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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　スポット照射のための装置であって、
　反射型内面を有する管状反射体であって、前記管状反射体は、入口開口部及び前記入口
開口部より大きな出口開口部を有する第１の部分と、大きさについて実質的に同一である
入口開口部及び出口開口部を有する第２の部分とを有し、前記第２の部分の前記入口開口
部は、前記第１の部分の前記出口開口部に隣接して配置される、管状反射体と、
　前記第１の部分の前記入口開口部で前記管状反射体の前記第１の部分に光を発するよう
に設けられた複数の光源を有する光源アレイと、
　前記管状反射体の前記第１の部分の前記出口開口部と前記第２の部分の前記出口開口部
との間に設けられた光学集束エレメントとを有し、
　前記第１の部分、前記第２の部分、前記光源アレイ及び前記光学集束エレメントは、こ
れにより、前記第２の部分の前記出口開口部で出力されるべき均一な色混合光のコリメー
トビームを形成するように構成される、装置において、光軸が前記光源アレイから前記第
２の部分の前記出口開口部に向かって形成され、前記第１の部分は、前記光軸から見て凸
形状を有する、装置。
【請求項２】
　前記第１の部分は、前記光軸に沿って多角形の横断面を形成する複数のファセット側壁
を有する、請求項１に記載の装置。
【請求項３】
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　前記第２の部分は、前記光軸から見て円筒形状を有する、請求項１又は２に記載の装置
。
【請求項４】
　前記第２の部分は、前記第１の部分の横断面形状に対応する横断面形状を有する、請求
項１～３のうちいずれか一項に記載の装置。
【請求項５】
　前記光学集束エレメントは、前記第２の部分の前記入口開口部と前記第１の部分の前記
出口開口部との間に配置される、請求項１～４のうちいずれか一項に記載の装置。
【請求項６】
　前記光学集束エレメントは、前記管状反射体の前記第２の部分の前記出口開口部の近傍
に配置される、請求項１～５のうちいずれか一項に記載の装置。
【請求項７】
　前記複数の光源は、２～８の異なる色の光を発するように設けられた光源を有する、請
求項１～６のうちいずれか一項に記載の装置。
【請求項８】
　前記複数の光源は、複数のＬＥＤ、好ましくは、５～２５０ＬＥＤ、より好ましくは、
２０～２００のＬＥＤ、及び、更により好ましくは、７０～１５０のＬＥＤを有する、請
求項１～７のうちいずれか一項に記載の装置。
【請求項９】
　前記複数の光源は、５％～７０％、好ましくは１５％～５０％のＥＰＩ密度を有するＬ
ＥＤアレイを有する、請求項１～８のうちいずれか一項に記載の装置。
【請求項１０】
　光を制御可能に集光／焦点をずらすように構成されるレンズアセンブリを更に備え、
　前記レンズアセンブリは、互いに間隔をあけられた関係で設けられる少なくとも２つの
レンズを有し、
　前記レンズアセンブリの少なくとも一つのレンズは、前記レンズアセンブリの他のレン
ズに向かって及び／若しくはそこから離れるように、並びに／又は、前記管状反射体の前
記第２の部分に向かって制御可能に移動可能である、請求項１～９のうちいずれか一項に
記載の装置。
【請求項１１】
　前記レンズアレイは、前記管状反射体の前記第２の部分の前記出口開口部を越えて前記
光軸に沿って配置される、請求項１０に記載の装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の装置を有する、照明器具。
【請求項１３】
　請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の少なくとも１つの装置を有する、照明シス
テム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、概して、スポット照射のための装置に関する。より詳しくは、本発明は、概
して、２つの部分をもつ管状反射体を有するスポット照射のための装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　着色光は、シーン設定及び雰囲気作成が重要となる多くのアプリケーションにおいて用
