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(57)【要約】
【課題】異なる色温度の光を発する複数のＬＥＤ光源に
波長選択吸収部材を配置した場合であっても、演色性を
向上させつつ、色温度及び色偏差の変化の小さい照明装
置を提供する。
【解決手段】照明装置１は、第１のＬＥＤ光源１１と、
第１のＬＥＤ光源１１が発する光と異なる色温度の光を
発する第２のＬＥＤ光源１２と、第１のＬＥＤ光源１１
の光出射側に配置され、可視光域の特定波長を選択吸収
する第１の波長選択吸収部材２１と、第２のＬＥＤ光源
１２の光出射側に配置され、可視光域の特定波長を選択
吸収する第２の波長選択吸収部材２２とを備え、第１の
波長選択吸収部材２１における特定波長の吸収量（Ｑ１
）と、第２の波長選択吸収部材２２における特定波長の
吸収量（Ｑ２）とが異なる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１のＬＥＤ光源と、
　前記第１のＬＥＤ光源が発する光と異なる色温度の光を発する第２のＬＥＤ光源と、
　前記第１のＬＥＤ光源の光出射側に配置され、可視光域の特定波長を選択吸収する第１
の波長選択吸収部材と、
　前記第２のＬＥＤ光源の光出射側に配置され、可視光域の特定波長を選択吸収する第２
の波長選択吸収部材とを備え、
　前記第１の波長選択吸収部材における特定波長の吸収量と、前記第２の波長選択吸収部
材における特定波長の吸収量とが異なる
　照明装置。
【請求項２】
　前記第１のＬＥＤ光源の色温度は、前記第２のＬＥＤ光源の色温度よりも低く、
　前記第１の波長選択吸収部材における前記第１の特定波長の吸収量は、前記第２の波長
選択吸収部材における第２の特定波長の吸収量よりも大きい、
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第１の波長選択吸収部材の厚さは、前記第２の波長選択吸収部材の厚さよりも厚い
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記第１の波長選択吸収部材及び前記第２の波長選択吸収部材の各々は、波長選択吸収
材を含む樹脂組成物にて形成されており、
　前記第１の波長選択吸収部材における前記波長選択吸収材の濃度は、前記第２の波長選
択吸収部材における前記波長選択吸収材の濃度よりも高い
　請求項２に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１の波長選択吸収部材及び前記第２の波長選択吸収部材は、ポルフィリンを含有
する樹脂組成物にて形成されている
　請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１の波長選択吸収部材と前記第２の波長選択吸収部材とは、一体に形成され、か
つ配光制御機能を有する
　請求項１～５のいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の固体発光
素子は、高効率で省スペースな光源として、照明用又はディスプレイ用等の各種機器に広
く利用されている。
【０００３】
　近年、照明用光源として用いられる白色ＬＥＤ光源は、青色ＬＥＤが発する青色光とそ
の青色光で励起される黄色蛍光体の黄色光とを混色させることにより擬似白色光を得る、
いわゆるＢ－Ｙタイプが主流となっている。
【０００４】
　Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源は、発光効率の向上が目覚ましく、蛍光灯の発光効率を
超えるものも現れている。このため、従来の白熱灯や蛍光灯からＢ－Ｙタイプの白色ＬＥ
Ｄ光源への置き換えが進んでいる。
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【０００５】
　蛍光灯の光は、水銀蒸気のプラズマ放電によって励起された数種類の蛍光体の発光色を
混色することによって得られ、その蛍光体の発光スペクトルは、図２５に示すように、半
値幅の狭いシャープな発光ピークを複数有する。図２５は、３波長域発光形白色蛍光ラン
プにおける発光スペクトルの分光分布の一例を示している。
【０００６】
　一方、Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源では、図２６に示すような発光スペクトルが得ら
れ、黄色蛍光体による発光ピークが蛍光灯に比べてブロードなものとなっている。図２６
は、Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源の発光スペクトルの分光分布の一例を示している。
【０００７】
　この両者の発光スペクトルの違いから、Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源は、蛍光灯に比
べて演色性が低いという課題がある。
【０００８】
　そこで、白色ＬＥＤ光源の演色性を改善する方法として、白色ＬＥＤ光源よりも光出射
側に、選択的な吸収ピークを有する波長選択吸収部材を配設し、白色ＬＥＤ光源の不要発
光波長の光を選択的に吸収する技術が提案されている（例えば、特許文献１）。
【０００９】
　この際、照明光の色温度及び色偏差（Ｄｕｖ）が大幅にずれないように構成することが
好ましい。具体的には、波長選択吸収部材を、白色ＬＥＤ光源の発光スペクトルに対応さ
せた波長吸収を行うように設計することで、色温度及び色偏差が大幅にずれることを抑制
できると考えられる。
【００１０】
　ここで、色偏差（Ｄｕｖ）とは、ＪＩＳ Ｚ８７２５－１９９９で定義されるＣＩＥ １
９６０ ＵＣＳ 色度座標で、相当する色温度を有する黒体軌跡からのｕ，ｖの値の偏差を
１０００倍し、黒体放射軌跡の下側にあるときは負号をつけた値として示される値である
。一般的に、Ｄｕｖの値が５以上になると緑みを帯びた光となり、逆にＤｕｖの値が－５
以下になると赤みを帯びた光になることから、違和感のない光色にするために、Ｄｕｖの
値は±５以内であることが理想とされている。
【００１１】
　また、色温度に関しては、施設店舗用照明では複数台の照明装置で空間を照らすことが
多いため、色温度の変化やバラつきはできる限り抑えることが望まれている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１２】
【特許文献１】特開２０１１－１９９０５４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　しかしながら、異なる色温度の光を発する複数のＬＥＤ光源を有する調色タイプの照明
装置では、前述の波長選択吸収部材を配設すると、照射光の色温度及び色偏差の変化が大
きくなるという課題がある。
【００１４】
　具体的には、異なる色温度の光を発する２種類のＬＥＤ光源を有する調色タイプの照明
装置において、２種類のＬＥＤ光源のうちのいずれか一方に合わせて設計した波長選択吸
収部材を２種類のＬＥＤ光源のいずれにも配設すると、調色をしていく段階で色温度の異
なる２種類のＬＥＤ光源の光出力比が変化して、照射光の色温度及び色偏差の変化が大き
くなってしまう。
【００１５】
　本発明は、このような課題を解決するためになされたものであり、各々が異なる色温度
