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(57)【要約】
【課題】明るく長期間安定した光を発光し、色むらの無
い高演色性の照明装置を提供する。
【解決手段】本発明にかかる照明装置は、３５０ｎｍ～
５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（λｐ）を有する複
数の青色ＬＥＤチップ３０、３２と、青色ＬＥＤチップ
３０の光を吸収して発光する蛍光体Ｙ（黄色）を含む蛍
光部４０と、青色ＬＥＤチップ３２の光を吸収して発光
する蛍光体Ｇ（緑色），Ｒ（赤色）を含む蛍光部４２と
、を有する。複数の青色ＬＥＤチップ３０、３２は、第
１の発光ピーク波長（λｐ）を有する第１の青色ＬＥＤ
チップ３０と、第２の発光ピーク波長（λｐ）を有する
第２の青色ＬＥＤチップ３２と、を含む。第１の発光ピ
ーク波長（λｐ）は、第２の発光ピーク波長（λｐ）に
対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有する。照明色の
平均演色評価数Ｒａが８５以上である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（λｐ）を有する複数の青色ＬＥＤチ
ップと、
　前記青色ＬＥＤチップの光を吸収して発光する蛍光体を含む蛍光部と、
　を有し、
　前記複数の青色ＬＥＤチップは、
　第１の発光ピーク波長（λｐ）を有する第１の青色ＬＥＤチップと、
　第２の発光ピーク波長（λｐ）を有する第２の青色ＬＥＤチップと、
　を含み、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０
ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有し、
　照明色の平均演色評価数Ｒａが８５以上である照明装置。
【請求項２】
　請求項１において、
　前記照明色の平均演色評価数Ｒａが９０以上である照明装置。
【請求項３】
　請求項１または２において、
　前記蛍光部は、緑色蛍光体及び赤色蛍光体を含む照明装置。
【請求項４】
　請求項１または２において、
　前記蛍光部は、黄色蛍光体、緑色蛍光体及び赤色蛍光体を含む照明装置。
【請求項５】
　３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップと
、
　前記青色ＬＥＤチップの光を吸収して発光する蛍光体を含む蛍光部と、
　を有する白色ＬＥＤを複数有し、
　前記複数の白色ＬＥＤは、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）の第１の青色ＬＥＤチップを有する第1の白色ＬＥ
Ｄと、
　前記第２の発光ピーク波長（λｐ）の第２の青色ＬＥＤチップを有する第２の白色ＬＥ
Ｄと、
　を含み、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０
ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有し、
　照明色の平均演色評価数Ｒａが８５以上である照明装置。
【請求項６】
　請求項５において、
　前記照明色の平均演色評価数Ｒａが９０以上である照明装置。
【請求項７】
　請求項５または６において、
　前記第１の白色ＬＥＤは、黄色蛍光体を含む第１の蛍光部を有し、
　前記第２の白色ＬＥＤは、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第２の蛍光部を有する
照明装置。
【請求項８】
　請求項５または６において、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）よりも長波
長である照明装置。
【請求項９】
　請求項５または６において、
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　前記第１の白色ＬＥＤは、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第１の蛍光部を有し、
　前記第２の白色ＬＥＤは、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第２の蛍光部を有する
照明装置。
【請求項１０】
　請求項５または６において、
　前記第１の白色ＬＥＤは、黄色蛍光体と、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第１の
蛍光部を有し、
　前記第２の白色ＬＥＤは、黄色蛍光体と、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第２の
蛍光部を有する照明装置。
【請求項１１】
　請求項６～１０のいずれかにおいて、
　前記第１の青色ＬＥＤチップは、第１の樹脂成形体内に封入され、
　前記第２の青色ＬＥＤチップは、第２の樹脂成形体内に封入され、
　前記第１の蛍光部及び前記第２の蛍光部は、前記第１の樹脂成形体及び前記第２の樹脂
成形体の外側に被せられたキャップ状の成形体である照明装置。
【請求項１２】
　請求項６～１０のいずれかにおいて、
　前記第１の蛍光部は、前記第１の青色ＬＥＤチップを覆うシート状の成形体であり、
　前記第２の蛍光部は、前記第２の青色ＬＥＤチップを覆うシート状の成形体である照明
装置。
【請求項１３】
　請求項６～１０のいずれかにおいて、
　前記第１の青色ＬＥＤチップは、前記第１の蛍光部を含む第１の樹脂成形体内に封入さ
れ、
　前記第２の青色ＬＥＤチップは、前記第２の蛍光部を含む第２の樹脂成形体内に封入さ
れる照明装置。
【請求項１４】
　請求項１～１３のいずれかにおいて、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３２７４，０．３
６７３）、（０．３２８２，０．３２９７）、(０．２９９８，０．３３９６)、（０．３
０６４，０．３０９１）の４点を結ぶ四辺形内の昼光色の色調である照明装置。
【請求項１５】
　請求項１～１３のいずれかにおいて、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３６１６，０．３
８７５）、（０．３５５２，０．３４７６）、(０．３３５３，０．３６５９)、（０．３
３４５，０．３３１４）の４点を結ぶ四辺形内の昼白色の色調である照明装置。
【請求項１６】
　請求項１～１３のいずれかにおいて、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３９３８，０．４
０９７）、（０．３８０５，０．３６４２）、(０．３６５６，０．３９０５)、（０．３
５８４，０．３４９９）の４点を結ぶ四辺形内の白色の色調である照明装置。
【請求項１７】
　請求項１～１３のいずれかにおいて、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．４３４１，０．４
２３３）、（０．４１７１，０．３８４６）、(０．４０２１，０．４０７６)、（０．３
９０３，０．３７１９）の４点を結ぶ四辺形内の温白色の色調である照明装置。
【請求項１８】
　請求項１～１３のいずれかにおいて、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．４７７５，０．４
２８３）、（０．４５９４，０．３９７１）、(０．４３４８，０．４１８５)、（０．４
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２１４，０．３８８７）の４点を結ぶ四辺形内の電球色の色調である照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤの光により蛍光体を励起して発光する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、蛍光灯代替技術としてＬＥＤ（発光ダイオード：Light　Emitting　Diode）が注
目され、ＬＥＤを用いた照明装置の研究が進められている。従来のＬＥＤは、照明装置と
して用いるには演色性が低かった。そこで、赤色と緑色と青色との三色（ＲＧＢ）のＬＥ
Ｄを組み合わせることで演色性を改善する技術が提案されていた（例えば、特許文献１参
照）。以下、赤色をＲ、緑色をＧ、青色をＢと表現する場合がある。
【０００３】
　しかしながら、このような照明装置に用いられる赤色と緑色と青色との三色（ＲＧＢ）
のＬＥＤは、三色のＬＥＤのそれぞれの経時変化が異なるため、長期間使用することで当
初の白色発光の色調が経時的に変化してしまった。
【０００４】
　また、白色ＬＥＤと、緑色ＬＥＤと、赤色ＬＥＤと、を有し、各ＬＥＤから放射された
光を混光させる拡散部を有する発光装置も提案されていた（例えば、特許文献２参照）。
しかしながら、このような発光装置では、各ＬＥＤから放射された３種類の色を混色させ
るため、得られた昼光色は色むらがあった。
【特許文献１】特開２００５－２０３３２６号公報
【特許文献２】特開２００２－２７０８９９号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　そこで、本発明の目的は、明るく長期間安定した光を発光し、色むらの無い高演色性の
照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　そこで、本発明にかかる照明装置は、