いられる。アプリケーションの例は、とりわけ、劇場照明、（とりわけ、町の美化のため
の）建築照明、店、ホテル、レストラン、病院、学校、オフィス空間の分野において存在
する。今日、これは、所望の色を得るために、白色光源を着色フィルタと組み合わせるこ
とにより、大部分が達成される。
【０００３】
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　代替技術としては、多色ＬＥＤを備えたシステムが用いられ得る。斯様なシステムは、
フィルタを伴うことなく所望の色を生成するので、魅力的である。これは、効果的な効率
利点を有し、更に重要なことに、電子機器により色を変えることができ、色を変えるため
にフィルタを変える必要がなく、全ての色は、とりわけ、異なる主色の多数のＬＥＤを組
み合わせることにより、直接利用可能である。色を電子的に調整したことは、種々の自動
プログラミング方法が照明システムを制御するために用いられることを可能にし、フィル
タが省略されるという事実は、より簡単な供給チェーン（フィルタが取り除かれる必要が
ない）及び色整合性（交換されたフィルタは変化取り込み得る）をもたらす。これらのシ
ステムの市場は、ＬＥＤ性能が向上するので、急速に成長している。
【０００４】
　例えばＣＤＭ置換スポット及び（劇場／旅行／ステージ／スタジオアプリケーションの
ための）多色のエンターテイメントスポットのような、マルチチャネルの高いフラックス
のＬＥＤアプリケーションにおいて、多数のＬＥＤが必要とされる場合があり、ＬＥＤは
、強力な手段において小さいアレイ上に梱包されるべきである。（Ｒｅｂｅｌｓのような
）個々のＬＥＤパッケージのアセンブリの性能はしばしば限定される。一方で、（Ｅｎｆ
ｉｓという会社により作られるような）専用の大きなＬＥＤアレイにおいて、ＬＥＤエン
ジンは、本質的に低い収率を有し、これらは、多くのアプリケーションのためにあまりに
高価である。それ故、高収率及び高い配列ロバストネスによって製造及び／又は組み立て
られ得るスケーラブルなソリューションの必要性が存在する。
【０００５】
　米国特許第６０２００００２号明細書は、劇場スポットにおいて用いられるような、と
りわけハードエッジスポットフィクスチャのためのＬＥＤ光源及び効率的なコリメーショ
ンのための優れた色混合を提供する、いわゆるコリメートトランペット状反射体を開示し
ている。しかしながら、照明デザイナは、ソフトエッジを得るために焦点ダイアフラムの
外側を投射するために同じフィクスチャを用いることを望み得る。特にステージ照明にお
いて、鋭いエッジを有する光の制御されたビームを生成する必要性がしばしば存在する。
これは、（プロファイルランタン又は楕円プロファイルスポットとも呼ばれる）いわゆる
ハードエッジスポット発光体を用いてしばしば実現される。ハードエッジスポット発光体
は、光路又は軸に設けられる障害物を有してもよく、障害物は、ハードエッジスポット発
光体のレンズ又は光学素子によりターゲット面上へ投射され得る。これらの障害物は、シ
ャッタ又はいわゆる遮光板（例えば、光が通るパターン化された穴を有する材料の部分）
を有してもよく、材料のこの部分は、光又はパターンの所望の"形状"だけが材料の部分を
通過する一方で残りの光が遮断されるように、光のビーム中に配置され、これにより、照
射された平面において特定の影／光パターンを実現する。同じアプリケーションにおいて
しばしば、ウォッシュビーム（即ちソフトエッジを有する光のビーム）を生成する必要性
又は欲求がしばしば追加的に存在する。これはしばしば、焦点がずれているハードエッジ
スポット発光体のレンズ又は光学素子をもたらすことにより実現され、これにより、ソフ
トエッジ効果が与えられ得る。しかしながら、ハードエッジスポット発光体のレンズ又は
光学素子が焦点ずれをもたらしたときには、色混合性能はしばしば低下し、これは、ター
ゲット面上へ投射される影／光パターンにおける不所望な色フリンジ、即ち、投射された
パターンにおいて明るいエリアと暗いエリアとを分離する境界に沿った色の不所望なフリ
