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(57)【要約】
　照明装置は、３つ、または４つの異なる色合いを発す
る固体発光素子、および／または、ルミネッセント材料
よりなる可視光源よりなる。第１のグループの光源は、
照明されるとき、もし結合されれば、１９３１年ＣＩＥ
色度図上の、０．５９、０．２４；０．４０、０．５０
；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０
、０．１２、の座標を持つ点により定義される領域内の
カラー座標を持つ照明を生成する。第２のグループの光
源は、付加的な色合いを持つものである。第１、および
第２のグループからの光を、混合することは、黒体位置
の１０ＭａｃＡｄａｍ楕円内での、照明を提供する。ま
た、照明装置は、７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ白
色光源、および少なくとも１つの固体発光素子、および
／またはルミネッセント材料よりなる。また、照明方法
が、提供される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で３つの異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を持つ第１のグル
ープの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発する、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成する。
【請求項２】
　請求項１記載の照明装置において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、ｘ、ｙ座標
：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９、０．２４
、を持つ４点により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を、持つ。
【請求項３】
　請求項１記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。　
【請求項４】
　請求項１記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項５】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項６】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項７】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項８】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
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【請求項９】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、固体発光素子であ
る。
【請求項１０】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、発光ダイオードで
ある。
【請求項１１】
　請求項１に記載の照明装置において、
前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、ルミネッセント材料
である。
【請求項１２】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、リン発光体である
。
【請求項１３】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、飽和している。
【請求項１４】
　照明装置であって、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で４つの異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、ｘ、ｙ座標０．５９、０．２４；
０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．１２、
を持つ５つの点により定義される領域内にあるｘ、ｙ色座標を持つ第１のグループの混合
された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発する、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源、および、第２の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視光源よりなり、
ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源から
の光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１０
ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を
生成する。
【請求項１５】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、(ｘ、ｙ) 
座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９、０．
２４、を持つ４点により定義される領域内にあるｘ，ｙカラー座標を、持つ。
【請求項１６】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項１７】
　請求項１４に記載の照明装置において、
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　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項１８】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項１９】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項２０】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項２１】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項２２】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、固体発光素子であ
る。
【請求項２３】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、発光ダイオードで