　３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（λｐ）を有する複数の青色ＬＥＤチ
ップと、
　前記青色ＬＥＤチップの光を吸収して発光する蛍光体を含む蛍光部と、
　を有し、
　前記複数の青色ＬＥＤチップは、
　第１の発光ピーク波長（λｐ）を有する第１の青色ＬＥＤチップと、
　第２の発光ピーク波長（λｐ）を有する第２の青色ＬＥＤチップと、
　を含み、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０
ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有し、
　照明色の平均演色評価数Ｒａが８５以上である。
【０００７】
　本発明にかかる照明装置によれば、３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（
λｐ）を有する複数の青色ＬＥＤチップを有することで、紫外線を発生するＬＥＤよりも
高出力で明るい発光を得ることができる。また、本発明にかかる照明装置によれば、少な
くとも２種類以上の異なる発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップを含むこと
で、高い演色性を得ることができる。さらに、本発明にかかる照明装置によれば、従来の
三色（ＲＧＢ）のＬＥＤに比べて経時変化による演色性の影響がほとんどない。また、本
発明にかかる照明装置によれば、発光ピーク波長（λｐ）の異なる複数の青色ＬＥＤチッ
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プによって複数の白色を混ぜることになり、色むらの少ない照明色を得ることができる。
【０００８】
　本発明にかかる照明装置において、
　照明色の平均演色評価数Ｒａが９０以上であることができる。
【０００９】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記蛍光部は、緑色蛍光体及び赤色蛍光体を含むことができる。
【００１０】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記蛍光部は、黄色蛍光体、緑色蛍光体及び赤色蛍光体を含むことができる。
【００１１】
　本発明にかかる照明装置は、
　３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップと
、
　前記青色ＬＥＤチップの光を吸収して発光する蛍光体を含む蛍光部と、
　を有する白色ＬＥＤを複数有し、
　前記複数の白色ＬＥＤは、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）の第１の青色ＬＥＤチップを有する第1の白色ＬＥ
Ｄと、
　前記第２の発光ピーク波長（λｐ）の第２の青色ＬＥＤチップを有する第２の白色ＬＥ
Ｄと、
　を含み、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０
ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有し、
　照明色の平均演色評価数Ｒａが８５以上である。
【００１２】
　本発明にかかる照明装置によれば、３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波長（
λｐ）を有する青色ＬＥＤチップを有することで、紫外線を発生するＬＥＤよりも高出力
で明るい発光を得ることができる。また、本発明にかかる照明装置によれば、異なる発光
ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップを用いた少なくとも２種類以上の白色ＬＥ
Ｄによって、高い演色性を得ることができ、異なる複数種類の白色ＬＥＤの組合せで適宜
所望の色調に調整できる。さらに、本発明にかかる照明装置によれば、従来の三色（ＲＧ
Ｂ）のＬＥＤに比べて経時変化による演色性の影響がほとんどない。また、本発明にかか
る照明装置によれば、発光ピーク波長（λｐ）の異なる複数の青色ＬＥＤチップによって
複数の白色を混ぜることになり、色むらの少ない照明色を得ることができる。
【００１３】
　本発明にかかる照明装置において、
　照明色の平均演色評価数Ｒａが９０以上であることができる。
【００１４】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の白色ＬＥＤは、黄色蛍光体を含む第１の蛍光部を有し、
　前記第２の白色ＬＥＤは、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第２の蛍光部を有する
、照明装置。
【００１５】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）よりも長波
長である、照明装置。
【００１６】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の白色ＬＥＤは、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第１の蛍光部を有し、
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　前記第２の白色ＬＥＤは、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第２の蛍光部を有する
、照明装置。
【００１７】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の白色ＬＥＤは、黄色蛍光体と、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第１の
蛍光部を有し、
　前記第２の白色ＬＥＤは、黄色蛍光体と、緑色蛍光体と、赤色蛍光体と、を含む第２の
蛍光部を有する、照明装置。
【００１８】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の青色ＬＥＤチップは、第１の樹脂成形体内に封入され、
　前記第２の青色ＬＥＤチップは、第２の樹脂成形体内に封入され、
　前記第１の蛍光部及び前記第２の蛍光部は、前記第１の樹脂成形体及び前記第２の樹脂
成形体の外側に被せられたキャップ状の成形体であることができる。
【００１９】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の蛍光部は、前記第１の青色ＬＥＤチップを覆うシート状の成形体であり、
　前記第２の蛍光部は、前記第２の青色ＬＥＤチップを覆うシート状の成形体であること
ができる。
【００２０】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記第１の青色ＬＥＤチップは、前記第１の蛍光部を含む第１の樹脂成形体内に封入さ
れ、
　前記第２の青色ＬＥＤチップは、前記第２の蛍光部を含む第２の樹脂成形体内に封入さ
れることができる。
【００２１】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３２７４，０．３
６７３）、（０．３２８２，０．３２９７）、(０．２９９８，０．３３９６)、（０．３
０６４，０．３０９１）の４点を結ぶ四辺形内の昼光色の色調であることができる。
【００２２】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３６１６，０．３
８７５）、（０．３５５２，０．３４７６）、(０．３３５３，０．３６５９)、（０．３
３４５，０．３３１４）の４点を結ぶ四辺形内の昼白色の色調であることができる。
【００２３】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３９３８，０．４
０９７）、（０．３８０５，０．３６４２）、(０．３６５６，０．３９０５)、（０．３
５８４，０．３４９９）の４点を結ぶ四辺形内の白色の色調であることができる。
【００２４】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．４３４１，０．４
２３３）、（０．４１７１，０．３８４６）、(０．４０２１，０．４０７６)、（０．３
９０３，０．３７１９）の４点を結ぶ四辺形内の温白色の色調であることができる。
【００２５】
　本発明にかかる照明装置において、
　前記照明装置の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．４７７５，０．４
２８３）、（０．４５９４，０．３９７１）、(０．４３４８，０．４１８５)、（０．４
２１４，０．３８８７）の４点を結ぶ四辺形内の電球色の色調であることができる。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照しながら詳細に説明する。
【００２７】
　図１は、第１の実施形態である照明装置１を模式的に示す部分縦断面図である。図２は
、第２の実施形態である照明装置２を模式的に示す部分縦断面図である。図３は、第３の
実施形態である照明装置３を模式的に示す部分縦断面図である。図４は、第４の実施形態
である照明装置４を模式的に示す部分縦断面図である。図５は、第５の実施形態である照
明装置５を模式的に示す部分縦断面図である。図６は、第６の実施形態である照明装置６