ンジをもたらし得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　従来の照明システムは、充分な色混合を与えるものではなく、受け入れられない色フリ
ンジをもたらし得ることに留意されたい。本発明の目的は、装置の任意の集光設定で良好
な色混合及び均一なスポットを与えることができる、スポット照射のための装置を提供す
ることにある。より更に、ウォッシュビームを生成するために、換言すれば、ソフトエッ
ジを得るために焦点ずれのダイアフラムを投射するために、同じ装置を用いることが望ま
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しい。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の第１の態様によれば、この及び他の目的は、スポット照射のための装置であっ
て、反射型内面を有する管状反射体であって、前記管状反射体は、入口開口部及び前記入
口開口部より大きな出口開口部を有する第１の部分と、大きさについて実質的に同一であ
る入口開口部及び出口開口部を有する第２の部分とを有し、前記第２の部分の前記入口開
口部は、前記第１の部分の前記出口開口部に隣接して配置される、管状反射体と、前記第
１の部分の前記入口開口部で前記管状反射体の前記第１の部分に光を発するように設けら
れた複数の光源を有する光源アレイと、前記管状反射体の前記第２の部分の近傍に設けら
れた光学集束エレメントとを有し、前記第１の部分、前記第２の部分、前記光源アレイ及
び前記光学集束エレメントは、これにより、前記第２の部分の前記出口開口部で出力され
るべき均一な色混合光のコリメートビームを形成するように構成される、装置により達成
される。
【０００８】
　有利には、斯様な装置は、装置の任意の集光設定で良好な色混合及び均一なスポットを
提供してもよい。また、同じ装置がウォッシュビームを生成するために用いられてもよい
。
【０００９】
　本発明の第２の態様によれば、前記の目的及び他の目的は、前記で開示された装置を有
する照明器具により達成される。
【００１０】
　本発明の第３の態様によれば、前記の目的及び他の目的は、前記で開示された装置を有
する光システムにより達成される。
【００１１】
　本発明は請求項に記載される特徴のすべての可能な組合せに関することに留意されたい
。それ故、第１の態様のすべての特徴及び効果は、第２及び第３の態様にそれぞれ同様に
当てはまる。
【００１２】
　特定の特徴及び効果を含む、本発明の種々の態様は、以下の詳細な説明及び添付図面か
ら容易に理解されるだろう。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態によるＬＥＤアレイを示す。
【図２】実施形態によるスポット照射のための装置を示す。
【図３】実施形態によるスポット照射のための装置を示す。
【図４】実施形態によるスポット照射のための装置を示す。
【図５】実施形態によるスポット照射のための装置を示す。
【図６】実施形態による装置の照射パターンを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明の現時点で好ましい実施形態が示される添付図面を参照して、本発明は、以下で
より完全に説明されるだろう。しかしながら、本発明は、多くの異なる形式において具現
化されてもよく、ここに記載された実施形態に限定されるものとして解釈されるべきでな
い。むしろ、これらの実施形態は、完全さ及び完全性のために与えられ、本発明の範囲を
当業者に詳細に伝える。同様の参照符号は、この文書において同様の要素を参照する。
【００１５】
　（とりわけ、劇場、旅行、及び、ＴＶスタジオの分野における）種々の娯楽照明アプリ
ケーションの必要性を満たすマルチチャネルの高輝度ＬＥＤ光源プラットフォームが現在
開発されている。斯様なＬＥＤ光源プラットフォームは、（３０ｍｍ未満の直径を有する
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高密度に梱包されたＬＥＤアレイからの）約１００００ｌｍ及び少なくとも４つの異なる
色チャネルの光出力を有し得る。斯様な高輝度光源は、スポットアプリケーションに対し
て多くの利点を提供する。特に、これは、オンゲルマッチング（on gel matching）機能