の光を発する複数のＬＥＤ光源に波長選択吸収部材を配置した場合であっても、演色性を
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向上させつつ、色温度及び色偏差の変化の小さい照明装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る照明装置の一態様は、第１のＬＥＤ光源と、
前記第１のＬＥＤ光源が発する光と異なる色温度の光を発する第２のＬＥＤ光源と、前記
第１のＬＥＤ光源の光出射側に配置され、可視光域の特定波長を選択吸収する第１の波長
選択吸収部材と、前記第２のＬＥＤ光源の光出射側に配置され、可視光域の特定波長を選
択吸収する第２の波長選択吸収部材とを備え、前記第１の波長選択吸収部材における特定
波長の吸収量と、前記第２の波長選択吸収部材における特定波長の吸収量とが異なること
を特徴とする。
【００１７】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第１のＬＥＤ光源の色温度は、前
記第２のＬＥＤ光源の色温度よりも低く、前記第１の波長選択吸収部材における前記第１
の特定波長の吸収量は、前記第２の波長選択吸収部材における第２の特定波長の吸収量よ
りも大きい、としてもよい。
【００１８】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第１の波長選択吸収部材の厚さは
、前記第２の波長選択吸収部材の厚さよりも厚い、としてもよい。
【００１９】
　あるいは、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第１の波長選択吸収部材及び
前記第２の波長選択吸収部材の各々は、波長選択吸収材を含む樹脂組成物にて形成されて
おり、前記第１の波長選択吸収部材における前記波長選択吸収材の濃度は、前記第２の波
長選択吸収部材における前記波長選択吸収材の濃度よりも高い、としてもよい。
【００２０】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第１の波長選択吸収部材及び前記
第２の波長選択吸収部材は、ポルフィリンを含有する樹脂組成物にて形成されている、と
してもよい。
【００２１】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記第１の波長選択吸収部材と前記第
２の波長選択吸収部材とは、一体に形成され、かつ配光制御機能を有する、としてもよい
。
【発明の効果】
【００２２】
　本発明によれば、各々が異なる色温度の光を発する複数のＬＥＤ光源を有する照明装置
に波長選択吸収部材を配置した場合であっても、演色性を向上させつつ、色温度及び色偏
差の変化を小さくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態に係る照明装置の概略図である。
【図２】図２は、低色温度の光を発する白色ＬＥＤ光源の分光分布図である。
【図３】図３は、高色温度の光を発する白色ＬＥＤ光源の分光分布図である。
【図４】図４は、本発明の実施の形態に係る照明装置の第１の例の構成を示す図である。
【図５】図５は、本発明の実施の形態に係る照明装置の第２の例の構成を示す図である。
【図６】図６は、本発明の実施の形態に係る照明装置の第３の例の構成を示す図である。
【図７】図７は、本発明の実施の形態に係る照明装置の第４の例の構成を示す図である。
【図８】図８は、テトラ（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリン銅を説明するため
の図である。
【図９】図９は、テトラ（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリンパラジウムを説明
するための図である。
【図１０】図１０は、テトラ（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリン銅の吸光スペ
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クトルを示す図である。
【図１１】図１１は、テトラ（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリンパラジウムの
吸光スペクトルを示す図である。
【図１２】図１２は、本発明の実施の形態に係るシーリングライトを斜め下方から見たと
きの分解斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施の形態に係る照明装置における光源ユニットの一例を
示す平面図である。
【図１４Ａ】図１４Ａは、本発明の実施の形態に係る光源ユニットにおけるＬＥＤ光源の
配置レイアウトの第１の例の一部を示す平面図である。
【図１４Ｂ】図１４Ｂは、本発明の実施の形態に係る光源ユニットにおけるＬＥＤ光源の
配置レイアウトの第２の例の一部を示す平面図である。
【図１４Ｃ】図１４Ｃは、本発明の実施の形態に係る光源ユニットにおけるＬＥＤ光源の
配置レイアウトの第３の例の一部を示す平面図である。
【図１４Ｄ】図１４Ｄは、本発明の実施の形態に係る光源ユニットにおけるＬＥＤ光源の
配置レイアウトの第４の例の一部を示す平面図である。
【図１５】図１５は、本発明の他の実施の形態に係るシーリングライトを斜め下方から見
たときの分解斜視図である。
【図１６】図１６は、本発明の他の実施の形態の変形例に係るシーリングライトにおける
、レンズ及び波長選択吸収部材を兼ねた配光制御部品と光源ユニットとの断面図である。
【図１７】図１７は、比較例の照明装置の構成を示す図である。
【図１８】図１８は、比較例の照明装置における第１のＬＥＤ光源の前面に位置する波長
選択吸収部材の分光透過率特性図である。
【図１９】図１９は、比較例の照明装置における第２のＬＥＤ光源の前面に位置する波長
選択吸収部材の分光透過率特性図である。
【図２０】図２０は、実施例１の照明装置における第１のＬＥＤ光源の前面に位置する波
長選択吸収部材の分光透過率特性図である。
【図２１】図２１は、実施例１の照明装置における第２のＬＥＤ光源の前面に位置する波
長選択吸収部材の分光透過率特性図である。
【図２２】図２２は、実施例1の照明装置の第１のＬＥＤ光源の光における第１の波長選
択吸収部材を通過前後の発光スペクトルを示す分光分布図である。
【図２３】図２３は、実施例1の照明装置の第２のＬＥＤ光源の光における第２の波長選
択吸収部材を通過前後の発光スペクトルを示す分光分布図である。
【図２４】図２４は、従来例、比較例及び実施例１～４の照明装置についての各構成部材
と評価結果を示す表である。
【図２５】図２５は、３波長域発光形白色蛍光ランプにおける発光スペクトルの一例を示
す分光分布図である。
【図２６】図２６は、Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源の発光スペクトルの一例を示す分光
分布図である。
【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、
以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態