を模式的に示す部分縦断面図である。図７は、第７の実施形態である照明装置７を模式的
に示す部分縦断面図である。
【００２８】
　本発明の実施形態にかかる照明装置は、３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピーク波
長（λｐ）を有する複数の青色ＬＥＤチップと、前記青色ＬＥＤチップの光を吸収して発
光する蛍光体を含む蛍光部と、を有し、前記複数の青色ＬＥＤチップは、第１の発光ピー
ク波長（λｐ）を有する第１の青色ＬＥＤチップと、第２の発光ピーク波長（λｐ）を有
する第２の青色ＬＥＤチップと、を含み、前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第
２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有し、照明色の平均
演色評価数Ｒａが８５以上である。
【００２９】
　また、本発明の実施形態にかかる照明装置は、３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピ
ーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップと、前記青色ＬＥＤチップの光を吸収して発
光する蛍光体を含む蛍光部と、を有する白色ＬＥＤを複数有し、前記複数の白色ＬＥＤは
、前記第１の発光ピーク波長（λｐ）の第１の青色ＬＥＤチップを有する第1の白色ＬＥ
Ｄと、前記第２の発光ピーク波長（λｐ）の第２の青色ＬＥＤチップを有する第２の白色
ＬＥＤと、を含み、前記第１の発光ピーク波長（λｐ）は、前記第２の発光ピーク波長（
λｐ）に対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有し、照明色の平均演色評価数Ｒａが８５
以上である。
【００３０】
　１．第１の実施形態
図１に示すように、第１の実施形態にかかる照明装置１は、白色ＬＥＤ１０，１２を複数
例えば２個有する。第１の白色ＬＥＤ１０と第２の白色ＬＥＤ１２は、３５０ｎｍ～５０
０ｎｍの範囲に発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップ３０、３２と、青色Ｌ
ＥＤチップ３０の光を吸収して発光する蛍光体Ｙ（黄色）を含む蛍光部４０と、青色ＬＥ
Ｄチップ３２の光を吸収して発光する蛍光体Ｇ（緑色），Ｒ（赤色）を含む蛍光部４２と
、を有する。青色ＬＥＤチップ３０，３２は、２種類以上の異なる発光ピーク波長（λｐ
）を有する。第１の白色ＬＥＤ１０及び第２の白色ＬＥＤ１２は、基台１００上に固定配
置されている。第１の白色ＬＥＤ１０及び第２の白色ＬＥＤ１２は、基本的に同じ構成を
有しており、ベース部材２０のほぼ中央に設けられたステム２２上に載置された発光する
第１の青色ＬＥＤチップ３０及び第２の青色ＬＥＤチップ３２が例えば樹脂成形体２４中
に封入されている。樹脂成形体２４の外側には、樹脂成形体２４を覆うようにキャップ状
の第１の蛍光部４０及び第２の蛍光部４２が被せられている。樹脂成形体２４の材質とし
ては、シリコーン樹脂が好ましいが、透光性の樹脂例えばアクリル樹脂、ポリカーボネー
ト樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエステル樹脂、エポキシ樹脂などを用いることができる
。なお、各実施形態の説明図において、樹脂成形体及び蛍光部の一部は、断面図であるが
、わかりやすくするためにハッチングを省略した。
【００３１】
　第１の白色ＬＥＤ１０は、第１の発光ピーク波長（λｐ）の第１の青色ＬＥＤチップ３
０を有する。第２の白色ＬＥＤ１２は、第１の発光ピーク波長（λｐ）とは異なる第２の
発光ピーク波長（λｐ）の第２の青色ＬＥＤチップ３２を有する。第１の発光ピーク波長
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（λｐ）及び第２の発光ピーク波長（λｐ）は、３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲から適宜
選択された異なる発光ピーク波長（λｐ）である。特に、第１の発光ピーク波長（λｐ）
及び第２の発光ピーク波長（λｐ）は、４００ｎｍ～５００ｎｍの範囲が好ましく、４２
０ｎｍ～４８０ｎｍがさらに好ましい。このような青色ＬＥＤチップとすることで、高出
力で明るい発光を得ることができる。第１の発光ピーク波長（λｐ）は、第２の発光ピー
ク波長（λｐ）に対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有する。第１の発光ピーク波長（
λｐ）は、第２の発光ピーク波長（λｐ）よりも長波長であることが好ましい。このよう
に発光ピーク波長（λｐ）が大きくずれた２種類の青色ＬＥＤチップを用いることで、高
い演色性を得ることができる。なお、波長の規格にはピーク波長であるλｐと主波長もし
くはドミナント波長であるλｄとの２種類があるが、本発明における発光ピーク波長はλ
ｐである。第１、第２の青色ＬＥＤチップ３０、３２としては市販されている公知のＬＥ
Ｄを使用することができる。例えば、ＧａＮ系ＬＥＤ、ＳｉＣ系ＬＥＤ、ＺｎＳｅ系ＬＥ
Ｄ、ＩｎＧａＮ系ＬＥＤ等を用いることができる。
【００３２】
　第１の白色ＬＥＤ１０は、全体に分散された黄色蛍光体Ｙを含む第１の蛍光部４０を有
し、第２の白色ＬＥＤ１２は、全体に分散された緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒを含む第
２の蛍光部４２を有する。第１、第２の蛍光部４０、４２は、それぞれ樹脂成形体２４の
外側に被せられた高分子物質からなるキャップ状の成形体である。第１、第２の蛍光部４
０、４２の材料としても、シリコーン系樹脂を用いることが好ましいが、例えば透光性の
高分子物質であるアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ポリスチレン樹脂、ポリエステ
ル樹脂、エポキシ樹脂、ポリプロピレン樹脂、ポリエチレン樹脂、シリコーン樹脂、環状
オレフィン樹脂、シリコーン系エラストマー、ポリスチレン系熱可塑性エラストマー、ポ
リオレフィン系熱可塑性エラストマー、ポリウレタン系熱可塑性エラストマーなどを用い
ることもできる。
【００３３】
　第1の青色ＬＥＤチップ３０の第１の発光ピーク波長（λｐ）は、第２の青色ＬＥＤチ
ップ３２の第２の発光ピーク波長（λｐ）よりも長波長であることが蛍光体との組合せと
して好ましい。例えば、第１の青色ＬＥＤチップ３０の第１の発光ピーク波長（λｐ）を
４７０ｎｍとして、第２の青色ＬＥＤチップ３２の第２の発光ピーク波長（λｐ）を４３
０ｎｍとすることができる。第２の青色ＬＥＤチップ３２の発光ピーク波長（λｐ）を短
波長側例えば４３０ｎｍとすることで、緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒの発光特性が向上
し、より明るい照明装置を得ることができる。また、第２の青色ＬＥＤチップ３０の発光
ピーク波長（λｐ）を長波長側例えば４７０ｎｍとすることで、黄色蛍光体Ｙの発光特性
を損わず、演色性を飛躍的に向上することができる。
【００３４】
　第１の青色ＬＥＤチップ３０から出射された光は、キャップ状の第１の蛍光部４０内の
黄色蛍光体Ｙにより一部吸収され、黄色蛍光体Ｙが励起される。黄色蛍光体Ｙが励起され
ると、その性質に応じて所定の分光スペクトル分布を有する蛍光を発光し、第１の白色光
が出力される。また、第２の青色ＬＥＤチップ３２から出射された光は、キャップ状の第
２の蛍光部４２内の緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒにより一部吸収され、各蛍光体が励起
される。緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒが励起されると、その性質に応じて所定の分光ス
ペクトル分布を有する蛍光を発光し、第２の白色光が出力される。このように、発光ピー
ク波長（λｐ）が３５０ｎｍ～５００ｎｍの青色発光と黄色蛍光体Ｙを利用した第１の白
色光と、発光ピーク波長（λｐ）が３５０ｎｍ～５００ｎｍの青色発光と緑色蛍光体Ｇ及
び赤色蛍光体Ｒを利用した第２の白色光とを組み合わせることにより、従来のＬＥＤでは
得られなかった演色性の高い白色光を得ることが可能となる。しかも、このように２種類
以上の白色光を組み合わせることによって、色むらの無い白色光を得ることができる。蛍
光体としては、蛍光を発する無機蛍光体、顔料、有機蛍光染料、擬似顔料などが挙げられ
、例えば、発光色が黄色の（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕ、ＹＡＧ、Ｓｒ（Ｂａ
）ＳｉＯ４、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅｕ２＋などの黄色蛍光体Ｙ、発光色が緑色のＢａＭｇ２
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Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ２＋，Ｍｎ２＋、ＺｎＳ：Ｃｕ，Ａｌ，Ａｕ、ＳｒＡｌ２Ｏ４：Ｅ
ｕ２＋、Ｚｎ２Ｓｉ（Ｇｅ）Ｏ４：Ｅｕ２＋などの緑色蛍光体Ｇ、発光色が赤色のＹ２Ｏ

