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(57)【要約】
【課題】製作者が望む白色光を照射し得るディスプレイ
用照明装置を提供する。
【解決手段】ディスプレイ用照明装置１０は、装置本体
１２と、装置本体１２の前面に配設された照明基板１６
と、照明基板１６に配設され、白色光を照射する発光手
段と、装置本体１２に設けられ、発光手段が照射する発
光色の色調を調整する調光手段２６とを備える。発光手
段は、ウォームホワイトＬＥＤと、クールホワイトＬＥ
Ｄと、３原色ＬＥＤとから構成される。ディスプレイ用
照明装置１０では、調光手段２６による色調制御のもと
、ウォームホワイトＬＥＤ、クールホワイトＬＥＤおよ
び３原色ＬＥＤからの照射光を混合し、所望の白色光が
照射される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　装置本体(12)と、
　前記装置本体(12)の前面に配設された照明基板(16)と、
　前記照明基板(16)に配設された発光手段(24)と、
　前記装置本体(12)に設けられ、前記発光手段(24)が照射する光の色調を調整する調光手
段(26)とを備え、
　前記発光手段(24)は、黄色の色調が強い白色光を照射するウォームホワイトＬＥＤ(18)
と、青色の色調が強い白色光を照射するクールホワイトＬＥＤ(20)と、赤、緑、青の光を
照射する３原色ＬＥＤ(22)とからなり、
　前記調光手段(26)による色調制御のもと、前記ウォームホワイトＬＥＤ(18)、クールホ
ワイトＬＥＤ(20)および３原色ＬＥＤ(22)の照射光を混合し、各種色調の白色光を照射す
るよう構成された
ことを特徴とするディスプレイ用照明装置。
【請求項２】
　前記ウォームホワイトＬＥＤ(18)およびクールホワイトＬＥＤ(20)を相互に隣り合うよ
う複数配列して発光体列(A１～A８)を構成し、該発光体列(A１～A８)を所定間隔離間して
前記照明基板(16)の全体に亘って複数配設すると共に、前記３原色ＬＥＤ(22)を、隣り合
う発光体列(A１～A８)の間に配設した請求項１記載のディスプレイ用照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、ディスプレイ用照明装置に関し、更に詳細には、例えば、美術館等に展示
された美術品に白色光を照射してライトアップするディスプレイ用照明装置に関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　美術館や博物館等では、展示された絵画や彫刻等の美術品が照明装置によりライトアッ
プされて鑑賞に供されている。従来から美術館等で用いられている照明装置としては、ハ
ロゲンや電球、蛍光灯を発光源とするものが一般的である。しかしながら、これらの発光
源は発熱量が大きく、紫外線も放出してしまうので、照明装置の光が長期に亘って美術品
に照射されると、該美術品が変色してしまったり、色あせたりする弊害が指摘される。
【０００３】
　そこで、例えば特許文献１に示すように、発光源としてＬＥＤ素子(白色ＬＥＤまたは
３原色ＬＥＤの何れか)を採用した照明装置を利用することが考えられる。すなわち、Ｌ
ＥＤ素子は、従来の蛍光灯等に比べ発熱量が極めて小さく、美術品に対する悪影響を大幅
に軽減することが可能となる。
【特許文献１】特開２００８－２１５６１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、美術品をライトアップするに際しては、当該美術品の本来の色を際立たせる
べく、幾多の白色光の中から製作者が望む最適な「白色」を調光・選択して照射すること
が求められる。ところが、特許文献１に示す如く、１種類の白色ＬＥＤまたは３原色ＬＥ
Ｄを用いた照明装置では、照射光の色調を調整できなかったり、調整できるとしても大ま
かな調整しかできない場合が多く、製作者が望む白色光を再現することができない難点が
あった。また、市販されている白色ＬＥＤは、その発光色が一定の基準で揃えられてはい
るものの、現実に照射される発光色には、僅かながらバラツキが不可避的に生じてしまう
。従って、発光色を統一するための微妙な色調調整を可能とする照明装置が望まれていた
。
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【０００５】
　そこで本発明は、従来のディスプレイ用照明装置に内在する前記問題に鑑み、これを好
適に解決するべく提案されたものであって、白色光の色調を無段階的に調整可能とし、製
作者が望む白色光を照射し得るディスプレイ用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】