における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成
要素については、任意の構成要素として説明される。
【００２５】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
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【００２６】
　（実施の形態）
　まず、本発明の実施の形態に係る照明装置１の概略構成について、図１を用いて説明す
る。図１は、本発明の実施の形態に係る照明装置の概略図である。
【００２７】
　照明装置（照明器具）１は、発光時の色温度が異なる複数種類の複数のＬＥＤ光源（Ｌ
ＥＤ素子）１０を有する調色タイプの照明装置である。
【００２８】
　複数のＬＥＤ光源１０は、発する光の色温度が互いに異なる第１のＬＥＤ光源１１と第
２のＬＥＤ光源１２とによって構成されている。本実施の形態において、第１のＬＥＤ光
源１１は、発光色の色温度が低色温度である低色温度用のＬＥＤ光源であり、第２のＬＥ
Ｄ光源１２は、発光色の色温度が高色温度である高色温度用のＬＥＤ光源である。また、
第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２は、白色ＬＥＤ素子によって構成された
白色ＬＥＤ光源であり、それぞれ基板３０上に複数配置されている。
【００２９】
　一例として、第１のＬＥＤ光源１１は、色温度が２７００Ｋの光を出射し、例えば、図
２に示すような発光スペクトルを有する。また、第２のＬＥＤ光源１２は、色温度が６５
００Ｋの光を出射し、例えば、図３に示すような発光スペクトルを有する。なお、ＬＥＤ
光源１０及び基板３０は、発光ユニットとして構成される。
【００３０】
　照明装置１の照射光を調色する場合、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２
の光出力比を変更する。例えば、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２の点灯
させる割合を変化させることによって、照射光の色温度を連続的に変化させることができ
る。これにより、照射光の調色を行うことができる。
【００３１】
　また、照明装置（照明器具）１は、複数のＬＥＤ光源１０の光出射側に配設された波長
選択吸収部材２０を備える。
【００３２】
　波長選択吸収部材２０は、第１の波長選択吸収部材２１と第２の波長選択吸収部材２２
とによって構成されている。第１の波長選択吸収部材２１は、第１のＬＥＤ光源１１に対
向して配置されており、第１のＬＥＤ光源１１の出射光の特定波長を選択吸収する。また
、第２の波長選択吸収部材２２は、第２のＬＥＤ光源１２に対向して配置されており、第
２のＬＥＤ光源１２の出射光の特定波長を選択吸収する。
【００３３】
　そして、照明装置１では、第１の波長選択吸収部材２１の特定波長吸収量（Ｑ１）と、
第２の波長選択吸収部材２２の特定波長吸収量（Ｑ２）とが異なっている（Ｑ１≠Ｑ２）
。本実施の形態では、第１のＬＥＤ光源１１の光の色温度（Ｔ１）が第２のＬＥＤ光源１
２の光の色温度（Ｔ２）よりも低く設定されているので（Ｔ１＜Ｔ２）、第１の波長選択
吸収部材２１の特定波長の吸収量（Ｑ１）が第２の波長選択吸収部材２２の特定波長の吸
収量（Ｑ２）よりも大きくなるように設定している（Ｑ１＞Ｑ２）。
【００３４】
　照明装置１は、さらに、ＬＥＤ光源１０に電力を供給するための電源（不図示）を備え
ていてもよい。つまり、電源（電源回路）は、照明装置１に内蔵されていてもよいし、照
明装置１の外部に配置されていてもよい。電源は、例えば商用電源等の外部電源からの交
流電圧を、整流、平滑及び降圧等して所定レベルの直流電圧に変換する回路を有する。
【００３５】
　さらに、照明装置１には、目的によって、反射板、レンズ又は導光板等の配光制御部材
、及び、化粧枠等が設けられていてもよい。
【００３６】
　以下、本実施の形態における照明装置１の各構成部材について詳細に説明する。
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【００３７】
　［ＬＥＤ光源］
　ＬＥＤ光源１０（第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２）は、ＬＥＤ素子に
よって構成されている。なお、ＬＥＤ光源１０の代わりに、有機ＥＬ素子（ＯＬＥＤ）又
は無機ＥＬ素子等のＬＥＤ以外の固体発光素子を用いて構成された固体発光素子光源を用
いてもよい。
【００３８】
　本実施の形態における第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２を構成するＬＥ
Ｄ素子は、例えばＬＥＤチップと蛍光体等の波長変換材とによって構成される。
【００３９】
　ＬＥＤチップは、所定の直流電力により発光する半導体発光素子の一例であって、単色
の可視光を発するベアチップである。ＬＥＤチップは、例えば、通電されれば青色光を発
する青色ＬＥＤチップが用いられる。青色ＬＥＤチップは、３８０ｎｍ～５００ｎｍの波
長域に主たる発光ピークを有し、窒化ガリウム系の半導体材料によって構成することがで
きる。
【００４０】
　蛍光体は、ＬＥＤチップが発する光によって励起されて所望の色（波長）の光を放出す
る。青色ＬＥＤチップを用いる場合、５４５ｎｍ～５９５ｎｍの波長域に主たる発光ピー
クを有する黄色蛍光体を用いることができる。このような黄色蛍光体の一例として、ＹＡ
Ｇ（イットリウム・アルミニウム・ガーネット）系蛍光体があげられる。蛍光体は、シリ
コーン樹脂等の透光性絶縁材料に含有されて蛍光体含有樹脂として構成される。
【００４１】
　このように、本実施の形態におけるＬＥＤ光源１１は、青色ＬＥＤチップと黄色蛍光体
とによって構成されたＢ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源である。この場合、黄色蛍光体は青
色ＬＥＤチップが発した青色光の一部を吸収して励起されて黄色光を放出するので、この
黄色光と黄色蛍光体に吸収されなかった青色光とが混ざって白色光が得られる。Ｂ－Ｙタ
イプの白色ＬＥＤ素子は、図２６に示すような発光スペクトルを有する。
【００４２】
　但し、第１のＬＥＤ光源１１と第２のＬＥＤ光源１２とでは、放出される光の色温度を
異ならせるために、含有させる蛍光体の種類や量を変えている。あるいは、黄色蛍光体に
加えて赤色蛍光体を混ぜる等してもよい。
【００４３】
　なお、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２を構成するＬＥＤ素子の構造と
しては、ＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）構造及びＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏ
ｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）構造のいずれであってもよい。ＣＯＢ構造のＬＥＤ素子は、基板
に直接実装された複数のＬＥＤチップを蛍光体含有樹脂によって個々に又は複数個一括し
