 5
人向け）」等の新しいユーザーニーズに対応した先駆的な
製品開発の取組みである．
　主な開発課題として小型化，投影の明るさ・画質，電池
寿命，発熱対策等が挙げられた．LED 光源等の部品は使
用するものの，デジタルカメラの大きさを変えずに装着で
きる超小型プロジェクターのモジュールは完全に独自設計
で，圧倒的な小型化を可能とする集光レンズ・投影レンズ・
偏光素子等の光学部品の設計・製造技術力の高さを感じた．
また照明効率向上のための自由曲面集光レンズや LED 光
源（B-LED＋Y 蛍光体）からの縁部の光が Y 蛍光体の光
路長差で黄味が強い分の拡散補正，ファンを使用しない筐
体放熱を可能とする放熱設計等，本当に細かい改善の積み
重ねと新しい生活シーンを提供できる製品化への熱意が感
じられた．