【０００６】
　前記課題を克服し、所期の目的を達成するため、請求項１に係るディスプレイ用照明装
置は、
　装置本体と、
　前記装置本体の前面に配設された照明基板と、
　前記照明基板に配設された発光手段と、
　前記装置本体に設けられ、前記発光手段が照射する光の色調を調整する調光手段とを備
え、
　前記発光手段は、黄色の色調が強い白色光を照射するウォームホワイトＬＥＤと、青色
の色調が強い白色光を照射するクールホワイトＬＥＤと、赤、緑、青の光を照射する３原
色ＬＥＤとからなり、
　前記調光手段による色調制御のもと、前記ウォームホワイトＬＥＤ、クールホワイトＬ
ＥＤおよび３原色ＬＥＤの照射光を混合し、各種色調の白色光を照射するよう構成された
ことを特徴とする。
　請求項１の発明によれば、２種類のホワイトＬＥＤに３原色ＬＥＤを組み合わせること
で、白色光の色調を無段階的に調整することができ、製作者が望む白色光を自由に生成し
得る。
【０００７】
　請求項２に係るディスプレイ用照明装置では、ウォームホワイトＬＥＤおよびクールホ
ワイトＬＥＤを相互に隣り合うよう複数配列して発光体列を構成し、該発光体列を所定間
隔離間して前記照明基板の全体に亘って複数配設すると共に、前記３原色ＬＥＤを、隣り
合う発光体列の間に配設した。
　請求項２の発明によれば、複数の発光体列を発光基板の全体に配設すると共に、隣り合
う発光体列の間に３原色ＬＥＤを配置したので、各ＬＥＤからの照射光をバランスよく混
合でき、ムラのない白色光を照射し得る。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明に係るディスプレイ用照明装置によれば、２種のホワイトＬＥＤと３原色ＬＥＤ
とを生成することで色調を無段階的に調整でき、製作者が望む白色光を照射し得る。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　次に、本発明に係るディスプレイ用照明装置につき、好適な実施例を挙げて、添付図面
を参照して以下に説明する。また、以下の説明で、「前」、「後」、「上」、「下」、「
左」、「右」とは、ディスプレイ用照明装置を図１の状態で見た場合を基準に指称する。
【実施例】
【００１０】
　図１は、実施例に係るディスプレイ用照明装置１０を示す全体正面図である。ディスプ
レイ用照明装置１０は、前方が開口する矩形箱体状の装置本体１２と、該装置本体１２の
開口部１４に嵌め込まれた照明基板１６と、該照明基板１６に配設された複数のＬＥＤ１
８,２０,２２からなる発光手段２４(図３参照)とから基本的に構成される。前記装置本体
１２には、アナログ制御またはＤＭＸ制御により発光手段２４の発光色(白色光)を調整(
パルス調光)可能な調光手段２６が内蔵されている。この調光手段２６は、発光手段２４
の各ＬＥＤ１８,２０,２２の発光量や照射タイミング等の発光パターンを調整することで
、所望の白色光を生成するものである。
【００１１】
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　調光手段２６は、発光手段２４の発光パターンを制御するプログラムを書き換え記憶可
能なメモリー(図示せず)を備え、ディスプレイ用照明装置１０をリセット(電源ＯＦＦ)し
ても、設定した制御プログラムを保存し得るようになっている。この調光手段２６は、装
置本体１２の後面に設けられた調光操作部(図示せず)を操作することで制御可能に構成さ
れている。また調光手段２６にリモコン受信部が設けられ、リモートコントローラー(何
れも図示せず)によりワイヤレス制御も行ない得るようになっている。なお、前記装置本
体１２には、スイッチング電源２８が搭載されており、ディスプレイ用照明装置１０は、
１００Ｖ～２４０Ｖの範囲の電圧に対応し得るよう設定される。
【００１２】
　前記装置本体１２の上部には、枠状の保持部材３０が設けられ、該保持部材３０を壁等
に固定したり、持ち運び時に取っ手として使用することができる。図２に示すように、保
持部材３０と装置本体１２との接続部３２は回動自在に構成されており、該接続部３２の
側方に設けた調整ツマミ３４を操作することで、保持部材３０に対する装置本体１２の角
度を調整し得るようになっている。すなわち、装置本体１２の傾斜角度を調整することで
、ディスプレイ用照明装置１０の照射方向を変更することができる。
【００１３】
　図３に示すように、前記照明基板１６は、前記装置本体１２の開口部１４と略同形の横
長矩形状に形成され、該開口部１４に嵌め込まれた状態で取付けられる。また、開口部１
４には、照明基板１６の前方を覆って発光手段２４を保護する透明カバー４２が配設され