２Ｓ：Ｅｕ３＋、３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ、ＬｉＥｕＷ２Ｏ８、
ＢａＯ・Ｇｄ２Ｏ３・Ｔａ２Ｏ５：Ｍｎ、Ｋ５Ｅｕ２．５（ＷＯ４）６．２５などの赤色
蛍光体Ｒを好適に用いることができる。これらの蛍光体の種類及び量は、より演色性が高
く、所望する白色に近い発色が得られるように調整することができる。
【００３５】
　このようにして得られた照明装置１の照明色の色調は、ＪＩＳ　Ｚ　９１１２「蛍光ラ
ンプの光源色及び演色性による区分」に規定された昼光色、昼白色、白色、温白色または
電球色の色度範囲である。照明装置１の照明色の色調は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ
）が（０．３２７４，０．３６７３）、（０．３２８２，０．３２９７）、(０．２９９
８，０．３３９６)、（０．３０６４，０．３０９１）の４点を結ぶ四辺形内の昼光色で
あることが好ましい。照明装置１の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．
３６１６，０．３８７５）、（０．３５５２，０．３４７６）、(０．３３５３，０．３
６５９)、（０．３３４５，０．３３１４）の４点を結ぶ四辺形内の昼白色の色調である
ことが好ましい。照明装置１の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．３９
３８，０．４０９７）、（０．３８０５，０．３６４２）、(０．３６５６，０．３９０
５)、（０．３５８４，０．３４９９）の４点を結ぶ四辺形内の白色の色調であることが
好ましい。照明装置１の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．４３４１，
０．４２３３）、（０．４１７１，０．３８４６）、(０．４０２１，０．４０７６)、（
０．３９０３，０．３７１９）の４点を結ぶ四辺形内の温白色の色調であることが好まし
い。照明装置１の照明色は、ｘｙ色度図上における（ｘ、ｙ）が（０．４７７５，０．４
２８３）、（０．４５９４，０．３９７１）、(０．４３４８，０．４１８５)、（０．４
２１４，０．３８８７）の４点を結ぶ四辺形内の電球色の色調であることが好ましい。ま
た、照明装置１の照明色は、演色性のなかでも特に一般照明において重要な平均演色評価
数Ｒａがよく、平均演色評価数Ｒａが８５以上である。また、照明装置１の照明色は、発
光ピーク波長（λｐ）の異なる複数の青色ＬＥＤチップによって複数の白色を混ぜること
により、色むらが少ない。さらに、照明装置１の照明色がＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定さ
れた昼光色、昼白色、白色または温白色であるとき、平均演色評価数Ｒａが９０以上であ
ることが好ましい。
【００３６】
　また、第１の実施形態においては、第１の発光ピーク波長（λｐ）の第１の青色ＬＥＤ
チップ３０を有する第1の白色ＬＥＤ１０と、第２の発光ピーク波長（λｐ）の第２の青
色ＬＥＤチップ３２を有する第２の白色ＬＥＤ１２と、を含み、第１の発光ピーク波長（
λｐ）は、第２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有して
いるが、照明装置などの要求によって用いるＬＥＤチップの数及び組合せを適宜設定する
ことによって、演色性が要求される用途に適した平均演色評価数Ｒａが８５以上の白色光
を得ることができる。例えば、樹脂成形体中に複数個の青色ＬＥＤチップが含まれてもよ
いし、基板１００上に３個の第１の白色ＬＥＤ１０と７個の第２の白色ＬＥＤ１２とを配
置してもよい。また、３個以上の青色ＬＥＤチップを用いる場合には、３種類以上の発光
ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップを用いてもよい。その場合、例えば、発光
ピーク波長（λｐ）が４７０ｎｍの第１の青色ＬＥＤチップ３０と、発光ピーク波長（λ
ｐ）が４３０ｎｍの第２の青色ＬＥＤチップ３２と、発光ピーク波長（λｐ）が４５０ｎ
ｍの第３の青色ＬＥＤチップと、を用いることができる。
【００３７】
　２．第２の実施形態
図２に示すように、第２の実施形態にかかる照明装置２は、基台１００上に固定配置され
た第１の白色ＬＥＤ１０ａと、第２の白色ＬＥＤ１２ａと、を有する。第１の実施形態の
白色ＬＥＤがいわゆる砲弾型のＬＥＤであるのに対して、第２の実施形態の白色ＬＥＤは
、ＬＥＤチップを実装するパッケージが小型化、薄型化されたＳＭＤ型（Ｓｕｒｆａｃｅ
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　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ：表面実装型）ＬＥＤを用いた点で異なるが、基本的に第１
の実施形態と同じ構成であり、同じ部品には同じ符号を用いて示す。ＳＭＤ型の第1の白
色ＬＥＤ１０ａ及び第２の白色ＬＥＤ１２ａは、セラミック製の基台１００上にタングス
テン（Ｗ）等によってパターン形成された配線導体（アノードリード）１０８及び配線導
体（カソードリード）１０９と、基台１００と一体的に成形された例えば無機材料の焼結
体からなる本体１０４と、を有する。本体１０４は、略円筒状であり、横断面円形の内壁
は第1の青色ＬＥＤチップ３０及び第２の青色ＬＥＤチップ３２の光が放射する方向に拡
径された形状を有する側壁部１０６に形成されている。第1の青色ＬＥＤチップ３０及び
第２の青色ＬＥＤチップ３２は、本体１０４の底部に露出した配線導体１０８、１０９に
ボンディングワイヤによって電気的に接続され、本体１０４の側壁部１０６内に充填され
た透光性樹脂の樹脂成形体２４によって封止されている。第1の青色ＬＥＤチップ３０及
び第２の青色ＬＥＤチップ３２を覆うシート状例えば薄い円板状の第1の蛍光部４０ｓ及
び第２の蛍光部４２ｓが各樹脂成形体２４の上面に密着して配置されている。
【００３８】
　第1の蛍光部４０ｓは、第１の青色ＬＥＤチップ３０の光により励起されて発光する黄
色蛍光体Ｙを全体に分散されて含み、第２の蛍光部４２ｓは、第２の青色ＬＥＤチップ３
２の光により励起されて発光する緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒを全体に分散されて含む
。樹脂成形体２４、蛍光体Ｙ，Ｇ，Ｒ、青色ＬＥＤチップ３０，３２、第１の蛍光部４０
ｓ及び第２の蛍光部４２ｓのマトリックス材料の材質は、第１の実施形態で例示したもの
を適宜用いることができる。従ってこの場合、第１の白色ＬＥＤ１０ａと第２の白色ＬＥ
Ｄ１２ａとは異なる発光ピーク波長（λｐ）の第１、第２の青色ＬＥＤチップ３０、３２