て封止した構成である。一方、ＳＭＤ構造のＬＥＤ素子は、パッケージ型の素子であり、
凹部を有する白色樹脂等の容器（パッケージ）内に実装されたＬＥＤチップを蛍光体含有
樹脂で封止した構成である。
【００４４】
　［波長選択吸収部材］
　波長選択吸収部材２０（第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２
）は、可視光域の一部の波長（特定波長）を選択的に吸収する光透過性部品（フィルタ）
であり、当該波長選択吸収部材２０を透過する光の特定波長を選択的に吸収することによ
り当該光の光色を変化させる機能を有する。
【００４５】
　本実施の形態において、波長選択吸収部材２０（第１の波長選択吸収部材２１及び第２
の波長選択吸収部材２２）は、ＬＥＤ光源１０の光出射面側に設置され、ＬＥＤ光源１０
から放射される可視光の一部の波長を選択的に吸収することにより、ＬＥＤ光源１０の光
色を変化させる。
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【００４６】
　本実施の形態における波長選択吸収部材２０は、波長選択吸収材として波長選択吸収色
素が添加された色素添加フィルタであり、第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選
択吸収部材２２の全部又は一部には、波長選択吸収材として波長選択吸収色素が含まれて
いる。
【００４７】
　第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２の各々は、波長選択吸収
色素を含有する樹脂組成物によって構成することができ、例えば、光透過性樹脂に所定量
の波長選択吸収色素を添加したり、光透過性樹脂やガラス等からなる透明基材に波長選択
吸収色素を塗布したりすることによって構成することができる。
【００４８】
　本実施の形態では、第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２が同
じ波長選択吸収色素で構成されているので、第１の波長選択吸収部材２１が吸収する可視
光域の特定波長と、第２の波長選択吸収部材２２が吸収する可視光域の特定波長とは同じ
である。
【００４９】
　また、上述のとおり、本実施の形態における波長選択吸収部材２０では、発光色が低色
温度である第１のＬＥＤ光源１１の出射光側に配設される第１の波長選択吸収部材２１の
特定波長吸収量（Ｑ１）が、発光色が高色温度である第２のＬＥＤ光源１２の光出射側に
配設される第２の波長選択吸収部材２２の特定波長吸収量（Ｑ２）よりも大きくなるよう
に構成されている。
【００５０】
　以下、波長選択吸収部材２０（第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部
材２２）の具体的な構成について、図４～図７を用いて説明する。図４～図７は、本実施
の形態における照明装置の４つの具体例の構成を示す図である。
【００５１】
　図４～図７に示される第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２は
、いずれも、波長選択吸収色素が添加された色素添加フィルタであって、光透過性樹脂２
０ｂと、当該光透過性樹脂２０ｂに含有された波長選択吸収色素２０ａとによって構成さ
れている。
【００５２】
　なお、図４～図７に示すように、波長選択吸収部材２０は、光源ユニットＬＵに対向し
て配置される。光源ユニットＬＵは、基板３０と、基板３０の上に配置された第１のＬＥ
Ｄ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２とによって構成される。また、第１の波長選択吸収
部材２１は、第１のＬＥＤ光源１１の光出射側に配置され、第２の波長選択吸収部材２２
は、第２のＬＥＤ光源１２の光出射側に配置される。
【００５３】
　図４に示される照明装置では、第１の波長選択吸収部材２１の厚さ（ｔ１）が第２の波
長選択吸収部材２２の厚さ（ｔ２）よりも厚くなるように構成されている（ｔ１＞ｔ２）
。ここで、第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２の厚さとは、第
１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２における光入射面に対して略
垂直な方向の長さのことである。なお、図４において、第１の波長選択吸収部材２１にお
ける波長選択吸収色素２０ａの濃度と第２の波長選択吸収部材２２における波長選択吸収
色素２０ａの濃度とは同じである。
【００５４】
　図５に示される照明装置では、第１の波長選択吸収部材２１における波長選択吸収色素
２０ａの濃度が、第２の波長選択吸収部材２２における波長選択吸収色素２０ａの濃度よ
りも高くなるように構成されている。なお、図５において、第１の波長選択吸収部材２１
の厚さと第２の波長選択吸収部材２２の厚さとは同じである。
【００５５】
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　図６に示される照明装置では、図４と同様に、第１の波長選択吸収部材２１の厚さ（ｔ
１）が第２の波長選択吸収部材２２の厚さ（ｔ２）よりも厚くなるように構成されている
（ｔ１＞ｔ２）。また、第１の波長選択吸収部材２１と第２の波長選択吸収部材２２とは
、図４では別体で構成されており分離されていたが、図６では一体的に形成されている。
なお、図６では、第１の波長選択吸収部材２１における波長選択吸収色素２０ａの濃度と
第２の波長選択吸収部材２２における波長選択吸収色素２０ａの濃度とは同じである。
【００５６】
　図７に示される照明装置では、厚さ及び波長選択吸収色素２０ａの濃度が一定である平
板状の波長選択吸収部材（色素添加フィルタ）の表面に、発光色が低色温度である第１の
ＬＥＤ光源１１のみに対向するようにして、波長選択吸収色素２０ａを含むコーティング
層２０ｃが形成されている。これにより、部分的に厚さの厚い第１の波長選択吸収部材２
１と、部分的に厚さの薄い第２の波長選択吸収部材２２とを有する波長選択吸収部材２０
を構成することができる。
【００５７】
　なお、コーティング層２０ｃは、光透過性樹脂２０ｂと、当該光透過性樹脂２０ｂに含
有された波長選択吸収色素２０ａとによって構成されている。また、コーティング層２０
ｃの断面形状は略半円形状としているが、これに限らない。
【００５８】
　以下、第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２を構成する波長選
択吸収色素２０ａ及び光透過性樹脂２０ｂについて詳細に説明する。
【００５９】
　　＜波長選択吸収色素＞
　波長選択吸収色素とは、可視光の一部を選択的に吸収する性質を有する色素のことであ
る。波長選択吸収色素としては、特定波長として５７０ｎｍ～６００ｎｍ又は５７０ｎｍ
～７８０ｎｍの波長の光を選択的に吸収する性質を持つものを用いることができる。具体
的には、テトラアザポルフィリン、テトラフェニルポルフィリン、オクタエチルポルフィ
リン、フタロシアニン、シアニン、アゾ、ピロメテン、スクアリリウム、キサンテン、ジ
オキサン、オキソノール等の有機化合物を主体とする色素が挙げられる。また、ネオジム