ある。
【請求項２４】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、ルミネッセント材
料である。
【請求項２５】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、リン発光体である
。
【請求項２６】
　請求項１４に記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、飽和している。
【請求項２７】
　照明装置であって、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で少なくとも３つの異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点より定義される領域内にあるｘ、ｙ色座標を持つ第１のグループの
混合された照明を生成する、少なくとも２つの色合いを持つ光を発する、
　前記第２のグループの可視光源は、少なくとも１つの可視光源よりなり、
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　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成し、
かつここで、前記色合いの少なくとも１つの強度は、前記第１グループ－第２グループの
混合された照明の強度の少なくとも３５％である。
【請求項２８】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、（ｘ、ｙ）
座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９、０．
２４、を持つ４点により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を持つであろう。
【請求項２９】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項３０】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項３１】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項３２】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項３３】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項３４】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項３５】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項３６】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項３７】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項３８】
　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項３９】
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　請求項２７に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、飽和している。
【請求項４０】
　照明装置であって、以下のものからなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ少なくとも１つの白色光源、および、第１の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる少なくとも１つの付加的な可
視光源、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から選択され、
　ここで、前記白色光源よりの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源よりの光と
の混合は、７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項４１】
　請求項４０記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項４２】
　請求項４０記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項４３】
　請求項４０記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの白色光源からの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも５０％である。
【請求項４４】
　請求項４０記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの白色光源からの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも７５％である。
【請求項４５】
　請求項４０記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項４６】
　請求項４０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項４７】
　請求項４０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項４８】
　請求項４０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項４９】
　請求項４０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの追加的な可視光源は、飽和している。
【請求項５０】
　照明装置であって、以下のものからなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ少なくとも１つの白色光源、および、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、および第２の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、よりなる付加的な可視光源であって
、前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から選択され、
　ここで、前記白色光源よりの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源よりの光と
の混合は、７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項５１】
