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　色は脳の活動とホルモン生成に作用
し、人の気分や感情に影響を与えると
考えられてきた。このことは、血圧や
心拍の変化といった生理学的反応によ
って証明することが出来る。たとえば、
赤色は血圧を上昇させ脈拍を速くする
が、青色は典型的に鎮静の効果がある。
　リカルド・クーラー（Rikard Kuller）
は早くも1976年に、色彩と視覚的パ
ターニングが、大脳皮質と身体の神経
構造に影響を与えることを論証してい
た。クーラーは、視覚を刺激する色光
のエネルギーに反応して、アルファ脳
波の活動が変化すると結論付けた。そ
の後1996年には、フランク・H・マンケ

（Frank H. Mahnke）が『Color Environ
ment & Human Response』を出版し
た。この本では、色が感情反応、生理
反応の双方に与える影響について探求
されている。その後、ルイ・スミノフ

（Lois Swirnhoff）による室内照明に高
彩度の色を用いた実験では、青色は主
体の感覚を鎮静させたが、赤色の影響
は決定的ではなかった。
　昨今、医療従事者は、患者の覚醒を
刺激したり、より落ち着いた環境をつく
る効果のある照明を用いており、LED
はこうした効果の多くを可能にしてい
る。脳の視床下部は色に反応し、色変
化によって、脳波の長さとエネルギー

に影響を受けるのである。

核心の変化
　LEDによって、色光照明がより身近
に使いやすくなった。それを受けて、
多くのヘルスケア・医療施設は、照明
効果とエネルギー効率を改善する一方
で、患者のために、配光、色、白色照
明の色温度（冷たいものから温かみの
あるものへ）を修正している。
　米クリー社（Cree）のヘルスケア販
売ディレクター、グレッグ・リュベリ氏

（Gregg Ry berg）は、いかにも医療現
場といった環境を取りやめ、患者を温
かく迎える場所にすることに肯定的で
ある。「医療産業は、過去25年間で最
大の、核心的変革のただ中にある。医
療的視点から、よりホスピタリティの
視点へと移行しつつあり、結果的に、
費用をコントロールする一方で患者の
満足度と幸福度を高めている。そして
このことは、今日のヘルスケア製品販
売会社にとっては危機である。照明が
多大な役割を担っているのである」と
リュベリ氏は語っている。
　リュベリ氏は、医療的ニーズと情緒
的ニーズに対応する空間作りのために
不可欠な光の質が、どのようなもので
あるか挙げている。たとえば、適切な
照明の分配のおかげで、患者は快適さ
を感じ、一方で、清潔感のあるさわや
かな照明は、スタッフが効率よく仕事
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─憂鬱な気分（feeling blue）、とても元気（in the pink）─など、色は
私達の言語にもいろどりを加えている。近年、私達の気分に関連する色彩心
理学と光の効力が、医療現場で真剣に取り入れられるようになった。LEDは
患者の療養過程で、彼らがリラックスし、心地よく感じ、気分を高めるために、
どのように用いられているのだろうか。

最新医療の実力を引き出すSSL

図1　フィリップスアンビシーン照明は、快適な環境とともに用途に即した光を作ることもできる。
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の義務を果たし、負傷の程度を見たり
診断するために必要である。「柔らか
く、低グレアの照明は、安らかな治療
と回復の環境を助長する。患者とその
家族の気持ちを落ち着かせ、慰めとな
る雰囲気をつくるのだ」とリュベリ氏
は述べ、「ストレスが少なく、くつろ
いでいる患者には良い治療結果が出や
すく、医療施設で過ごす時間も少なく
なる傾向にある」と続けている。

技術推進
　リュベリ氏によると、別のトレンドも
あるという。それは、最新技術の導入
が、設置場所の雰囲気を改善する照明
の採用へつながるということである。
　その一例に、イギリス・ハーロウに
あるプリンセス・アレクサンドラ病院の
事例がある。レントゲン技師部長のス
ザンヌ・ブラウン氏（Suzanne Browne）
は、院内での新しいCTスキャナの採
用と同時にオランダ・フィリップス社

（Philips）のアンビシーン照明システム
を導入した理由をこう説明している。

「CTスキャンのような医療処置が、一
部の患者とりわけ子供を極めて不安な
気持ちにさせていることを、経験を通
して感じていた。処置室の色光照明の
効果は、より心地よい雰囲気づくりの
一端を担っている。不安感を取り除く
ことに役立っているようだ。」スキャニ
ングの間、患者が落ち着いて静止して
いられれば、処置はより成功しやすく
なる。「新しいCTスキャンを新しい照
明とともに用いるようにしてから、好
結果のスキャン処置数を1日あたり25
件から38件へと増やすことが可能とな
っている」とブラウン氏は述べる。
　アンビシーン照明は小売業の店舗で
も使うことが出来る。ランプ、照明、
LEDを混ぜ合わせ、店舗のある部分に
買い物客を向かわせることも可能であ