ている。発光手段２４は、黄色の色調が強い白色光を照射するウォームホワイトＬＥＤ１
８および青色の色調が強い白色光を照射するクールホワイトＬＥＤ２０の２種のホワイト
ＬＥＤと、光の３原色である赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤおよび緑色ＬＥＤを一体に備えた３
原色ＬＥＤ２２とから構成される。そして、前記調光手段２６による制御のもと、合計５
種のＬＥＤから発せられる光を混合することで、白色光の色調を無段階的に調整し得るよ
うになっている。なお、前記ウォームホワイトＬＥＤ１８としては、色温度が約３０００
Ｋ(ケルビン)のものが好適に採用され、また、前記クールホワイトＬＥＤ２０としては、
色温度が約６０００Ｋ(ケルビン)のものが好適に採用される。
【００１４】
　前記ウォームホワイトＬＥＤ１８およびクールホワイトＬＥＤ２０は、夫々所定の配置
パターンで並べられて発光体列Ａ１～Ａ８を構成している。各発光体列Ａ１～Ａ８は、ウ
ォームホワイトＬＥＤ１８およびクールホワイトＬＥＤ２０が、上下方向に２つずつ交互
に配設されると共に、左右方向に１つずつ配設され、合計８つのホワイトＬＥＤ１８,２
０を１組として構成される。すなわち、ウォームホワイトＬＥＤ１８およびクールホワイ
トＬＥＤ２０は、同種のＬＥＤが連続して上下・左右方向に並ばない配置パターンで配設
されている。更に、発光体列Ａ１～Ａ８は、照明基板１６の長手方向(左右方向)に沿って
所定間隔離間して複数配設され、照明基板１６の略全体に設けられる。なお、実施例では
８つの発光体列Ａ１～Ａ８が照明基板１６上に配設されている。
【００１５】
　隣り合う発光体列Ａｎ～Ａｎ＋１の間には、前記３原色ＬＥＤ２２が２つまたは３つず
つ上下に並んで設けられている。すなわち、各発光体列Ａ１～Ａ８において同種のホワイ
トＬＥＤ１８,２０が隣り合わないよう配列し、更に、発光体列Ａｎ～Ａｎ＋１間に３原
色ＬＥＤ２２を設けることで、各ＬＥＤ１８,２０,２２が、照明基板１６の全体にバラン
スよく配置されている。これにより、各ＬＥＤ１８,２０,２２からの照射光をムラなく混
合することができ、色調に偏りのない白色光を照射することができる。なお、各ＬＥＤ１
８,２０,２２は、照明基板１６に対して表面実装(ＳＭＤ)されており、他のＬＥＤ１８,
２０,２２との色の混じりがよく、均等な色を生成することができる。
【００１６】
　前記装置本体１２の開口部１４を画成する上下左右の各縁部には、発光手段２４から照
射された白色光を反射させる薄板状のバードアー４０が設けられている。各バードアー４
０は、装置本体１２に対する傾斜角度を変更し得るようになっており、バードアー４０に
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よる白色光の反射方向を変更することができる。
【００１７】
　(実施例の作用)
　次に、実施例に係るディスプレイ用照明装置１０の作用について説明する。ディスプレ
イ用照明装置１０を設置する際には、前記保持部材３０を設置場所の例えば壁等に固定す
る。そして、前記調整ツマミ３４を操作して、発光手段２４が対象物を指向するよう装置
本体１２の傾斜角度を設定する。また、バードアー４０の角度調整を行なうことで、対象
物の一部を強調してライトアップするクローズアップ照射も可能となる。
【００１８】
　次いで、調光手段２６により発光手段２４の色調を調整し、対象物に最適な白色光を決
定する。すなわち、装置本体１２に設けた調光操作部により調光手段２６を操作して、各
ＬＥＤ１８,２０,２２の発光量や照射タイミング等の発光パターンを決定する。なお、デ
ィスプレイ用照明装置１０を高所に設置している場合には、リモートコントローラーによ
るワイヤレス制御も可能である。前記調光手段２６を操作することで、２種類のホワイト
ＬＥＤ１８,２０からの照射光と、３原色ＬＥＤ２２からの照射光との組み合わせにより
、無段階的な色調の調整が可能となる。また、ウォームホワイトＬＥＤ１８およびクール
ホワイトＬＥＤ２０からなる発光体列Ａ１～Ａ８は、照明基板１６の略全体に亘って配列
され、しかも各発光体列Ａ１～Ａｎ＋１の間に３原色ＬＥＤ２２が設けられているので、
各ＬＥＤ１８,２０,２２からの照射光はバランスよく混合され、ムラのない白色光を生成
し得る。
【００１９】
　最適な発光パターンが設定されると、当該プログラムは調光手段２６のメモリに保存さ
れる。従って、ディスプレイ用照明装置１０をリセットしても、同一の発光パターンを再
現することができ、調光作業を何度もする手間が生じない。
【００２０】
　以上に説明したように、実施例に係るディスプレイ用照明装置１０によれば、２種類の