を用いることで２種類の白色光を組み合わせることができ、演色性の高い照明装置２とな
る。また、第２の実施形態においても、２つの青色ＬＥＤチップを用いたが、照明装置な
どの要求によって用いる青色ＬＥＤチップの数及び組合せを適宜設定することができる。
さらに、３個以上の青色ＬＥＤチップを用いる場合には、２種類に限らず３種類以上の発
光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップを組み合わせてもよい。
【００３９】
　３．第３の実施形態
図３に示すように、第３の実施形態にかかる照明装置３は、基台１００上に固定配置され
た第１の白色ＬＥＤ１０ｂと、第２の白色ＬＥＤ１２と、を有する。第１の白色ＬＥＤ１
０ｂは、緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒを含む第１の蛍光部４２を有し、第２の白色ＬＥ
Ｄ１２は、緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒを含む第２の蛍光部４２ａを有する。第１の蛍
光部の蛍光体が緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒになったことを除けば、基本的に第１の実
施形態と同じ構成であり、同じ部品には同じ符号を用いて示す。第１の蛍光体４２と第２
の蛍光体４２ａの緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒは、同じ蛍光体を用いてもよいし、違う
組成の蛍光体を用いてもよい。従ってこの場合、第１の白色ＬＥＤ１０ｂと第２の白色Ｌ
ＥＤ１２とは異なる発光ピーク波長（λｐ）の青色ＬＥＤチップ３０、３２を用いること
で２種類の白色光を組み合わせることができ、演色性の高い照明装置３となる。また、第
３の実施形態においても、２つの青色ＬＥＤチップを用いたが、照明装置などの要求によ
って用いる青色ＬＥＤチップの数及び組合せを適宜設定することができる。さらに、３個
以上の青色ＬＥＤチップを用いる場合には、２種類に限らず３種類以上の発光ピーク波長
（λｐ）を有する青色ＬＥＤを組み合わせてもよい。
【００４０】
　４．第４の実施形態
図４に示すように、第４の実施形態にかかる照明装置４は、基台１００上に固定配置され
た第１の白色ＬＥＤ１０ｃと、第２の白色ＬＥＤ１２ｃと、を有する。第１の白色ＬＥＤ
１０ｃは、黄色蛍光体Ｙと、緑色蛍光体Ｇと、赤色蛍光体Ｒと、を含む第１の蛍光部４３
ａを有し、第２のＬＥＤ１２ｃは、黄色蛍光体Ｙと、緑色蛍光体Ｇと、赤色蛍光体Ｒと、
を含む第２の蛍光部４３を有する。第１、第２の蛍光部の蛍光体が黄色蛍光体Ｙ、緑色蛍
光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒの全てを含むになったことを除けば、基本的に第１の実施形態と
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同じ構成であり、同じ部品には同じ符号を用いて示す。第１の蛍光体４３ａと第２の蛍光
体４３の黄色蛍光体Ｙ、緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒは、同じ蛍光体を用いてもよいし
、違う組成の蛍光体を用いてもよい。従ってこの場合、第１の白色ＬＥＤ１０ｃと第２の
白色ＬＥＤ１２ｃとは異なる発光ピーク波長（λｐ）の第１、第２の青色ＬＥＤ３０、３
２を用いることで２種類の白色光を組み合わせることができ、演色性の高い照明装置４と
なる。また、第４の実施形態においても、２つの青色ＬＥＤチップを用いたが、照明装置
などの要求によって用いる青色ＬＥＤチップの数及び組合せを適宜設定することができる
。さらに、３個以上の青色ＬＥＤチップを用いる場合には、２種類に限らず３種類以上の
発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤを組み合わせてもよい。
【００４１】
　また、第１～第４の実施形態のように蛍光部をキャップ状の成形体とするだけでなく、
例えば樹脂成形体２４に蛍光部が含まれてもよい。その場合、例えば、樹脂成形体２４全
体に蛍光体Ｙなどが分散されていてもよいし、樹脂成形体２４の一部のみを蛍光部として
もよい。具体的には、後述する図７に示す照明装置７の蛍光部のようにしてもよい。
【００４２】
　５．第５の実施形態
図５に示すように、第５の実施形態にかかる照明装置５は、筐体１１０の底部に配置され
た基板１０２上にモノシリックに直列接続された複数の第１、第２の青色ＬＥＤチップ３
０、３２と、これら複数の第１、第２の青色ＬＥＤチップ３０，３２を覆うシート状の成
形体からなる蛍光部４４と、を含む。蛍光部４４は、第１の実施形態の蛍光部と同様の透
光性高分子材料を用いることができ、例えばシリコーン樹脂中に緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍
光体Ｒを含み、複数の第１、第２の青色ＬＥＤ３０，３２の発光により白色に発光する。
第１、第２の青色ＬＥＤチップ３０、３２は、３５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲に発光ピー
ク波長（λｐ）を有し、第１の青色ＬＥＤチップ３０の発光ピーク波長（λｐ）は、第２
の青色ＬＥＤチップ３２の発光ピーク波長（λｐ）に対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差
を有する。第１の青色ＬＥＤ３０と第２の青色ＬＥＤ３２は、基本的に同じ構造のＧａＮ
系ＬＥＤチップであり、基板１０２上に例えばｎ型ＧａＮ層３０１、ｐ型ＧａＮ層３０２
、ｐ電極３０３、ｎ電極３０４を有している。隣り合う第１、第２の青色ＬＥＤチップ３
０，３２は、ｐ電極３０３とｎ電極３０４とをエアブリッジ配線Ｌで接続されている。こ
のように複数の青色ＬＥＤチップをモノリシックに形成して互いに直列接続することで、
各青色ＬＥＤチップに流れる電流は同一となり、バンドギャップエネルギーに高低が生じ
てもフラットな発光スペクトルが得られる。筐体１１０の内部は、樹脂成形体２４によっ
て封止され、第１の青色ＬＥＤ３０と第２の青色ＬＥＤ３２は樹脂成形体２４中にある。
したがって、照明装置５は、筐体１１０の底部に基板１０２及び複数の第１、第２の青色
ＬＥＤチップ３０、３２が配置された後、筐体１１０内に樹脂が筐体１１０の開口部１１
２まで充填されて樹脂成形体２４を形成し、さらに開口部１１２にシート状の蛍光部４４
が設置されてなる。
【００４３】
　第５の実施形態においては、２種類の発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチッ
プを用いたが、照明装置などの要求によって用いる青色ＬＥＤチップの数、発光ピーク波
長（λｐ）及びそれらの組合せを適宜設定することができる。例えば、発光ピーク波長（
λｐ）が４３０ｎｍ、４５０ｎｍ、４７０ｎｍの３種類の青色ＬＥＤチップをそれぞれ複
数個配置してもよい。また、蛍光部４４をシート状の成形体としたが、青色ＬＥＤチップ
の発光を漏れなく覆う形態であればよく、例えば開口部１１２を覆う蓋状の成形体であっ
てもよく、あるいは樹脂成形体２４中に蛍光体を分散させて樹脂成形体２４そのものを蛍
光部４４としてもよい。蛍光部４４には緑色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒが含まれたが、緑
色蛍光体Ｇ及び赤色蛍光体Ｒに加えて黄色蛍光体Ｙを含んでもよい。いずれにしても、異
なる発光ピーク波長（λｐ）を有する青色ＬＥＤチップを複数用いることで、複数の白色
光を組み合わせて演色性がよく、かつ、色むらの無い白色光が得られる。
【００４４】
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　６．第６の実施形態
図６に示すように、第６の実施形態にかかる照明装置６は、筐体１１０内の基台１００上
に固定配置された３個の第１～第３の青色ＬＥＤ１８ａ～１８ｃを有する。３個の第１～
第３の青色ＬＥＤ１８ａ～１８ｃは、それぞれ発光ピーク波長（λｐ）の異なる第１～第
３の青色ＬＥＤチップ３０、３２、３４を有し、それぞれの発光ピーク波長（λｐ）は３
５０ｎｍ～５００ｎｍの範囲から適宜選択された異なるピーク波長である。第１～第３の
青色ＬＥＤチップ３０、３２、３４の発光ピーク波長（λｐ）は、４００ｎｍ～５００ｎ
ｍがさらに好ましく、特に４２０ｎｍ～４８０ｎｍが好適である。また、いずれか１つの
青色ＬＥＤチップの発光ピーク波長（λｐ）は、他の１つの青色ＬＥＤチップの発光ピー
ク波長（λｐ）に対し１０ｎｍ以上８０ｎｍ以下の差を有する。各青色ＬＥＤチップ３０
、３２、３４がそれぞれ異なる発光ピーク波長（λｐ）を有していてもよいし、第１の青
色ＬＥＤチップ３０が他の第２、第３の青色ＬＥＤチップ３２，４３に対して１０ｎｍ以
上８０ｎｍ以下の差を有する発光ピーク波長（λｐ）を有していてもよい。基台１００に
対向する筐体１１０の開口部１１２には、薄いシート状に形成された蛍光部４８が開口部
１１２を覆うように固定されている。蛍光部４８には、黄色蛍光体Ｙと、緑色蛍光体Ｇと
、赤色蛍光体Ｒと、が含まれる。蛍光部４８は、第１の実施形態で説明されたキャップ状
の蛍光部と同じ材質を採用することができる。また、第６の実施形態においては、３つの
ＬＥＤを用いたが、照明装置などの要求によって用いるＬＥＤの数及び組合せを適宜設定
することができる。
【００４５】
　７．第７の実施形態
図７に示すように、第７の実施形態にかかる照明装置７は、基台１００上に固定配置され
た複数例えば２個の第１、第２の白色ＬＥＤ１０ｄ、１２ｄを有する。照明装置７の第１
の白色ＬＥＤ１０ｄは、第１の青色ＬＥＤチップ３０が第１の蛍光部４０ｉを含む第１樹
脂成形体２４ａ内に封入されている。また、照明装置７の第２の白色ＬＥＤ１２ｄは、第
２の青色ＬＥＤチップ３２が第２の蛍光部４２ｉを含む第２樹脂成形体２４ｂ内に封入さ
れている。より具体的には、ステム２２に形成された第１及び第２の青色ＬＥＤチップ３
０、３２を設置する凹部２２０だけを覆うように第１及び第２の蛍光部４０ｉ、４２ｉが
形成される。したがって、第７の実施形態は、蛍光体Ｙ（黄色）を含む第１の蛍光部４０
ｉ及び蛍光体Ｇ（緑色）、Ｒ（赤色）を含む第２の蛍光部４２ｉを除けば第１の実施形態
の照明装置１と同じである。
【００４６】
　第１及び第２の蛍光部４０ｉ，４２ｉは、第１及び第２の青色ＬＥＤチップ３０、３２
からの光の放射を受ける領域に形成されていればよく、第１の実施形態のようなキャップ
状の成形体や第２の実施形態のようなシート状の成形体などでもよく、本実施形態のよう
な樹脂成形体中に配置されてもよい。
【００４７】
　第１の実施形態～第７の実施形態の照明装置の照明色は、平均演色評価数Ｒａが８５以
上であるが、照明装置の用途などによって用いるＬＥＤチップの数や発光ピーク波長（λ
ｐ）、蛍光体の種類や配合量、白色ＬＥＤの数やその組合せなどを適宜設定することによ
って、演色性が要求される用途に適した白色光を得ることができる。例えば、平均演色評
価数Ｒａが９０以上の白色光を得ることもできるし、照明色がＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規
定された昼光色、昼白色、白色、温白色または電球色とすることもできる。また、平均演
色評価数Ｒａだけでなく、特殊演色評価数の内、例えばＲ９を８５以上とするように照明
色を調整することもできる。
【実施例１】
【００４８】
　図８に示すような照明装置１ａを実施例１として試作し、平均演色評価数Ｒａ、色度座
標、輝度分光スペクトル分布を分光放射輝度計６０で測定した。実施例１で試作した照明
装置１ａの構成は、以下の通りであった。
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第1の白色ＬＥＤ１０:第１の青色ＬＥＤチップ３０は、ＩｎＧａＮ系であって、発光ピー
ク波長（λｐ）がおよそ４７０ｎｍの日亜化学工業社製の青色ＬＥＤ「ＮＳＰＢ３１０Ａ
（商品名）」を用いた。第1の蛍光部４０は、シリコーンゴム１００質量部に、黄色蛍光
体Ｙとして無機蛍光体である（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕを２５質量部分散さ
せ、加熱プレスして得られた厚さ０．５ｍｍの第1のキャップ状の成形体を用いた。
第２の白色ＬＥＤ１２：第２の青色ＬＥＤチップ３２は、ＡｌＩｎＧａＮ系であって、発
光ピーク波長（λｐ）がおよそ４３０ｎｍのＪ　ＲＥＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ社製の
青色ＬＥＤ「ＳＳＬ-ＬＸ５０９３ＸＳＢＣ／Ｂ(商品名)」を用いた。第２の蛍光部４２
は、キャップ状の成形体に換えて、シリコーンゴム１００質量部に、緑色蛍光体Ｇとして
無機蛍光体であるＢａＭｇ２Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎ(根本特殊化学社製)を１５質量
部と、赤色蛍光体Ｒとして無機蛍光体である３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：
Ｍｎ(根本特殊化学社製)を３５質量部と、を分散させ、加熱プレスして得られた厚さ０．
５ｍｍの第２のキャップ状の成形体を用いた。
実施例１の照明装置１ａの分光放射輝度計６０による測定結果を表１に示した。
【００４９】