イオン等の希土類金属イオンを含有する有機化合物を主体とする色素も挙げられる。
【００６０】
　中でも、テトラアザポルフィリン化合物等のポルフィリン化合物は、吸収ピークの形状
が急峻であり、かつ、光源からの光照射に対しても堅牢性が高いため、好適に用いること
ができる。テトラアザポルフィリン化合物には、例えば、図８の化学式に示されるテトラ
（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリン銅、又は、図９の化学式に示されるテトラ
（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリンパラジウム等があり、中心金属の種類や置
換基の種類によって、最大吸収波長が変化する。
【００６１】
　これら２種のポルフィリン化合物の各々を一定量アセトンに溶解させた液を光路長１ｍ
ｍの石英セルにとり、分光光度計で吸光スペクトルを測定した結果を図１０及び図１１に
示す。図１０は、図８の化学式に示されるテトラ（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフ
ィリン銅の吸光スペクトルを示す図である。また、図１１は、図９の化学式に示されるテ
トラ（ｔｅｒｔ－ブチル）テトラアザポルフィリンパラジウムの吸光スペクトルを示す図
である。なお、図１０及び図１１では、最大吸収波長における吸光度を１として規格化し
たときの相対吸光スペクトルを示している。
【００６２】
　　＜光透過性樹脂＞
　光透過性樹脂とは、可視光を透過する機能を有する樹脂のことである。例えば、光学的
に透明な樹脂として、ポリメタクリル酸メチル、ポリカーボネート、環状ポリオレフィン
、環状ポリオレフィンコポリマー、ポリメチルペンテン等の熱可塑性樹脂等が挙げられる
。また、乳白色半透明な樹脂として、ポリエチレンやポリプロピレンなどの熱可塑性樹脂
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等が挙げられる。また、その他に、光透過性樹脂として、メタクリル酸樹脂やシリコーン
樹脂等の熱硬化性樹脂等も挙げられる。熱硬化性樹脂は、架橋成分が加えられた後に、熱
もしくは電子線、紫外線等のエネルギーが付与されて固化される。
【００６３】
　これらの樹脂を用いて波長選択吸収部材２０を作製する場合、樹脂固形分に対して所定
量の波長選択吸収色素を溶媒に分散して樹脂原料に添加した後、射出成形、押出成形、プ
レス成形、キャスト成形又はカレンダー成形等の成形手段を用いて所定の形状に成形加工
する。また、光透過性樹脂又はガラス基材の表面に波長選択吸収色素に塗布した後、硬化
させることによっても波長選択吸収部材２０を作製することができる。
【００６４】
　なお、光透過性樹脂には、波長選択吸収色素の他に、用途に応じて、波長選択機能を損
なわない範囲で、紫外線吸収剤、光安定剤、酸化防止剤又は加水分解防止剤等を適宜加え
てもよい。
【００６５】
　特に、本実施の形態の用途においては、ＬＥＤ光源１０からの光照射による色素の褪色
を抑制するために、紫外線吸収剤及び光安定剤を添加するとよい。
【００６６】
　添加する紫外線吸収剤としては、例えば、ベンゾトリアゾール系、ベンゾフェノン系、
トリアジン系等の紫外線吸収剤があり、中でも、波長選択吸収色素としてテトラアザポル
フィリン系色素を使用する場合においては、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤が好適に
用いられる。テトラアザポルフィリン系色素は、その分子構造に起因するソーレー帯と呼
ばれる吸収帯が３４０ｎｍ付近にあり、ベンゾトリアゾール系紫外線吸収剤の最大吸収波
長の３４０ｎｍ～３５０ｎｍとほぼ一致するため、波長選択吸収色素の光吸収による変褪
色を抑制することができる。
【００６７】
　また、添加する光安定剤としては、ヒンダードアミン系光安定剤が好適に用いられる。
【００６８】
　［基板］
　基板３０は、ＬＥＤ光源１０を配置するための基台である。基板３０には、第１のＬＥ
Ｄ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２が配置される。基板３０としては、樹脂をベースと
する樹脂基板、セラミックからなるセラミック基板、金属をベースとするメタルベース基
板等を用いることができる。また、基板３０の形状は、光源ユニットＬＵが取り付けられ
る照明装置の載置形状及び配置スペースに応じて適宜選択することができる。
【００６９】
　また、基板３０には、第１のＬＥＤ光源１１（ＬＥＤ素子）及び第２のＬＥＤ光源１２
（ＬＥＤ素子）の各々に供給する直流電力を受電するための複数の外部接続端子と、これ
らの外部接続端子と第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２とを電気的に接続す
るための金属配線（金属パターン）とが設けられている。また、金属配線は、複数の第１
のＬＥＤ光源１１及び複数の第２のＬＥＤ光源１２の各々について、直列接続としたり並
列接続としたり直列接続と並列接続との組み合わせ接続としたりするために、所定形状で
形成されている。
【００７０】
　［照明装置の具体例］
　次に、照明装置（照明器具）の具体的な応用例として、シーリングライト１００につい
て説明する。図１２は、本発明の実施の形態に係るシーリングライトを斜め下方から見た
ときの分解斜視図である。
【００７１】
　図１２に示すように、シーリングライト１００は、４つの光源ユニット１１０と、波長
選択吸収部材１２０と、本体１３０と、カバー１４０と、電源（不図示）とを備える。以
下、シーリングライト１００の各構成部材について詳細に説明する。
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【００７２】
　　［光源ユニット］
　各光源ユニット１１０は、図１３に示すように、基板３０と、基板３０の上に配置され
た複数のＬＥＤ光源１０とによって構成される。複数のＬＥＤ光源１０は、例えば、内側
と外側の２列の素子列となるように配列することができる。また、ＬＥＤ光源１０の各々
は、Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源であり、上述のように、発光色が低色温度（２７００
Ｋ）である複数の第１のＬＥＤ光源１１と、発光色が高色温度（６５００Ｋ）である複数
の第２のＬＥＤ光源１２とによって構成されている。
【００７３】
　第１のＬＥＤ光源１１と第２のＬＥＤ光源１２の配置レイアウトは、例えば図１４Ａ～
図１４Ｄに示すように構成することができる。
【００７４】
　図１４Ａでは、内側及び外側の各素子列において第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥ
Ｄ光源１２が１個ずつ交互に配置され、かつ、内側の素子列と外側の素子列とで第１のＬ
ＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２が対向するように配置されている。
【００７５】
　図１４Ｂでは、内側及び外側の各素子列において第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥ
Ｄ光源１２が１個ずつ交互に配置され、かつ、内側の素子列と外側の素子列とで第１のＬ
ＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２が対向しないように配置されている。
【００７６】
　図１４Ｃでは、内側及び外側の各素子列において第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥ
Ｄ光源１２が２個ずつ交互に配置され、かつ、内側の素子列と外側の素子列とで第１のＬ
ＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２が対向しないように配置されている。
【００７７】
　図１４Ｄでは、内側の素子列が第１のＬＥＤ光源１１のみで構成され、かつ、外側の素
子列が第２のＬＥＤ光源１２のみで構成されるように配置されている。
【００７８】
　　［波長選択吸収部材］
　図１２に示すように、波長選択吸収部材１２０は、円環状に構成されており、円環状に
配置された４つの光源ユニット１１０の光出射側に配置される。波長選択吸収部材１２０
の構造としては、図４～図７に示す構造とすることができる。図１２では、図６に示す構
造を用いた例を示している。
【００７９】
　　［本体］
　図１２に示すように、本体１３０の中央部には、当該本体１３０を天井面に設置されて
いる引掛シーリングに取り付けるための取付部１３１が設けられている。取付部１３１は
、天井面に設置されている引掛シーリングに取り付けられることにより、引掛シーリング
に機械的及び電気的に接続される。
【００８０】
　本体１３０は、例えば、厚みの薄いダイカスト部材等を用いて円板形に形成されており
、床面側が反射面として機能するととともに光源ユニット１１０の取付面として機能する
。なお、本体１３０の上部には、電源（電源ユニット）が収容されている。
【００８１】
　　［カバー］
　図１２に示すように、カバー１４０は、光源ユニット１１０及び波長選択吸収部材１２
０を覆うように本体１３０に取り付けられる。本実施の形態におけるカバー１４０は、照
明装置全体を均一に発光させるために、カバー１４０の材料の一部又は全部に光拡散粒子
が分散された拡散カバーである。カバー１４０は、例えば、乳白色の樹脂製のカバーとす
ることができる。
【００８２】
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　　［電源］
　電源（電源ユニット）は、各光源ユニット１１０に電気的に接続されており、取付部１
３１を介して供給される商用電源からの交流電圧を、光源ユニット１１０を発光させるた
めの直流電圧に変換する回路を有する。
【００８３】
　また、電源は、シーリングライト１００の照射光の調色を行うために、各光源ユニット
１１０における第１のＬＥＤ光源１１と第２のＬＥＤ光源１２とを独立して駆動制御でき
るように構成されている。これにより、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２
の各々に投入する直流電力を独立して変更できるので、第１のＬＥＤ光源１１及び第２の
ＬＥＤ光源１２の光出力比を変更して調色を行うことができる。
【００８４】
　［照明装置の他の具体例］
　また、図１５に示すように、シーリングライト１００は、さらに、配光制御機能を有す
る配光制御部品１５０を備えていてもよい。配光制御部品１５０は、例えば、ＬＥＤ光源
１０の光の配光角を拡大するレンズである。
【００８５】
　配光制御部品１５０は、波長選択吸収部材１２０の光出射側（光源ユニット１１０側と
は反対側）、又は、光源ユニット１１０と波長選択吸収部材１２０との間に配置すること
ができる。
【００８６】
　配光制御部品１５０は、当該配光制御部品１５０に入射する光を任意の配光が得られる
ように構成された光学部品であり、例えば、レンズ、反射板、又は導光板等である。
【００８７】
　また、波長選択吸収部材１２０と配光制御部品１５０とを別体ではなく一体的に形成し
てもよい。例えば、配光制御部品１５０としてレンズを用いる場合、図１６に示すように
、そのレンズである配光制御部品１５１は、波長選択吸収部材を兼ねていてもよい。この
場合、レンズの厚みを異ならせることによって、第１の波長選択吸収部材２１及び第２の
波長選択吸収部材２２を構成することができる。
【００８８】
　［作用効果］
　次に、本実施の形態に係る照明装置の作用効果について、比較例と対比しながら本発明
に至った経緯を含めて説明する。図１７は、比較例の照明装置の構成を示す図である。
【００８９】
　図１７に示すように、比較例の照明装置１Ａは、Ｂ－Ｙタイプの白色ＬＥＤ光源である
ＬＥＤ光源１０（第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２）を有する調色タイプ
の照明装置であり、白色ＬＥＤ光源の演色性（Ｒａ）を改善するために、ＬＥＤ光源１０
の光出射側に波長選択吸収部材２０Ａが配設された構成である。
【００９０】
　波長選択吸収部材２０Ａは、厚さが一定の色素添加フィルタであって、光透過性樹脂２
０ｂと、光透過性樹脂２０ｂに含有された波長選択吸収色素２０ａとによって構成されて
いる。
【００９１】
　しかしながら、比較例の照明装置１Ａでは、波長選択吸収部材２０Ａが第１のＬＥＤ光
源１１及び第２のＬＥＤ光源１２のいずれか一方の発光スペクトルに合わせて設計されて
いるので、照明装置１Ａの調色をしていく段階で、複数種の光源の光出力比が変化する。
このため、照明装置１Ａでは、照射光の色温度及び色偏差（Ｄｕｖ）が大きく変化すると
いうことが分かった。
【００９２】
　本発明は、このような知見に基づいてなされたものであり、発光色が異なる色温度のＬ
ＥＤ光源を複数有する調光タイプの照明装置において、演色性を向上させるために波長選
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択吸収部材を用いた場合であっても、ＬＥＤ光源の色温度ごとに光の吸収量を調整するこ
とで、照射光の色温度及び色偏差（Ｄｕｖ）の変化を抑制できることを見出した。
【００９３】
　つまり、本実施の形態に係る照明装置１では、第１のＬＥＤ光源１１の光出射側に配置
された第１の波長選択吸収部材２１における吸収量（Ｑ１）と、発光色の色温度が第１の
ＬＥＤ光源１１と異なる第２のＬＥＤ光源１２の光出射側に配置された第２の波長選択吸
収部材２２における吸収量（Ｑ２）とが異なるように構成している。
【００９４】
　具体的には、第１のＬＥＤ光源１１の発光色の色温度が第２のＬＥＤ光源１２の発光色
の色温度よりも低い場合には、第１の波長選択吸収部材２１の吸収量（Ｑ１）が第２の波
長選択吸収部材２２の吸収量（Ｑ２）よりも大きくする。
【００９５】
　この構成により、異なる色温度の光を発する複数のＬＥＤ光源１０を有する照明装置に
波長選択吸収部材を配置した場合であっても、演色性を向上させつつ、色温度及び色偏差
（Ｄｕｖ）の変化を小さくすることができる。
【００９６】
　また、本実施の形態では、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２ごとに波長
選択吸収部材２０の光の吸収量を調整するために、図４～図７に示すような構成を採用し