ホワイトＬＥＤ１８,２０に３原色ＬＥＤ２２を組み合わせることで、無段階的(アナログ
的)に色調を調整することができ、製作者が望む白色光を生成し得る。従って、本ディス
プレイ用照明装置１０を用いてライトアップすれば、対象物が本来有する色を再現するこ
とができ、特に絵画・彫刻等の美術品に対し優れた照明効果を発揮し得る。また、白色光
を無段階的に調整し得るので、白色光の色調によっては、対象物に被写体深度や奥行き感
を与えることも可能となり、更に、設置環境の明るさに応じて、白色光の色調を自在に変
更することができる。
【００２１】
　なお、実施例に係るディスプレイ用照明装置１０では、発光手段２４をＬＥＤ１８,２
０,２２から構成しているので、従来の蛍光灯等に比べ長寿命であり、消費電力も抑制し
得る。また、発熱量が少ないため、対象物である美術品に対する影響が小さく、発熱によ
る周囲の温度上昇も抑制し得る。更に、各ＬＥＤ１８,２０,２２は、有害な紫外線を発し
ないことから、対象物に対するダメージを抑制することができる。更にまた、発熱量が小
さいことから、ディスプレイ用照明装置１０が高温となることがなく、やけどを負う等の
危険がない。
【００２２】
　(変更例)
　実施例では、ディスプレイ用照明装置１０を単独で用いた場合を示したが、複数のディ
スプレイ用照明装置１０を連結して、全てのディスプレイ用照明装置１０をＤＭＸ制御に
より同時にまたは別々に作動させることも可能である。すなわち、装置本体１２の右側部
に連結部としての入力部３６および出力部３７が設けられ(図２参照)、図４に示すように
、一方のディスプレイ用照明装置１０の出力部３７と、別のディスプレイ用照明装置１０
の入力部３６とを連結コード３８を介して接続し得るよう構成される。
【００２３】
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　連結された複数のディスプレイ用照明装置１０は、ＤＭＸ制御手段４４により統括的に
制御されるよう構成される。このＤＭＸ制御手段４４は、例えば、何れか１つのディスプ
レイ用照明装置１０(図４では左方のディスプレイ用照明装置１０)の入力部３６に接続さ
れ、当該ディスプレイ用照明装置１０を基準として、全てのディスプレイ用照明装置１０
にＤＭＸ制御信号を送出するようになっている。各ディスプレイ用照明装置１０には、Ｄ
ＭＸ制御手段４４により固有のアドレスが割り当てられ、各ディスプレイ用照明装置１０
毎に所定の発光パターンを再現する制御プログラムを送ることができる。これにより、Ｄ
ＭＸ制御手段４４による制御のもと、全てのディスプレイ用照明装置１０を同時に作動さ
せたり、各ディスプレイ用照明装置１０毎に制御したりすることが可能となる。
【００２４】
　このように、変更例に係るディスプレイ用照明装置１０では、他の照明装置１０と連結
することで、複数のディスプレイ用照明装置１０を同期的に作動させることができ、大規
模な照明効果を発揮することができる。また、各ディスプレイ用照明装置１０に固有のア
ドレスが割り当てられるので、各照明装置１０毎に異なる制御が可能となり、趣向の凝ら
した発光演出を実現し得る。なお、ディスプレイ用照明装置１０,１０同士の連結は、連
結コード３８を介して容易に可能であり、連結作業に手間も生じない。
【００２５】
　なお、本発明に係るディスプレイ用照明装置１０の用途としては、美術館や博物館、ギ
ャラリー等の美術品のライトアップに限られず、ショーウインドウ等に展示された商品の
ディスプレイライトとして使用したり、ブティック等の店内照明として使用したりするこ
ともできる。また、スーパー等の生鮮食品売り場の食品用スポットライトとして使用する
ことも可能である。実施例では、３原色ＬＥＤ２２として、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤおよ
び青色ＬＥＤを一体に備えたものを採用したが、各色のＬＥＤを別々に照明基板１６に配
置してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】実施例に係るディスプレイ用照明装置を示す全体正面図である。
【図２】実施例に係るディスプレイ用照明装置を示す右側面図である。
【図３】発光手段の配置パターンを示す拡大図である。
【図４】複数のディスプレイ用照明装置を連結した状態を示す概略図である。
【符号の説明】
【００２７】
　１２ 装置本体，１６ 照明基板，１８ ウォームホワイトＬＥＤ
　２０ クールホワイトＬＥＤ，２２ ３原色ＬＥＤ，２４ 発光手段
　２６ 調光手段，Ａ１～Ａ８ 発光体列
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