
2015.3  LEDs Magazine Japan22

standards | SPECTRAL POWER DISTRIBUTION

　LED光源が照明に実装され
るようになったことで、色品質、
照明が健康にもたらす影響、照
明の生物学的効果、植物栽培
用照明などに関する議論の範
囲が拡大している。あらゆる面
において、LEDや照明製品の開
発者とエンドユーザの両方が、
これまで以上に光源のスペクト
ル成分に関心を寄せている。照明デザ
イナーは、色度値（x,yまたはu',v'）、相
関色温度（CCT：correlated color tem
per a ture）、演色指数（CRI：color ren
der ing index）といった色度関連のあ
らゆる情報に加えて、光源のスペクト
ルパワー分布（SPD：spectral power 
distribution）について、さらなる情報
を要求するようになり始めている。
　SPDデータは、一般照明、特殊照明、
ディスプレイ、フラッシュライトなどの
照明効果の設計や評価に、付加価値を
与えることができる。この指標は基本
的に、光源の各波長におけるエネルギ
ーをグラフに示したものである（図1）。
SPDの詳しい背景については、色彩科
学に関する本誌の一連の特集記事を参
照してほしい（http://bit.ly/MqbtWY）。
　色度図上の任意の点、つまり、任意
の色度値に対し、対応するCCT値が
存在する。しかし、色度図上のどの点
も、異なる光源の多様なSPDによって
影響を受ける可能性があり、CRI値も
異なる可能性がある。例えば、色品質

を議論する場合、色度値ではもはや十
分ではなく、ユーザはSPDの影響を評
価する必要があるかもしれない。SPD
は、光源の本質的な物理的特性である。
任意のSPDに対し、必ず対応する1つの
色度値、CCT、CRI、そしてその他の派
生的な色関連の評価基準が存在する。
　光束、つまりフォトメトリック関連の
照明情報は通常、製造者とユーザの間
で電子的に転送されるか、配布される。
IES LM63では、フォトメトリックデー
タの電子転送用の標準ファイル形式が
定義されているが、この規格にはスペ
クトルデータ用のそのような形式は含
まれていない。スペクトルデータには、
LEDなどの光源／ランプ／照明器具の
分光放射束、カラーフィルタの分光透
過率、塗料などの仕上げ材の分光反射
率が含まれる。スペクトルデータは通
常、光源、ランプ、照明器具、または材
料を試験する際に得られる。このデー
タは、照明デザイナーなどのLEDユー
ザを支援するための、照明アプリケー
ションソフトウエア、レンダリングソフ

トウエア、分析または評価ソフ
トウエア、光学設計ソフトウエ
アで用いられる場合が多い。

スペクトルデータ規格
　上述の理由に基づき、IESの
コンピュータ委員会（CC：Com
put er Com mit tee）は、「IES Stand
ard Format for the Electronic 

Transfer of Spectral Data」（スペクト
ルデータの電子転送のためのIES標準形
式）というタイトルの新しい規格TM27
を策定した。IES理事会（IES Board）
の指示に基づいて最初に草案が作成さ
れたのは数年前のことだったが、この
特定の話題に対する関心や知識が広く
普及しなかったことから、その進行が
遅れた。2012年にプロジェクト計画書
が提出され、IES内の広い範囲にわた
る支持を得て、規格策定に向けた取り
組みが前進することとなった。
　CCと試験手順委員会（Testing Pro
ce dures Committee）の両方の専門家
らで構成される作業部会が結成され
た。同作業部会は両方の委員会と連携
し、あらゆるニーズと知識に基づいて
同規格を完成させた。規格文書を短期
間で効率的にまとめ上げるために、同
作業部会はまず、単一のSPDを対象に
作業を開始することにした。同作業部
会とIESコンピュータ委員会は現在、
角度の関数としてのスペクトルを含む、
複数のスペクトルに対する標準形式を
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スペクトルパワー分布に特化したデータファイル形式を定めた、新しいIES 
TM-27規格策定の背景にある目的について説明する。
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定める計画である。
　TM27で概説されているように、デー
タ形式はW3CのXML（Extensible Mark
up Language）に基づいている。このデ
ータ形式によってエンドユーザは、デ
ータを解釈するための専有ソフトウェ
アを必要とすることなく、情報を直接
利用したり参照したりできるようにな
る。XMLスキーマをスペクトルデータ
転送用に標準化するために、TM27で
は、ヘッダセクションとスペクトル分
布セクションという2つのセクション
を提案している。

XML形式
　ヘッダには、そのスペクトルデータ
に固有ではない情報が含まれており、
多くのヘッダ要素は省略可能である。
できる限り多くのヘッダ情報をドキュ
メントに含めることによって、そのド
キュメントの出典や目的を明らかにし
ようというのが、その意図である。ヘッ
ダ要素には、Manufacturer（製造元）、
Catalog Number（カタログ番号）、De
scrip tion（説明）、Document Creator

（ドキュメント作成者）、Unique Iden ti
fier（一意識別子）、Measurement Equip
ment（測定装置）、Laboratory（試験所）、
Report Number（レポート番号）、Re port 
Date（レポート日付）、Document Cre a tion 
Date（ドキュメント作成日）、Com ments

（コメント）がある。すべてのドキュメ
ントにすべての要素が該当するとは限
らない。例えば、恒星スペクトルを含
むドキュメントには製造元の要素は不
要だが、試験所の要素は含まれる可能
性がある。
　スペクトル分布セクションは、スペク
トル分布データの親セクションであり、
そのスペクトルデータに固有の情報が
含まれる。このセクションは、スペクト
ル分布フィールドを包括する役割を果

たす。TM27では、一般的な使用方法に
基づく6つのフィールドが推奨されて
おり、各フィールドには、Spec tral Quan ti
ty（スペクトル品質）、Re flec tion Geom
e try（反射ジオメトリ）、Trans mis sion Ge
om etry（伝送ジオメトリ）、Band width 
FWHM（FWHM帯域幅）、Band width 
Corrected（補正帯域幅）、Spec tral Data

（スペクトルデータ）という要素名が与
えられている。続いて各フィールドに
対して、光束、透過率、強度といった
Attributes（属性）が列挙される。

TM-27の目的
　TM27では、ドキュメントのユーザ
がそれぞれの具体的な用途に必要なプ
ログラムを確立できるように導くため
のXMLスキーマが提供されている。
TM27の主要な目的は、スペクトルデー
タを電子転送するための統一された業
界標準形式を作成することである。そ
れぞれ特定の種類のソフトウェアでし
か使用されない、多数の既存形式が存

在することから、この新しい統一形式
をめぐって混乱が生じる可能性がある。
TM27ではこのような混乱を回避する
ために、TM27に準拠するスペクトル
データ転送に対するロゴとアイコンを
用意している。
　TM25「Ray File Format for the De
scrip tion of the Emission Property of 
Light Sources」（光源の発光特性を記
述するためのレイファイル形式）（http:// 
bit.ly/LvNLaU）と同様に、TM27はか
なり専門的であり、この業務に従事す
るユーザを特に対象としている。この
規格は読みやすいものではないかもし
れないが、照明業界に広範囲にわたる
影響を与える非常に重要なものである。
LEDの利用が拡大している中、LEDデ
バイスのスペクトル情報は、照明の設
計と評価に欠かせない要素になりつつ
ある。このTM27規格は、製造者とユ
ーザの間で、改良されたさらに高度な
情報交換の仕組みを確立するための重
要な段階となるだろう。
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