ている。具体的には、波長選択吸収部材２０の中の波長選択吸収色素の濃度を、第１のＬ
ＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２ごと変化させたり、波長選択吸収色素が均一に分
散された波長選択吸収部材２０において、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１
２ごとに波長選択吸収部材２０の板厚を調整したりしている。
【００９７】
　このような簡単な構成により、異なる色温度の光を発する複数のＬＥＤ光源を有する調
色タイプの照明装置においても、色温度及び色偏差を大幅に変化させることなく、容易に
演色性を向上させることが可能となる。
【００９８】
　また、本実施の形態における照明装置において、波長選択吸収部材２０（第１の波長選
択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２）は、ポルフィリンを含有する樹脂組成
物にて形成するとよい。
【００９９】
　ポルフィリンを含有する機能組成物は、波長選択吸収部材２０における吸収ピークの形
状を急峻にすることができ、なおかつ、光照射に対しても堅牢性が高いという特質を有す
る。したがって、発光効率をできるだけ低下させることなく、また長時間にわたって性能
劣化させることのない照明装置を実現することができる。
【０１００】
　また、本実施の形態における照明装置において、第１の波長選択吸収部材２１と第２の
波長選択吸収部材２２とを、一体に形成し、かつ配光制御機能を有するように構成すると
よい。
【０１０１】
　このように、各々のＬＥＤ光源１０に対応する第１の波長選択吸収部材２１と第２の波
長選択吸収部材２２とを、配光制御機能を有するように一体構造で成形することで、製造
時の工程数を減らすことができ、コストダウンを図ることができる。
【０１０２】
　（実施例）
　以下、照明装置の実施例について説明する。本実施例では、従来例、比較例及び実施例
１～４として、構造の異なる波長選択吸収部材を作製し、各照明装置について、色温度、
色偏差（Ｄｕｖ）及び演色性（Ｒａ、Ｒ９）の評価を行った。
【０１０３】
　＜従来例＞
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　従来例は、図１７に示される照明装置において、波長選択吸収部材２０Ａが設けていな
い構造である。
【０１０４】
　ＬＥＤ光源１０としては、発光色の色温度が２７００Ｋである第１のＬＥＤ光源１１（
ＮＳ２Ｌ１５７ＡＲ－Ｈ３、日亜化学工業株式会社製）と、発光色の色温度が６５００Ｋ
である第２のＬＥＤ光源１２（ＮＳ２Ｗ１５７ＡＲ－Ｈ３、日亜化学工業株式会社製）と
を用いた。
【０１０５】
　また、照明器具として、シーリングライト（ＨＨ－ＬＣ８００Ａ、パナソニック株式会
社製）を用いた。
【０１０６】
　＜比較例＞
　比較例では、図１７に示される構造の照明装置とした。
【０１０７】
　波長選択吸収部材２０Ａは、アクリル樹脂（ＶＨ００１、三菱レイヨン株式会社製）を
用いて射出成形によって成形した。この際、テトラアザポルフィリン系色素（ＴＡＰ－１
８、山田化学株式会社製）を重量比で１２．５ｐｐｍで混合し、厚さ２ｍｍとなるように
成形した。
【０１０８】
　ＬＥＤ光源１０として、従来例と同様に、発光色の色温度が２７００Ｋである第１のＬ
ＥＤ光源１１と、発光色の色温度が６５００Ｋである第２のＬＥＤ光源１２とを用いた。
また、照明器具として、従来例と同じシーリングライトを用いて、上記の波長選択吸収部
材２０ＡをＬＥＤ光源１０の前面（光出射側）に配置して固定した。
【０１０９】
　このように構成された比較例の照明装置では、波長選択吸収部材２０ＡがＬＥＤ光源１
０の色温度ごとに光の吸収量が調整されていないので、図１８及び図１９に示すように、
第１のＬＥＤ光源１１（２７００Ｋ）の前面に位置する波長選択吸収部材２０Ａの分光透
過率特性と、第２のＬＥＤ光源１２（６５００Ｋ）の前面に位置する波長選択吸収部材２
０Ａの分光透過率特性とは同じになっている。
【０１１０】
　＜実施例１＞
　実施例１では、図４に示される構造の照明装置とした。
【０１１１】
　実施例１において、波長選択吸収部材２０は、アクリル樹脂（ＶＨ００１、三菱レイヨ
ン株式会社製）を用いて、テトラアザポルフィリン系色素（ＴＡＰ－１８、山田化学株式
会社製）を混合して成形したアクリル板である。この際、第１の波長選択吸収部材２１は
、色素重量比が１２．５ｐｐｍとなるように、かつ、板厚が２ｍｍとなるように成形し、
第２の波長選択吸収部材２２は、色素重量比が１２．５ｐｐｍとなるように、かつ、板厚
が１．２ｍｍとなるように成形した。
【０１１２】
　また、ＬＥＤ光源１０として、比較例と同様に、発光色の色温度が２７００Ｋである第
１のＬＥＤ光源１１と、発光色の色温度が６５００Ｋである第２のＬＥＤ光源１２とを用
いた。また、照明器具として、比較例と同じシーリングライトを用いた。
【０１１３】
　そして、第１のＬＥＤ光源１１（２７００Ｋ）の前面には第１の波長選択吸収部材２１
を配置して固定し、第２のＬＥＤ光源１２（６５００Ｋ）の前面には第２の波長選択吸収
部材２２を配置して固定した。
【０１１４】
　このように構成された実施例１の照明装置では、第１のＬＥＤ光源１１（２７００Ｋ）
の前面に位置する第１の波長選択吸収部材２１の分光透過率特性と、第２のＬＥＤ光源１
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２（６５００Ｋ）の前面に位置する第２の波長選択吸収部材２２の分光透過率特性とが異
なっており、それぞれ図２０及び図２１に示すような特性となっている。
【０１１５】
　また、第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２の各々から出射する光が、第１
の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収部材２２を通過する前と通過した後の発
光スペクトルを、図２２及び図２３に示す。
【０１１６】
　＜実施例２＞
　実施例２では、図５に示される構造の照明装置とした。
【０１１７】
　実施例２において、波長選択吸収部材２０は、アクリル樹脂（ＶＨ００１、三菱レイヨ
ン株式会社製）を用いて、テトラアザポルフィリン系色素（ＴＡＰ－１８、山田化学株式
会社製）を混合して成形したアクリル板である。この際、第１の波長選択吸収部材２１は
、色素重量比が１２．５ｐｐｍとなるように、かつ、板厚が２ｍｍとなるように成形し、
第２の波長選択吸収部材２２は、色素重量比が７．５ｐｐｍとなるように、かつ、板厚が
２ｍｍとなるように成形した。
【０１１８】
　また、ＬＥＤ光源１０として、実施例１と同様に、発光色の色温度が２７００Ｋである
第１のＬＥＤ光源１１と、発光色の色温度が６５００Ｋである第２のＬＥＤ光源１２とを
用いた。また、照明器具として、実施例１と同じシーリングライトを用いた。
【０１１９】
　そして、第１のＬＥＤ光源１１（２７００Ｋ）の前面には第１の波長選択吸収部材２１
を配置して固定し、第２のＬＥＤ光源１２（６５００Ｋ）の前面には第２の波長選択吸収
部材２２を配置して固定した。
【０１２０】
　＜実施例３＞