(14) JP 2008-34188 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

【表１】

【００５０】
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第1の白色ＬＥＤ１０単体の測定結果は、平均演色評価数Ｒａが７３．２で色度座標がｘ=
０．３３２、ｙ=０．３２０であった。この時の発光の分光スペクトル分布を図１０に波
形Ａとして示した。第２の白色ＬＥＤ１２単体の測定結果は、平均演色評価数Ｒａが１３
．３で色度座標がｘ=０．３３０、ｙ=０．３３６であった。この時の発光の分光スペクト
ル分布を図１１に波形Ｂとして示した。第１の白色ＬＥＤ１０を３個と、第２の白色ＬＥ
Ｄ１２を７個と、を組合せた照明装置１ａの分光スペクトル分布を図１２に波形Ｃで示し
た。また、この照明装置の平均演色評価数Ｒａは９３．３で色度座標がｘ=０．３３１、
ｙ=０．３２３であった。第1の白色ＬＥＤ１０及び第２の白色ＬＥＤ１２はいずれも平均
演色評価数Ｒａが高くないが、これらを最適に組み合わせることにより、平均演色評価数
Ｒａは９３．３という極めて高い演色性を有する白色の照明装置１ａを得ることができた
。
【００５１】
　次に、図９に示すような照明装置６ａを実施例２～６として試作し、平均演色評価数Ｒ
ａ、色度座標、輝度分光スペクトル分布を分光放射輝度計６０で測定した。
【実施例２】
【００５２】
　実施例２で試作した照明装置６ａの構成は、以下の通りであった。
第１の青色ＬＥＤチップ３０は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４７０ｎｍの日亜化学
工業社製青色ＬＥＤ「ＮＳＰＢ３１０Ａ（商品名）」を用いた。第２の青色ＬＥＤチップ
３２は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４３０ｎｍのＪ　ＲＥＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ製青色ＬＥＤ「ＳＳＬ－ＬＸ５０９３ＸＳＢＣ／Ｂ（商品名）」を用いた。蛍光部４
８は、シリコーンゴム１００質量部に緑色蛍光体Ｇとして無機蛍光体であるＢａＭｇ２Ａ
ｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎ（根本特殊化学社製）を９質量部と、黄色蛍光体Ｙとして無機
蛍光体である（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕを１１質量部と、赤色蛍光体Ｒとし
て無機蛍光体である３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ（根本特殊化学社製
）を３０質量部と、を分散させ、加熱プレスして厚さ０．５ｍｍのシート状の成形体を得
た。
実施例２の照明装置６ａの分光放射輝度計６０による測定結果を表２に示した。
【００５３】
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【表２】

【００５４】



(17) JP 2008-34188 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

実施例２の照明装置６ａは、平均演色評価数Ｒａが９４．３で色度座標がｘ＝０．３２４
、ｙ＝０．３３１のＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定された昼光色であった。
【実施例３】
【００５５】
　実施例３で試作した照明装置６ａの構成は、以下の通りであった。
第１の青色ＬＥＤチップ３０は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４７０ｎｍの日亜化学
工業社製青色ＬＥＤ「ＮＳＰＢ３１０Ａ（商品名）」を用いた。第２の青色ＬＥＤチップ
３２は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４３０ｎｍのＪ　ＲＥＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ製青色ＬＥＤ「ＳＳＬ－ＬＸ５０９３ＸＳＢＣ／Ｂ（商品名）」を用いた。蛍光部４
８は、シリコーンゴム１００質量部に、緑色蛍光体Ｇとして無機蛍光体であるＢａＭｇ２

Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎ（根本特殊化学社製）を９質量部と、黄色蛍光体Ｙとして無
機蛍光体である（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕを１２質量部と、赤色蛍光体Ｒと
して無機蛍光体である３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ（根本特殊化学社
製）を３５質量部と、を分散させ、加熱プレスして厚さ０．５ｍｍのシート状の成形体を
得た。
実施例３の照明装置６ａの分光放射輝度計６０による測定結果を表２に示した。
実施例３の照明装置６ａは、平均演色評価数Ｒａが９５．８で色度座標がｘ＝０．３５４
、ｙ＝０．３５８のＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定された昼白色であった。また、実施例３
の照明装置６ａは、特殊演色評価数Ｒ９が８７．５であった。
【実施例４】
【００５６】
　実施例４で試作した照明装置６ａの構成は、以下の通りであった。
第１の青色ＬＥＤチップ３０は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４７０ｎｍの日亜化学
工業社製青色ＬＥＤ「ＮＳＰＢ３１０Ａ（商品名）」を用いた。第２の青色ＬＥＤチップ
３２は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４３０ｎｍのＪ　ＲＥＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ製青色ＬＥＤ「ＳＳＬ－ＬＸ５０９３ＸＳＢＣ／Ｂ（商品名）」を用いた。蛍光部４
８は、シリコーンゴム１００質量部に、緑色蛍光体Ｇとして無機蛍光体であるＢａＭｇ２

Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎ（根本特殊化学社製）を１０質量部と、黄色蛍光体Ｙとして
無機蛍光体である（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕを１２質量部と、赤色蛍光体Ｒ
として無機蛍光体である３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ（根本特殊化学
社製）を４０質量部と、を分散させ、加熱プレスして厚さ０．５ｍｍのシート状の成形体
を得た。
実施例４の照明装置６ａの分光放射輝度計６０による測定結果を表２に示した。
実施例４の照明装置６ａは、平均演色評価数Ｒａが９５．０で色度座標がｘ＝０．３７２
、ｙ＝０．３７８のＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定された白色であった。また、実施例４の
照明装置６ａは、特殊演色評価数Ｒ９が８５．１であった。
【実施例５】
【００５７】
　実施例５で試作した照明装置６ａの構成は、以下の通りであった。
第１の青色ＬＥＤチップ３０は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４７０ｎｍの日亜化学
工業社製青色ＬＥＤ「ＮＳＰＢ３１０Ａ（商品名）」を用いた。第２の青色ＬＥＤチップ
３２は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４３０ｎｍのＪ　ＲＥＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ製青色ＬＥＤ「ＳＳＬ－ＬＸ５０９３ＸＳＢＣ／Ｂ（商品名）」を用いた。蛍光部４
８は、シリコーンゴム１００質量部に、緑色蛍光体Ｇとして無機蛍光体であるＢａＭｇ２

Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎ（根本特殊化学社製）を１０質量部と、黄色蛍光体Ｙとして
無機蛍光体である（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕを１５質量部と、赤色蛍光体Ｒ
として無機蛍光体である３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ（根本特殊化学
社製）を５０質量部と、を分散させ、加熱プレスして厚さ０．５ｍｍのシート状の成形体
を得た。
実施例５の照明装置６ａの分光放射輝度計６０による測定結果を表２に示した。



(18) JP 2008-34188 A 2008.2.14

10

20

30

40

50

実施例５の照明装置６ａは、平均演色評価数Ｒａが９２．０で色度座標がｘ＝０．４０４
、ｙ＝０．４０４のＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定された温白色であった。また、実施例５
の照明装置６ａは、特殊演色評価数Ｒ９が８５．５であった。
【実施例６】
【００５８】
　実施例６で試作した照明装置６ａの構成は、以下の通りであった。
第１の青色ＬＥＤチップ３０は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４７０ｎｍの日亜化学
工業社製青色ＬＥＤ「ＮＳＰＢ３１０Ａ（商品名）」を用いた。第２の青色ＬＥＤチップ
３２は、発光ピーク波長（λｐ）がおよそ４３０ｎｍのＪ　ＲＥＰ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉ
ｏｎ製青色ＬＥＤ「ＳＳＬ－ＬＸ５０９３ＸＳＢＣ／Ｂ（商品名）」を用いた。蛍光部４
８は、シリコーンゴム１００質量部に、緑色蛍光体Ｇとして無機蛍光体であるＢａＭｇ２

Ａｌ１６Ｏ２７：Ｅｕ，Ｍｎ（根本特殊化学社製）を１２質量部と、黄色蛍光体Ｙとして
無機蛍光体である（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４：Ｅｕを１７質量部と、赤色蛍光体Ｒ
として無機蛍光体である３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ２・ＧｅＯ２：Ｍｎ（根本特殊化学
社製）を７０質量部と、を分散させ、加熱プレスして厚さ０．５ｍｍのシート状の成形体
を得た。
実施例６の照明装置６ａの分光放射輝度計６０による測定結果を表２に示した。
実施例６の照明装置６ａは、平均演色評価数Ｒａが９０．０であり、色度座標がｘ＝０．
４１５、ｙ＝０．４０８のＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定された電球色であった。
【００５９】
　実施例２～６の照明装置６ａによれば、ＪＩＳ　Ｚ　９１１２に規定された一般照明の
蛍光ランプの光源色に色調が調整されるとともに、それぞれの色調において平均演色評価
数Ｒａが９０以上の高い演色性を実現した。また、実施例１においては平均演色評価数Ｒ
ａが最大になるように複数の白色ＬＥＤを組み合わせたが、実施例３～５のように各蛍光
体の配合量を調整することで特殊演色評価数Ｒ９を８５以上とすることができた。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】第１の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図２】第２の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図３】第３の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図４】第４の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図５】第５の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図６】第６の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図７】第６の実施形態である照明装置を模式的に示す部分縦断面図である。
【図８】実施例１で試作した照明装置の測定方法を示す図である。
【図９】実施例２～６で試作した照明装置の測定方法を示す図である。
【図１０】実施例１の第１の白色ＬＥＤによる発光の分光スペクトル分布を示す図である
。
【図１１】実施例１の第２の白色ＬＥＤによる発光の分光スペクトル分布を示す図である
。
【図１２】実施例１の照明装置による発光の分光スペクトル分布を示す図である。
【符号の説明】
【００６１】
１、１ａ、２、３、４、５、６、６ａ、７　照明装置
１０、１０ａ～１０ｄ　第１の白色ＬＥＤ
１２、１２ａ～１２ｄ　第２の白色ＬＥＤ
１８ａ，１８ｂ，１８ｃ　青色ＬＥＤ
２０　ベース部材
２２　ステム
２４　樹脂成形体
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３０、３２、３４　青色ＬＥＤチップ
４０、４２、４３、４４、４６、４８　蛍光部
４０ａ、４２ａ、４３ａ　蛍光部
４０ｂ　蛍光部
４０ｓ、４２ｓ、４０ｉ、４２ｉ　蛍光部
１００　基台
１０２　基板
１１０　筐体
１１２　開口部
２２０　凹部
３０１　ｎ型ＧａＮ層
３０２　ｐ型ＧａＮ層
３０３　ｐ電極
３０４　ｎ電極
Ｙ　黄色蛍光体
Ｇ　緑色蛍光体
Ｒ　赤色蛍光体
Ｌ　エアブリッジ配線

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】 【図８】
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