性と一緒に（プロファイルとも呼ばれる）ハードエッジスポットを実現することを可能に
し得る。図１は、高密度に梱包されたＬＥＤアレイ１を示す。基板３に取り付けられる、
図示のＬＥＤアレイは、２９ｍｍの直径Ｄを有し、６の色チャネルを有し、１２０のＬＥ
Ｄ２を有する。
【００１６】
　図１に示したような１又はそれ以上のＬＥＤアレイ１は、スポット照明のための照明シ
ステムにおいて用いられ得る。図２は、高輝度ＬＥＤ光源ベースの装置４の斜視図である
。装置４は、スポット照明に適している。装置は、高密度に梱包されたＬＥＤアレイ１と
、（トランペット反射体としても知られる）混合及び／又はコリメートする管状反射体５
とを有する。管状反射体５は、入口開口部６ａ及び出口開口部６ｂを有する。ＬＥＤアレ
イ１からの光が入口開口部６ａで入力され、混合及び／又はコリメートされた光が出口開
口部６ｂで発される。図２に示された実施形態によれば、第１の光学要素７は、入口開口
部６ａに取り付けられ、第２の光学要素８は、出口開口部６ｂにおいて、リング９を介し
て取り付けられる。第２の光学要素８は、例えば、ネジ装置１０ａ～ｄ等によってリング
に固定されてもよい。ＬＥＤアレイ１は、ヒートシンク１１に有効に接続される。これに
より、ＬＥＤアレイ１により生成された熱は、ＬＥＤアレイ１からヒートシンク１１に伝
えられ得る。次に、ヒートシンク１１は、ファン１２に有効に接続される。ファン１２は
、冷却している強制空気を与え得る。ＬＥＤアレイ１は、１又はそれ以上の電気コネクタ
１３ａ～ｄによって、ＬＥＤドライバ又は同様のものに電気的に接続され得る。
【００１７】
　図３は、一実施形態によるスポット照明のための装置１４の分解図である。図３の装置
１４は、図２の装置４に類似している。装置１４は２つの部分１５ａを有する。そして、
１５ｂが管状反射体（又は、トランペット反射体）を形成する。管状反射体の本体は、と
りわけ、射出成形又は急速プロトタイプ法により、アセンブリ複数部分により一緒に、又
は、単一の部分として、ポリマー材料から製作され得る。管状反射体は、管状反射体によ
り入力された光が反射型内面１６で反射され、これにより、混合及び／又はコリメートさ
れた、管状反射体から発される出力光をもたらすように、反射型内面１６を有する。例え
ば、（ミロホイル（Miro foil）のような）高反射型ホイルが、管状反射体の内面１６上
に取り付けられてもよい（例えば、接着される）。
【００１８】
　更に詳細には、管状反射体は、２つの部分、即ち、第１の部分１５ａ及び第２の部分１
５ｂを有し、各々が、それぞれの入口開口部１７ａ，１８ａ及びそれぞれの出口開口部１
７ｂ，１８ｂを有する。光源アレイ１は、第１の部分１５ａの入口開口部１７ａで管状反
射体の第１の部分１５ａに光を発するように構成され得る。それ故、光軸１９は、光源ア
レイ１から第２の部分１５ｂの出口開口部１８ｂに向かって形成され得る。
【００１９】
　管状反射体は、光源アレイ１からのランバート光分布を１０°～４０°のＦＷＨＭの必
要なビーム形状に変えてカラー混合を与えるビーム形成機能を有し得る。前記したように
、（管状反射体の）第１の部分１５ａは、入口開口部１７ａ及び出口開口部１７ｂを有す
る。第１の部分１５ａは、好ましくは、入射光が入口開口部１７ａで入力されるとともに
出力光が出口開口部１７ｂで発されるように設けられ、及び／又は、配向される。第１の
部分１５ａの出口開口部１７ｂは、第１の部分１５ａの入口開口部１７ａより大きい。好
ましい実施形態によれば、第１の部分１５ａは、実質的にトランペット形状を有する。よ
り詳しくは、第１の部分１５ａは、光軸１９から見て、凸形状を有し得る。第１の部分１
５ａは、光軸１９に沿って多角形の横断面を形成するように設ける複数のファセット２０
ａ～ｃを更に備えてもよい。それ故、第１の反射体１５ａの入口開口部１７ａは、六角形
、七角形又は八角形の横断面のような、多角形の横断面を有してもよい。図３において、
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第１の反射体１５ａの入口開口部１７ａは、七角形の横断面を有する。
【００２０】
　同様に、上記で示したように、（管状反射体の）第２の部分１５ｂは、入口開口部１８