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　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項５２】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項５３】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも５０％である。
【請求項５４】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも７５％である。
【請求項５５】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項５６】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項５７】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項５８】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項５９】
　請求項５０に記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【請求項６０】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、お
よびルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある
色合いの光を発し、該複数の可視光源は、照明されるとき、全体で３つの異なる色合いを
発し、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなり、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成するものである。
【請求項６１】
　請求項６０記載の照明方法において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、以下の（ｘ
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、ｙ）座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９
、０．２４、を持つ４点により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を、持つ。
【請求項６２】
　請求項６０記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
ものである。　
【請求項６３】
　請求項６０記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
ものである。
【請求項６４】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項６５】
　請求項６０記載の照明方法において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項６６】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項６７】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項６８】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、固体発光素子であ
る。
【請求項６９】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、発光ダイオードで
ある。
【請求項７０】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、ルミネッセント材
料である。
【請求項７１】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、リン発光体である
。
【請求項７２】
　請求項６０に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、飽和している。
【請求項７３】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、お



(9) JP 2009-521806 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

よびルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある
色合いの光を発し、該複数の可視光源は、照明されるとき、全体で４つの異なる色合いを
発し、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなり、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源、および第２の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成するものである。
【請求項７４】
　請求項７３記載の照明方法において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、以下の (ｘ
、ｙ)座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９
、０．２４、を持つ４点により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を、持つ。
【請求項７５】
　請求項７３記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項７６】
　請求項７３記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項７７】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項７８】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項７９】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項８０】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項８１】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、固体発光素子であ
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る。