る。しかし、医療現場では快適な環境
づくりのために使用されている。スタッ
フは監視室で、簡単なタッチパッド・
コントロールシステムを使うことで、
照明の色、強さ、トーンを変えること
が出来る。可変の色光照明は、特定の
状況のニーズを満たすことも、患者の
要求によって変えることもできる。（色
の選択は万人に共通ではない。例えば、
患者は青色よりも紫色に癒されると連
想する人もいる。）
　プリンセス・アレクサンドラ病院の
プロジェクトでは、患者とスタッフの
間で、黄色の選択が最も支持を集めて
いた。彼らが温かさや晴れた日を連想
したことは明白だが、スタッフはまた、
検査の際、この照明下では静脈がより
はっきり見えると報告した。
　アンビシーン照明は、ドイツ・ハンブ
ルグのマリエン病院のMRスキャン室
でも使われている。ここでは、治療前
に患者をリラックスさせるために可変
照明を取り入れ、コミュニケーション・
システムとして色を用いるといった、
院内改装の一部として採用された。例
えば、難聴の患者やドイツ語を母語と
しない患者に、照明で合図が出たら息
を止めるよう指示することも出来るの
である。

適応
　多くのケースで、照明入れ替え事業実
現へ至ったのは、機器への巨額の投資
ではなく、アップグレードによるもので
ある。リュベリ氏は、初期の直列LED
の改装の難しさは、改装のために大量
に使用するには現実的ではない点にあ
ったと見ている。特に、医療現場では、
蛍光灯管照明の入れ替えにおいてであ
る。市場で見られるようになったのは、
安全に配慮していたり、回収期間の遅
い製品同様に、これまでの欠点の妥協

案となるような特色だ。しかしリュベ
リ氏は、クリー社のURシリーズLEDア
ップグレードキットに言及し「アップ
グレードはもはやチャレンジではない」
と述べる。同製品は、これまでの複雑
なアップグレードキットよりも設置時
間が速く、既存の照明備品をそのまま
生かすことが出来るのだという。この
新しいキットは、アップグレードの際、天
井裏を人目にさらさずに済むので、改
修中の部屋は、機能面・衛生面の両方
で現状を維持することが可能となる。
　病院内の他の地域では、新生児室と
痴呆患者の病棟を中心に、武骨な蛍光
灯照明がLEDに取り換えられた。小児
病棟では、患者が癒され、ストレスの
少ない環境づくりのために、LED照明
は色域や色温度を暗めに切り替ること
も可能だ。ベッド真上の照明は、スタ
ッフが乳児を診察したり、モニター画
面のデータを分析するときのためによ
り鮮明にすることもできる。
　イギリスのブラッドフォード王立診
療所では、国王基金により、蛍光灯と
LEDベースのフィリップス・ダイナミッ
ク・ライティングの両方を、認知障害と
痴呆の患者をサポートする２つの病棟
に設置した。蛍光灯を使うことによっ
て、スタッフは病棟で、照明を日光の
自然なリズム（CCT約5700K）と同じ
ように感知することが出来る。患者は、
日光や日光に近い照明下で過ごす時間
が多くなると、快適さ、気分、就寝と
起床のパターン、集中力、注意力が向
上することが分かっている。フィリッ
プス社 LuxSpace LEDのコンパクトダ
ウンライトは、同じ目的でいくつかの
患者の領域に使われた。白色照明を日
光の色から、温かみのある夕方の光（約
2700K）へと修正するためである。ブ
ラッドフォード診療所のスタッフによ
ると、ダイナミック・ライティングがも
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たらす活発な雰囲気のおかげで患者
は、日中は活動的でいられ、夜間は安
らかな睡眠のパターンを得ることが出
来たという。
　別の計画では、窓際にベッドのある
患者は退院がより早かったことから、
ダイナミック・ライティングは、回復に
役立つ安らかで規則正しい睡眠のパタ
ーンを促進するため、病棟の暗い部分
に日光の代わりとして使われた。

テキスタイル・パネル
　色と照明研究の他領域で、照明強度
が静的な場合まばたきが増え、その結

果、焦点調節能力が落ちて眼精疲労の
原因になることが分かっている。
　発光するテキスタイル・パネルは、色
彩設計を作るだけでなく、集中治療室
で動的／静的な感覚を作るために使う
ことが出来る。あるいは、例えば、共有
エリアに夏っぽい雰囲気を作るなどテー
マに合わせることもできる（図2）。フ
ィリップス社は、クヴァドラ布（Kvadra 
textiles）をパネルに使用している。
　60mmピッチの多色LEDは音響フォ
ームに統合され、その場所の音響環境
に見合うように200Hzから400Hzの
条件を設けることが出来る。パネルは、