ａ及び出口開口部１８ｂを有する。第２の部分１５ｂは、好ましくは、入射光が入口開口
部１８ａで入力されるとともに、出力光が出口開口部１８ｂで発されるように、設けられ
、及び／又は、配向される。一実施形態によれば、第２の部分１５ｂは、光軸１９から見
て、実質的に円筒形状の横断面を有する。しかしながら、他の実施形態によれば、第２の
反射体１５ｂは、また、好ましくは管状反射体の第１の部分１５ａの形状に類似する、多
角形の横断面を有する。より詳しくは、第２の部分１５ｂは、第１の部分１５ａの横断面
形状に対応する横断面形状を有し得る。
【００２１】
　第２の部分１５ｂの入口開口部１８ａ及び第２の部分１５ｂの出口開口部１８ｂは、大
きさについて実質的に同一である。"大きさについて実質的に同一"という表現は、ここで
は、（例えば、１～５％よりも異ならないか又は工場仕様の範囲内である、問題となる開
口部の直径のような）予め定められたマージンの範囲内でのみ異なるものとして解釈され
るべきである。換言すれば、第１の部分１５ａが管形状を有し得るのに対し、第２の部分
１５ｂは、円筒形状を有し得る。第２の部分１５ｂ及び第１の部分１５ａは、好ましくは
、第２の部分１５ｂの入口開口部１８ａが第１の部分１５ａの出口開口部１７ｂに隣接し
て配置されるように設けられる。好ましくは、第２の部分１５ｂの入口開口部１８ａ及び
第１の部分１５ａの出口開口部１７ｂは、同じ直径及び／又は形状を有する。
【００２２】
　装置１４は、光学集束エレメント２１を更に備える。光学集束エレメント２１は、フィ
ールドレンズでもよい。好ましくは、光学集束エレメント２１は、管状反射体の第２の部
分１５ｂの近傍に設けられる。例えば、光学集束エレメント２１は、第２の部分１５ｂに
取り付けられてもよい。代わりに、光学集束エレメント２１及び第２の部分１５ｂは、リ
ング（図示省略）又は他の分離要素により分離されてもよい。一実施形態によれば、光学
集束エレメント２１は、図３の図例において開示されているように、第１の部分１５ａ（
即ち、反射体の管状部分）と第２の部分１５ｂ（即ち、反射体の円筒状部分）との間で光
路（即ち光軸１９に沿って）において密接に設けられる。更に一般的にいえば、光学集束
エレメント２１は、第２の部分１５ｂの入口開口部１８ａと第１の部分１５ａの出口開口
部１７ｂとの間に配置され得る。
【００２３】
　光学集束エレメント２１の他の位置が同等に可能である。光学集束エレメント２１は、
例えば、管状反射体の第２の部分１５ｂの出口開口部１８ｂの近傍に配置されてもよい。
例えば、光学集束エレメント２１は、出口開口部１８ｂにおいて直接配置されてもよい。
代わりに、光学集束エレメント２１及び出口開口部１８ｂは、リング（図示省略）又は他
の分離要素により分離されてもよい。斯様な装置２２は、図４において示される。図４の
装置２２は、それ故、図３の装置１４に類似している。それ故に、装置２２は、とりわけ
、光源アレイ１と、第１の部分１５ａ及び第２の部分１５ｂを有する管状反射体と、光学
集束エレメント２１とを有し、第１の部分１５ａ及び第２の部分１５ｂの各１つが、入口
開口部１７ａ，１８ａ及び出口開口部１７ｂ，１８ｂを有する。光軸１９は、第２の部分
１５ｂの出口開口部１８ｂに向かって、光学集束エレメント２１を介して光源アレイ１か
ら形成される。
【００２４】
　前記したように、装置１４，２２は、複数の光源２を有する光源アレイ１を有する。光
源アレイ１は、第１の部分１５ａの入口開口部１７ａで管状反射体の第１の部分１５ａに
光を発するように設けられる。光源アレイ１は、それ故、管状反射体の第１の部分１５ａ
（の入口開口部１７ａ）の近く又はこれに隣接して配置されてもよい。
【００２５】
　（第１の部分１５ａ、第２の部分１５ｂ、光源アレイ１及び光学集光要素２１を含む）
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装置１４，２２は、これにより、第２の部分１５ｂの出口開口部１８ｂで出力される均一
な色混合光のコリメートされたビームを形成するように構成される。
【００２６】
　図５は、一実施形態による装置２４を示す。図５の装置２４は、図３及び４の装置１４