【請求項８２】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、発光ダイオードで
ある。
【請求項８３】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、ルミネッセント材
料である。
【請求項８４】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、リン発光体である
。
【請求項８５】
　請求項７３に記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、飽和している。
【請求項８６】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、お
よびルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある
色合いの光を発し、該複数の可視光源は、照明されるとき、全体で少なくとも３つの異な
る色合いを発し、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなり、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成するものであり、
　前記色合いの少なくとも１つの強度は、前記第１のグループ－第２のグループの混合さ
れた照明の強度の少なくとも３５％である。
【請求項８７】
　請求項８６記載の照明方法において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、以下の（ｘ
、ｙ）座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９
、０．２４、を持つ４点により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を、持つ。
【請求項８８】
　請求項８６記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。　
【請求項８９】
　請求項８６記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
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の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項９０】
　請求項８６記載の照明方法において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項９１】
　請求項８６記載の照明方法において、
　前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項９２】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項９３】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項９４】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項９５】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項９６】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項９７】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項９８】
　請求項８６に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【請求項９９】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ白色光源よりの光と、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる少なくとも１
つの付加的な可視光源からの光とを混合すること、前記少なくとも１つの付加的な可視光
源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料の中から独立に選択され、
　ここで、前記白色光源からの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源からの光を
混合することは、７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項１００】
　請求項９９記載の照明方法において、
　前記混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項１０１】
　請求項９９記載の照明方法において、
　前記混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項１０２】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも５０％である。
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【請求項１０３】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも７５％である。
【請求項１０４】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項１０５】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項１０６】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項１０７】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項１０８】
　請求項９９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【請求項１０９】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ白色光源よりの光と、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、および第２の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、よりなる付加的な可視光源からの光
とを混合すること、前記付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、
　ここで、前記白色光源からの光と、前記付加的な可視光源からの光を混合することは、
７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項１１０】
　請求項１０９記載の照明方法において、