特許のアルミニウムフレームを基盤に
していて、布を引き伸ばしておけるよ
う、伸長構造を隠し備えている。ドラ
イバー・ボックスと電源は、パネルデザ
インをすっきりさせるためにフレーム
に統合されている。標準出力とイーサ
ネット・ケーブルは、コンテンツをアッ
プロードしたり管理するために使われ、
また、建物の管理システムにパネルを
接続するためにも使用できる。

コスト削減
　LED照明を使うことで、エネルギー
費用を削減することも出来る。リュベ

図2　フィリップス・ライティング社の発光テキスタイル・パネルは、共有エリアの建築上の特徴を作ったり、治療エリアを落ち着いた場所にするため
に使用される。
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リ氏によると、休みなしの稼働率から
考えると、病院は同程度の規模の商業
ビルと比べ、2.5倍ものエネルギーを消
費しているという。「医療組織は患者の
要求に応えるために、毎年65億ドル
をエネルギーに費やしている」とリュ
ベリ氏は述べ、「LED照明は、蛍光灯
のおよそ50％のエネルギーで稼働する
だけでなく、メンテナンスと冷却費用
も省く。クリー社のLED照明は、アプ
リケーション次第で3万〜5万時間使
用できるよう設計されている」と詳述
している。そして「LED導入を予定し
ている病院は、恒常的な照明交換のニ
ーズを減らすことで、さらにコスト削
減が可能となる」という。
　リュベリ氏は、レイアウトの観点で
アプリケーションを評価するよう施設
管理者に助言した。このことは結果的
にコスト削減へつながり得るという。
さらなるコスト削減のために、より少
ない設備で、従来と同じルーメン出力
と配電を達成することは可能であると
いう。
　エネルギーコスト削減の一例として、
米ノースカロライナ州のローリー整形
外科病院がある。9万8000平方フィー
トの本部棟と外科センターに、1000
以上のクリー社CRシリーズLED建築
用トロッファが使われている。
　外科センターは、診断試験室に減光
機能を用いており、同病院長ハドリー・
キャロウェイ博士によると、スタッフ
と患者が治療について相談する際に見
るⅩ線が見やすくなったという。
　クリー社のCR22、CR24LEDトロッ
ファは、90CRIで清潔ではっきりとし
た光を生み出し、蛍光灯の演色性より
も優れていると考えられている。CR22
トロッファは、最小90lm/Wを供給し、
CR24は90〜100lm/Wで90plus CRI
の5000lmまで配電する。どちらの設

備も、5万〜7万5000時間使えるよう
設計されている。クリー社によると、
病院への導入では、蛍光灯と比較して
54％のエネルギー減が見込まれ、初期
費用も3年以内に回収できると予想さ
れている。
　同社によると、エネルギー削減に加
え、トロッファは落ち着いた見た目の
天井も演出するという。この照明は、
同一平面上の低グレア天井照明として
デザインされている。トロッファは凹
所に設置されており、埃が原因のメン
テナンス需要を減らしている。トロッ
ファはクリー社のトゥルー・ホワイト・
テクノロジーを電源とし、90CRIと一
貫した色温度を作ることに加え、必要
に応じて、診断評価のために明るい場
所を暗くしたり、落ち着いていて、患
者を温かく迎える環境を作ることもあ

る（図3）。
　調光システムへの移行は、LED照明
の採用よりもゆるやかな速度で生じて
いる。リュベリ氏は、単純さこそ採用
の鍵となると考えている。彼はクリー
社のスマート・キャスト・テクノロジー
を挙げ、これは、同社のLED照明と一
緒に使用すると、テクノロジーなしで従
来の蛍光灯を使う場合と比較して70％
ものエネルギー消費を削減する初めて
のセルフプログラミング・ワイアレス調
光システムであると説明している。
　研究室や、患者と人感センサがあり
慎重に扱うべき場所で使われている、
照明、減光器、プッシュボタン式調光シ
ステムの混成は、患者が歩行補助を必
要とする場所でも使用できるし、駐車場
や歩道のような屋外エリアを安全のた
めに照らすことにも使用可能である。
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図3　ノースカロライナ州ローリーで実施されたクリー社の医療プロジェクトでは、照明を蛍光灯
からLEDへ切り換え、エネルギーコストを50％以上カットした。