，２２に類似している。それゆえに、装置２２は、とりわけ、光源アレイ１と、第１の部
分１５ａ及び第２の部分１５ｂを有する管状反射体と、光学集束エレメント２１と有し、
第１の部分１５ａ及び第２の部分１５ｂの各１つが、入口開口部１７ａ，１８ａ及び出口
開口部１７ｂ，１８ｂを有する。光軸１９は、第２の部分１５ｂの出口開口部１８ｂに向
かって、光学集束エレメント２１を介して光源アレイ１から形成される。
【００２７】
　装置２４は、レンズアセンブリ２５を更に備える。レンズアセンブリ２５は、第２の部
分１５ｂの出口開口部１８ｂで発された光を制御可能に集光／焦点ずれを行うように構成
される。レンズアセンブリは、互いに間隔をあけられた関係で設けられた少なくとも２つ
のレンズ２５ａ，２５ｂを有する。特にレンズアレイ２５は、管状反射体の第２の部分１
５ｂの出口開口部１８ｂを越えて、光軸１９に沿って配置され得る。レンズアセンブリ２
５の少なくとも１つのレンズ２５ａ，２５ｂは、レンズアセンブリ２５の他のレンズ２５
ａ，２５ｂに向かって、及び／若しくは、そこから離れるように、並びに／又は、管状反
射体の第２の部分１５ｂに向かって、制御可能に移動可能である。斯様な装置は、限定さ
れたぼやけ及び限定された着色エッジを伴うハイコントラストを実現し得る。更に詳細に
は、斯様な装置２４により、ズームレンズは、ズーム因子（即ち、拡大の程度）の値とは
独立して、ピントが合うように実質的に維持され得るか、又は、ズーム因子の値とは独立
して、ピントが合うように完全に維持され得る。
【００２８】
　それ故、一態様によれば、前記で開示されるような、装置（又は、光学系）を制御する
ための方法、前記で開示されるような、少なくとも１つの装置を有する照明器具及び／又
は照明システムが提供され得る。換言すれば、照明システムは、光源アレイ１と、開示さ
れた管状反射体のような色混合手段と、開示されたレンズアセンブリ２５のような、調節
可能な光学系（例えば、拡大可能な及び／又は（非）集光可能な投射系）とを有し得る。
光学系は、その光軸１９に沿った２つの部分、即ち、色が（空間的及び角度的に）混合さ
れる第１の部分（例えば部分１５ａ及び／又は部分１５ｂ）と、色が第２の部分の光学系
におけるすべての位置で混合される、部分１５ｂ及び／又はレンズアレイ２５のようなセ
グメント部分とを有し得る。投射系は、これにより、任意の状態で投射系が第２のセグメ
ント範囲内にある焦点面を投射するように、互いに対して第１の部分及び第２の部分を移
動させることにより制御されてもよく、この状態において、投射系が両極端に（即ち、ズ
ーム因子の値とは独立して）焦点をずらしている場合であっても、色が混合される。
【００２９】
　実施形態によれば、光源アレイ１は、更に、第１の色の光を発するように構成される光
源２の少なくとも１つのセットと、第１の色とは異なる第２の色の光を発するように構成
される光源２の少なくとも１つのセットとを有してもよい。光源２のセットは、単一の光
源により規定されてもよい。同様に、光源２のセットは、グループにおいて一緒に設けら
れる２つ以上の光源を有してもよい。例えば、光源２のセットは、一本の発光ダイオード
（ＬＥＤ）の形で与えられてもよい。一実施形態によれば、光源は、複数のＬＥＤを有す
る。好ましくは、光源は、５～２５０のＬＥＤを有する。より好ましくは、光源は、２０
～２００のＬＥＤを有する。より好ましくは、光源は、７０～１５０のＬＥＤを有する。
光源の数を増大することは、出力された光の（ｌｍについての）フラックスを増大し得る
。光源の数を増大することは、装置により取得可能な異なる色の数を増大してもよい。
【００３０】
　本発明の一実施形態によれば、光源は、２～８の異なる色のＬＥＤを有する。例えば、
ＬＥＤは、白（Ｗ）、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）、アンバー（Ａ）、シアン（Ｃ）、
濃い赤（ｄＲ）及び／又は深い青（ｄＢ）の発光スペクトルを有し得る。これらの組み合
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わせにより、ＷＲＧＢＡｄＲｄＢ開始ＬＥＤの色座標によって作り出された色空間の範囲
内にある任意の所望の光スペクトルが取得可能である。一実施形態によれば、光源は、そ