　前記混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項１１１】
　請求項１０９記載の照明方法において、
　前記混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項１１２】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも５０％である。
【請求項１１３】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合された照明
の強度の少なくとも７５％である。
【請求項１１４】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項１１５】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項１１６】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
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　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項１１７】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項１１８】
　請求項１０９に記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連した出願への相互参照
　この出願は、その全体が参照によりここに組み入れられる、２００５年１２月２１日に
出願された米国仮特許出願第６０／７５２，５５５号の優先権の利益を主張するものであ
る。
【０００２】
　発明の分野
　本発明は、照明装置に関し、特に、１つ、またはそれ以上の固体発光素子を含む装置に
関係する。本発明はまた、１つ、またはそれ以上の固体発光素子を含み、かつ、任意に、
さらに１つ、またはそれ以上のルミネッセント材料（たとえば、１つ、またはそれ以上の
リン発光体）を含む、照明装置に関係する。特定の側面において、本発明は、１つ、また
はそれ以上の発光ダイオードを含み、かつ、任意に、さらに１つ、またはそれ以上のルミ
ネッセント材料を含む照明装置に関係する。本発明はまた、照明方法に向けられている。
【背景技術】
【０００３】
　発明の背景
　毎年、米国において生成される電気の多くの部分（いくつかの見積りは、２５％と高い
）は、照明に行っている。したがって、よりエネルギー効率の高い照明を与える、進行中
の必要がある。白熱電球は、エネルギー効率のよくない光源であることはよく知られてい
る　－　それらが消費する電気の約９０％は、光よりむしろ熱として開放される。蛍光灯
バルブは、白熱電球より、（約１０倍だけ）より効率的であるが、しかし、発光ダイオー
ド等の、固体発光素子に比較すると、まだ、きわめて非効率である。
【０００４】
　さらに、固体発光素子の通常の寿命に比較すると、白熱電球は、相対的に短い寿命、た
とえば、代表的に約７５０－１０００時間を持つ。比較するに、発光ダイオードの寿命は
、たとえば、一般に、数十年単位で、測定することができる。蛍光灯は、白熱灯より、よ
り長い寿命（たとえば、１０，０００－２０，０００時間）を持つが、しかし、色再現の
好ましさは低い。色再現は、代表的に、特定のランプにより点灯されるときの、対象物の
表面カラーのシフトの相対的な示しである演算色評価数（ＣＲＩ　Ｒａ）を用いて測定さ
れる。昼光色は、もっとも高いＣＲＩ（１００のＲａ）を持ち、白熱電球は、比較的近い
（９５より大きいＲａ）ものであり、蛍光照明は、より正確さが低い（７０－８０の代表
的Ｒａ）。あるタイプの特定化された照明は、相対的に低いＣＲＩを持つ（たとえば、水
銀蒸気またはナトリウムランプは、ともに、約４０、あるいは、さらにより低い、のよう
に低いＲａを持つ）。
【０００５】
　従来の電灯設備 により直面される問題は、照明装置（たとえば、電灯バルブ等）を、
周期的に置き換える必要である。このよう問題は、特に、アクセスが困難である（たとえ
ば、丸天井、ブリッジ、高いビル、交通トンネル）ところで、および／または、交換コス
トが極端に高いところで表明されている。従来の電灯設備の代表的な寿命は、少なくとも
約４４，０００時間の光発生装置の使用（２０年間にわたる１日６時間の使用に基づく）
に対応する、約２０年である。光発生装置の寿命は、代表的にもっと小さく、これにより
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、周期的な交換の必要を生じる。
【０００６】
　したがって、これらの、および他の理由により、努力は、固体発光素子を、白熱電球、
蛍光灯、および他の光発生装置の代わりに、広い領域の応用において用いることのできる
方法を、開発するために続けられてきた。さらに、発光ダイオード（または、他の固体光
発光素子）が、すでに使われ続けているところでは、努力は、たとえば、エネルギー効率
、演色評価数（ＣＲＩ）、コントラスト、有効性（ｌｍ／Ｗ）、および／または、サービ
ス期間、に関して、改善された発光ダイオードを与えるよう、行われ続けている。
【０００７】
　種々の固体発光素子は、よく知られている。たとえば、１つのタイプの固体発光素子は
、発光ダイオードである。発光ダイオードは、電流を光に変換するよく知られた半導体装
置である。広い範囲の発光ダイオードが、今も広がる目的の範囲のための、ますます広い
分野において使用されている。
【０００８】
　より特定的には、発光ダイオードは、電位差が、ｐｎ接合構造に対して印加されたとき
、光（紫外線、可視光、または赤外線）を、発する半導体装置である。発光ダイオード、
および、多くの関連する構造を作る多くの公知の方法があり、本発明は、任意のこのよう
な装置を用いることができる。たとえば、Ｓｚｅの半導体装置の物理学（１９８１年、第
２版）の第１２－１４章、および、Ｓｚｅの現代半導体装置物理学（１９９８）の第７章
は、発光ダイオードを含む、広い範囲の発光装置を、記述している。
【０００９】
　ここで使用される表現“発光ダイオード”は、基本的な半導体ダイオード構造（すなわ
ち、“チップ”）を意味するものとして用いられる。共通に認識され、商業的に入手可能
な“ＬＥＤ”であって、（たとえば、）電子ショップにおいて売られているものは、多く
の部品から作られている“パッケージされた”デバイスを表す。これらのパッケージされ
たデバイスは、代表的に、米国特許第４，９１８，４８７；５，６３１，１９０；および
５，９１２，４７７号明細書に記述されたような（しかしそれらに限定されない）半導体
ベースの発光ダイオード、種々のワイヤ接続、および、発光ダイオードを収容するパッケ
ージを含む。
【００１０】
　よく知られているように、発光ダイオードは、半導体活性（発光）層の導電帯と価電子