　実施例３では、図６に示される構造の照明装置とした。
【０１２１】
　実施例３において、波長選択吸収部材２０は、アクリル樹脂（ＶＨ００１、三菱レイヨ
ン株式会社製）を用いて、テトラアザポルフィリン系色素（ＴＡＰ－１８、山田化学株式
会社製）を混合して成形したアクリル板である。この際、第１の波長選択吸収部材２１及
び第２の波長選択吸収部材２２が一体構造となるように一体成形した。また、第１の波長
選択吸収部材２１は、色素重量比が１２．５ｐｐｍとなるように、かつ、板厚が２ｍｍと
なるように成形し、第２の波長選択吸収部材２２は、色素重量比が１２．５ｐｐｍとなる
ように、かつ、板厚が１．２ｍｍとなるように成形した。
【０１２２】
　また、ＬＥＤ光源１０として、実施例１と同様に、発光色の色温度が２７００Ｋである
第１のＬＥＤ光源１１と、発光色の色温度が６５００Ｋである第２のＬＥＤ光源１２とを
用いた。また、照明器具として、実施例１と同じシーリングライトを用いた。
【０１２３】
　そして、第１のＬＥＤ光源１１（２７００Ｋ）の前面には第１の波長選択吸収部材２１
が位置するように、かつ、第２のＬＥＤ光源１２（６５００Ｋ）の前面には第２の波長選
択吸収部材２２が位置するようにして、波長選択吸収部材２０をＬＥＤ光源１０の前面に
配置して固定した。
【０１２４】
　＜実施例４＞
　実施例４では、図７に示される構造の照明装置とした。
【０１２５】
　実施例４において、波長選択吸収部材２０は、アクリル樹脂（ＶＨ００１、三菱レイヨ
ン株式会社製）を用いて、テトラアザポルフィリン系色素（ＴＡＰ－１８、山田化学株式



(16) JP 2015-18612 A 2015.1.29

10

20

30

40

50

会社製）を混合して成形した。この際、膜厚が１．２ｍｍで一定、かつ、色素重量比が１
２．５ｐｐｍで一定の板状のアクリル板（波長選択吸収部材）を成形し、さらに、このア
クリル板の表面における第１のＬＥＤ光源１１に対応する箇所に、色素重量比が２５０ｐ
ｐｍかつ膜厚が０．０４ｍｍの樹脂コーティングを行ってコーティング層２０ｃを形成し
た。
【０１２６】
　また、ＬＥＤ光源１０として、実施例１と同様に、発光色の色温度が２７００Ｋである
第１のＬＥＤ光源１１と、発光色の色温度が６５００Ｋである第２のＬＥＤ光源１２とを
用いた。また、照明器具として、実施例１と同じシーリングライトを用いた。
【０１２７】
　そして、第１のＬＥＤ光源１１（２７００Ｋ）の前面には第１の波長選択吸収部材２１
（コーティング層２０ｃ）が位置するように、かつ、第２のＬＥＤ光源１２（６５００Ｋ
）の前面には第２の波長選択吸収部材２２が位置するようにして、波長選択吸収部材２０
をＬＥＤ光源１０の前面に配置して固定した。
【０１２８】
　＜評価方法及び評価結果＞
　上記のように構成される、従来例、比較例、実施例１～４の照明装置について、発光ス
ペクトル、色温度、色偏差（Ｄｕｖ）及び演色性（Ｒａ、Ｒ９）の評価を行った。また、
その評価結果を図２４に示す。図２４は、従来例、比較例及び実施例１～４の照明装置に
ついての各構成部材と評価結果を示している。
【０１２９】
　なお、発光スペクトルは、瞬間マルチ測光システム（ＭＣＰＤ－７７００、大塚電子株
式会社製）を用いて、比較例及び実施例１～４の照明装置における各光照射スペクトルを
測定することにより得た。また、色温度、色偏差及び演色性は、同システムの解析システ
ムを用いて演算処理して算出した。
【０１３０】
　図２４に示すように、比較例１では、波長選択吸収部材２０Ａを配置することで、平均
演色評価数（Ｒａ）及び赤の特殊演色評価数（Ｒ９）は、いずれも向上していることが分
かる。
【０１３１】
　一方、比較例１では、波長選択吸収部材２０Ａが低色温度用の第１のＬＥＤ光源１１に
合せて設計されているので、第１のＬＥＤ光源１１については色温度及び色偏差の変化は
小さいが、高色温度用の第２のＬＥＤ光源１２については色温度及び色偏差の変化が大き
くなっている。
【０１３２】
　これに対して、実施例１～４では、低色温度用の第１のＬＥＤ光源１１及び高色温度用
の第２のＬＥＤ光源１２のいずれについても、色温度及び色偏差の変化が小さい。
【０１３３】
　しかも、波長選択吸収部材２０（第１の波長選択吸収部材２１及び第２の波長選択吸収
部材２２）を配置することで、波長選択吸収部材２０が無い場合と比べて、平均演色評価
数（Ｒａ）及び赤の特殊演色評価数（Ｒ９）も向上している。
【０１３４】
　以上の結果から、実施例１～４のように構成することで、各々が異なる色温度の光を発
する複数のＬＥＤ光源１０を有する照明装置に波長選択吸収部材２０を配置して場合でも
、演色性を向上させつつ、色温度及び色偏差の変化の小さい光を照射することができるこ
とが分かる。
【０１３５】
　（その他変形例等）
　以上、本発明に係る照明装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、
上記実施の形態に限定されるものではない。
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　例えば、上記実施の形態では、ＬＥＤ光源１０として２種類の色温度の光を発するＬＥ
Ｄ光源を用いたが、３種類以上の色温度の光を発するＬＥＤ光源を用いてもよい。この場
合、波長選択吸収部材は、色温度の異なるＬＥＤ光源ごとに光の吸収量が異なるように調
整すればよい。例えば、異なる色温度の光を発する複数のＬＥＤ光源の各色温度が、Ｔ１
＜Ｔ２＜Ｔ３＜・・・の関係にある場合、色温度の異なるＬＥＤ光源ごとに設置される波
長選択吸収部材の特定波長吸収量を、Ｑ１＞Ｑ２＞Ｑ３＞・・・となるように構成すれば
よい。
【０１３７】
　また、上記実施の形態では、照明装置の一例として、シーリングライトについて説明し
たが、これに限定されるものではなく、本発明の目的を損なわない範囲で他の照明装置に
も同様に適用できる。
【０１３８】
　また、上記実施の形態では、照明装置が光源ユニットを含むとしたが、光源ユニットそ
のものを照明装置として構成することもできる。つまり、光源ユニットが、発光色の色温
度が異なる第１のＬＥＤ光源１１及び第２のＬＥＤ光源１２と、特定波長吸収量の異なる
第１の波長選択吸収部材２１と第２の波長選択吸収部材２２とを備えるように構成しても
よい。
【０１３９】
　なお、その他、各実施の形態及び変形例に対して当業者が思いつく各種変形を施して得
られる形態や、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態における構成要素及び機能を
任意に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１４０】
　１、１Ａ　照明装置
　１０　ＬＥＤ光源
　１１　第１のＬＥＤ光源
　１２　第２のＬＥＤ光源
　２０、２０Ａ、１２０　波長選択吸収部材
　２０ａ　波長選択吸収色素
　２０ｂ　光透過性樹脂
　２０ｃ　コーティング層
　２１　第１の波長選択吸収部材
　２２　第２の波長選択吸収部材
　３０　基板
　１００　シーリングライト
　１１０　光源ユニット
　１３０　本体
　１３１　取付部
　１４０　カバー
　１５０、１５１　配光制御部品
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