れ故、（ＲＧＢ）、（ＮＷ＋ＷＷ）、（ＲＧＢＡ）、（ＲＧＢＡＷ）、（ＲＧＢＷ）、（
ＲＧＢＡＣ）、（ＲＧＢＡｄＲ）、（ＲＧＢＡＣｄＲ）、（ＲＧＢＡＣｄＲＷ）、（ＲＧ
ＢＡＣｄＲｄＢ）又は同様のもののような、複数の色を有する。
【００３１】
　加えて、光源は、できるだけ小さいエリアを占有する一方で、依然として多数のＬＥＤ
が存在するのを可能にすることが望ましい。それ故、高密度に梱包されたＬＥＤアレイを
有することが望ましい。実施形態によれば、複数の光源は、５～７０％のＥＰＩ密度を有
するＬＥＤアレイを有する。好ましくは、複数の光源は、１５～５０％のＥＰＩ密度を有
するＬＥＤアレイを有する。ＥＰＩ密度に基づき、光源のエリアに対するＬＥＤの光放射
部分の全体のエリアが理解される。
【００３２】
　図６は、一実施形態による図３又は４を参照して開示された装置１４，２２のための照
明パターン２３を示す。遮光板（ｇｏｂｏ又はＧＯＢＯ；光源とセットとの間のフィルム
セット上に最初に用いられる"Ｇｏ　Ｂｅｔｗｅｅｎ"又は"ＧＯｅｓ　Ｂｅｆｏｒｅ　Ｏ
ｐｔｉｃｓ"からの導き出される）は、光源の中に入れられるか又はその前に配置される
物理的な型板である。遮光板は、これにより、照明システム及び／又は光源から発される
光の形状を制御するために用いられ得る。斯様な遮光板は、開示された装置１４，２２の
色混合光学素子及びコリメーションの出口に配置され得る。好ましくは、遮光板は、フィ
ールド又はコリメーションレンズの近くに配置され、シーン上（例えば壁上）の照明シス
テムの残りの部分に取り付けられた光学投影系により投射されるだろう。代わりに又は遮
光板に加えて、光を反射、屈折、吸収及び／又は回析するように構成されたフォトマスク
、波長変換要素及びビーム形成要素が与えられてもよい。非常に良好な色混合が出口開口
部（即ち、フィールド又はコリメーションレンズの近く）で実現されたので、照明パター
ンは、色フリンジ又は環状エッジを伴うことなく鋭いパターン２３を示す。
【００３３】
　要約すると、スポット照明のための照明システムが開示されている。システムは、反射
型内面を有する管状反射体を有する。管状反射体は、２つの部分、即ち、入口開口部及び
この入口開口部より大きい出口開口部を有する（好ましくはシステムの光軸から見て凸形
状をもつ）第１の部分と、大きさについて実質的に同一である入口開口部及び出口開口部
を有する、第１の部分と隣接している第２の部分とを有する。システムは、入口開口部で
管状反射体の第１の部分に（好ましくは異なる色及び／又は異なるスペクトル内容の）光
を発するように構成される複数の光源を有する、光源アレイを更に備える。システムは、
管状反射体の第２の部分に取り付けられた光学集束エレメント（例えばフィールドレンズ
）を更に備える。光源アレイ、フィールドレンズ、管状反射体の第１の部分及び第２の部
分は、これにより、出力光ビームにおける（特別及び角度的に）均一な色混合を可能する
コリメートされたビームが形成されるように構成される。
【００３４】
　当業者は、本発明が前述した好ましい実施形態に決して限定されないことを理解する。
逆に、多くの修正及び変更は、特許請求の範囲の範囲内で可能である。例えば、開示され
た装置は、照明器具の部分でもよい。それ故、照明器具は、前記で開示された１又はそれ
以上の装置を有してもよい。同様に、開示された装置は、照明システムの部分でもよい。
前記で述べたように、複数の光源の少なくとも１つは、ソリッドステート光源（例えば少
なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ））を有してもよい。斯様なＬＥＤは、無機又は
有機でもよい。複数の光源は、代わりに又はオプションとして、１又はそれ以上のコンパ
クト蛍光灯（ＣＦＬ）、高輝度放電（ＨＩＤ）ランプ及び／又はハロゲンランプを有して
もよい。図５において示される実施形態によれば、レンズアセンブリ２５は、２つのレン
ズ２５ａ，２５ｂを有する。３、４、５、６つのレンズ又はそれより多くの又は単一のレ
ンズのようなレンズアセンブリ２５ａ，２５ｂにおける任意の数のレンズを有する実施形
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