帯との間のバンドギャップを横切って電子を励起することにより、光を生成する。電子遷
移は、エネルギーギャップに依存する波長で、光を発生する。このように、発光ダイオー
ドにより発光された光の色（波長）は、発光ダイオードの活性層の半導体材料に依存する
。
【００１１】
　発光ダイオードの発展は、多くの態様で、照明産業を改革してきたが、発光ダイオード
の特徴のいくつかは、多くの挑戦を提示してきており、そのいくつかはまだ十分に満たさ
れていない。たとえば、任意の特定の発光ダイオードの発光スペクトルは、代表的に（発
光ダイオードの組成、および構造により予言されるように）単一波長の周りに集中してお
り、これは、いくらかの応用には好ましいが、他のもののためには、好ましくないもので
ある（たとえば、照明を与えるためには、このような発光スペクトルは、大変低いＣＲＩ
を与える）。
【００１２】
　白と感じられる光は、必然的に、２つ、またはそれ以上の色の（または、波長の）ブレ
ンドであるので、単一の発光ダイオードは、白色を生ずることはできない。“白色”発光
ダイオードは、各赤、緑、および青の発光ダイオードにより形成される発光ダイオードピ
クセルを持って製造されてきた。他の、“白色”発光ダイオードは、(1) 青色光を発生す
る発光ダイオード、および、(2) 前記発光ダイオード により発光された光による励起に
応答して黄色光を発するルミネッセント材料（たとえば、リン発光体）を含んで生成され
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、これにより、該青色光、および黄色光は、混合されたとき、白色光と感知される光を生
成する。
【００１３】
　さらに、非主要色の結合を生成する主要色の混合は、一般に、この、および他の技術に
おいて、よく理解されている。一般に、１９３１年のＣＩＥ色度図（１９３１年に設けら
れた主要色の国際標準）、および１９７６年のＣＩＥ色度図（１９３１年の色度図に類似
しているが、該図上の同様の距離は、認知される同様の色の差異を表現するよう修整され
ている）は、色を、主要色の重み付け加算として定義するための有用な参照を与える。
【００１４】
　発光ダイオードは、このように、個々に、または、任意の結合において、任意に、１つ
、またはそれ以上のルミネッセント材料（リン発光体、またはシンチレータ）、および／
または、フィルターとともに使用されて、任意の所望の感受される色（白を含む）を生成
することができる。したがって、現存する光源を、発光ダイオード光源により、たとえば
、エネルギー効率、演色評価数（ＣＲＴ）、有効性（ｌｍ／Ｗ）、および／または、サー
ビス期間、に関して改善するために置き換えるよう、努力がなされつづけている領域は、
任意の特定の色の光、あるいは色のブレンドの光に、限定されるものではない。
【００１５】
　広い多種多様性のルミネッセント材料（たとえば、その全体が参照によりここに組み入
れられる、米国特許第６，６００，１７５号明細書に開示されているように、ルミファー
、あるいはルミノフォリック材料としても知られている）は、公知であり、当業者にとっ
て入手可能である。例えば、リン発光体は、たとえば、励起放射源により励起されたとき
、反応性の放射（例えば、可視光線）を発するルミネッセント材料である。多くの場合、
応答する放射は、励起する放射の波長と異なる波長を持つ。ルミネッセント材料の他の例
は、紫外線を照射されると、可視スペクトル内において輝くシンチレーター、昼日グロー
テープ、およびインクを含む。
【００１６】
　ルミネッセント材料は、ダウンコンバートするもの、すなわち、フォトンをより低いエ
ネルギーレベル（より長い波長）に変換する材料である、あるいは、アップコンバートす
るもの、すなわち、フォトンをより高いエネルギーレベル（より短い波長）に変換する材
料である、ものとして分類されることができる。
【００１７】
　ルミネッセント材料を、ＬＥＤ装置内に含むことは、上記したように、ルミネッセント
材料を、清浄な収容材料（たとえば、エポキシ系、またはシリコーン系材料）に、たとえ
ば、ブレンディングまたはコーティングプロセスにより、付加することにより遂行されて
きた。
【００１８】
　たとえば、米国特許第６，９６３，１６６号明細書（Ｙａｎｏ‘１６６）は、従来の発
光ダイオードランプが、発光ダイオードチップ、発光ダイオードチップを覆うための弾丸
形状透明ハウジング、電流を発光ダイオードチップに供給する導線、および、発光ダイオ
ードチップの放射を一定の方向に反射するためのチップ反射器、そこにおいては、発光ダ
イオードチップは、第１の樹脂部分により収容されており、これは、さらに第２の樹脂部
分により収容されている、を含むことを開示している。Ｙａｎｏ‘１６６によれば、第１
の樹脂部分は、カップリフレクタを樹脂材料で満たし、それを、発光ダイオードチップが
、カップリフレクタの底上にマウントされ、そののち、そのカソード、およびアノード電
極が、ワイヤによりリードに電気的に接続された後に、キュアーすることにより得られる
。Ｙａｎｏ‘１６６によれば、リン発光体は、発光ダイオードチップから出射された光Ａ
により励起されるよう、第１の樹脂部分において分散され、該励起されたリン発光体は、
光Ａより長い波長を持つ蛍光発光（“光Ｂ”）を生成し、該光Ａの一部は、リン発光体を
含む第１の樹脂部分を通って送信され、結果として、光Ａと光Ｂの混合物である光Ｃが、
照明として用いられる。
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【００１９】
　上記したように、“白ＬＥＤ光”（すなわち、白、または、白に近いと感受される光）
は、白い白熱電球に対する可能な置き替えとして研究されて来た。白色ＬＥＤランプの代
表的な例は、ガリウム窒化物から作られる青色発光ダイオードチップのパッケージ、これ
は、ＹＡＧ等のリン発光体によりコートされる、を含む。このようなＬＥＤランプにおい
て、青色発光ダイオードチップは、約４５０ｎｍの波長を持つ放射を生成し、リン発光体
は、その放射を受信したとき、約５５０ｎｍのピーク波長を持つ黄色の蛍光を生成する。
たとえば、ある設計においては、白色発光ダイオードは、青色発光半導体発光ダイオード
の外部表面上に、セラミックリン発光体層を形成することにより、製造される。発光ダイ
オードチップより出射される青色光の一部は、リン発光体を通過し、一方、該発光ダイオ
ードチップより出射される青色光の一部は、リン発光体により吸収され、これは、励起さ
れ、黄色光を発する。発光ダイオードチップより出射され、リン発光体を通過した青色光
の一部は、リン発光体により発射された黄色光と混合される。観察者は、青、および黄色
の光の混合物を、白色光として感受する。
【００２０】
　また上記したように、もう１つのタイプのＬＥＤランプにおいては、紫外光を発射する
発光ダイオードチップは、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）光光線を生成するリン発光体材
料と結合される。このようなＬＥＤランプにおいては、発光ダイオードチップから放射さ
れた紫外線は、リン発光体を励起し、該リン発光体をして、赤、緑、青の光線を発射せし
め、これらは混合されて、人の目により白色光として感受される。その結果、白色光はま
た、これらの光線の混合物としても、得られる。
【００２１】
　既存のＬＥＤ構成要素パッケージ、および他の電子回路が、１つの電気設備内にアセン
ブルされる設計が与えられてきた。このような設計において、パッケージ化されたＬＥＤ
は回路基板にマウントされ、該回路基板はヒートシンクにマウントされ、かつ、該ヒート
シンクは、所望の駆動電子回路とともに、固定ハウジングにマウントされる。多くの場合
において、追加的な光学部品（パッケージ部品に対して２次的な）が、また必要である。
【００２２】
　発光ダイオードを、他の光源、例えば、白熱電球、に置き換えて用いるにおいては、パ
ッケージされたＬＥＤは、従来の電灯設備、たとえば、中空レンズ、および該レンズに取
り付けられたベースプレートを含む、電灯設備とともに使用されてきており、該ベースプ
レートは、電気的に電源に結合された１つ、またはそれ以上のコンタクトを持つ従来のソ
ケットハウジングを持っている。例えば、ＬＥＤ光バルブは、電気回路基板、該回路基板
上にマウントされた複数のパッケージ化されたＬＥＤ、および、該回路基板に取り付けら
れ、かつ、電灯設備のソケットハウジングに接続されるよう適合された接続ポストよりな
って、構成されており、これにより、該複数のＬＥＤは、電源により、照明されることが
できる。
【００２３】
　固体発光素子、たとえば、発光ダイオードを用いて、より広い多様性のある応用におい
て、白色光を、改善されたエネルギー効率をもって、改善されたＣＲＩを持って、改善さ
れた有効性（ｌｍ／Ｗ）を持って、および／または、より長いサービス期間をもって、与
える方法についての、継続的な要求がある。
【特許文献１】米国特許第６，６００，１７５号明細書
【特許文献２】米国特許第６，９６３，１６６号明細書
【特許文献３】米国特許出願第６０／７５２，７５３号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２４】
　発明の簡単なサマリー
　比較的効率的であるが、代表的に７５より低い、貧弱な演色評価数Ｒａを持ち、かつ、
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赤色の演色評価数において特に欠陥があり、かつ、緑においてかなりの程度まで欠陥のあ
る、“白”色ＬＥＤ光源がある。これは、代表的な人間の顔の色つや、食物品目、ラベリ
ング、ペインティング、ポスター、サイン、アパレル、ホームデコレーション、植物、フ
ラワーズ、自動車、等を含む多くのものが、白熱灯、または自然昼日光で照明されるのに
比較して、奇妙な、または悪い色を表すことを意味する。代表的に、このような白いＬＥ
Ｄは、約５０００Ｋの色温度を持ち、これは一般に、一般の照明としては、視覚的に快適
なものではなく、これはしかし、商業的プロデュース、または広告および印刷された資料
の照明としては、望ましいものであり得る。
【００２５】
　いくつかの、いわゆる“暖かい白い”ＬＥＤは、室内使用のための、より受け入れ可能
な色温度（２７００－３５００Ｋ）、および、良いＣＲＩ（黄色と赤のリン発光体混合物
の場合、Ｒａ＝９５と高い）をもつが、しかし、それらの有効性は、標準“白”ＬＥＤｓ
のそれの半分よりずっと小さい。
【００２６】
　ＲＧＢ　ＬＥＤランプにより照明された色のついた対象物は、ときどき、それらの本当
の色においては現われない。たとえば、黄色光のみを反映し、そのため、白色光により照
明されたとき、黄色であるように現れる対象物は、ＲＧＢ　ＬＥＤ電灯設備の赤、および
、緑のＬＥＤにより生成される、明らかな黄色を持つ光により照明されたとき、より鈍く
現れ、弱められる。このような電灯設備はそれゆえ、特に、劇場ステージ、テレビジョン
セット、ビルのインテリア、またはディスプレーウィンドウ等の種々の設定を照明すると
きは、優秀な色演出を与えないものと考慮される。さらに、緑ＬＥＤは、現在のところ、
非効率であり、このため、このようなランプの効率を低減させる。
【００２７】
　広い多様性の色合いを持つＬＥＤを用いることは、同様に、いくつかは低効率のものを
含む、広い範囲の効率を持つＬＥＤｓの使用を必要とするものであり、これにより、この
ようなシステムの効率を低減し、多くの異なるタイプのＬＥＤを制御する回路網の複雑さ
と、コストを劇的に増大させ、かつ、該光の色バランスを維持する。
【００２８】
　それゆえ、白ＬＥＤの効率および寿命を、受け入れ可能な色温度、および良い演色評価
数の広いあらゆる種類の、かつ簡単な制御回路と結合させる（すなわち、比較的非効率の
光源の使用を避けるもの）、高効率の固体白色光源の必要がある。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　本発明の１つの側面において、２つ、またはそれ以上の可視光源からの照明、それは、
もし、任意の他の光がないところで混合されれば、白、あるいは白に近い、と感受される
結合された照明を生成するのは、１つ、またはそれ以上の付加的な可視光源からの照明と
混合され、このように生成された光の混合物からの照明は、１９３１年ＣＩＥ色度図（ま
たは１９７６年ＣＩＥ色度図）上の黒体位置上、または、その近くにあり、該可視光源の
おのおのは、固体発光素子およびルミネッセント材料の中から独立に選択されるものであ
る。
【００３０】
　本発明に関係する論議において、もし、任意の他の光の存在しないところで結合されれ
ば、白、あるいは、白に近い、と感受される照明を生成する光を、生成する２つ、または
それ以上の可視光源は、ここで、“白色光生成源”と言われる。上記で言われた１つ、ま
たはそれ以上の追加的な可視光源は、ここで、“追加的な光源”と言われる。
【００３１】
　個々の追加的な可視光源は、飽和しているものでもよく、飽和していないもの、でもよ
い。ここで使われるように、“飽和された”は、少なくとも８５％の純度を持つことを意
味し、該用語“純度”は、当業者によく知られている意味を持ち、かつ、純度を計算する
手順は、当業者によく知られている。
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【００３２】
　本発明のもう１つの側面において、貧しいＣＲＩ（たとえば、７５またはそれ以下）を
持つ“白色”光源（すなわち、人間の目により白、または白に近い、と感受される光を生
成する光源）が、１つ、またはそれ以上の他の光源と、白色光源からの光をスペクトル的
に向上する（たとえば、ＣＲＩを増大する）ために結合されている、照明装置がある。
【００３３】
　本発明の側面は、１９３１年ＣＩＥ（照明国際委員会）色度図、または１９７６年ＣＩ
Ｅ色度図のいずれか上で表現されることができる。図１は、１９３１年ＣＩＥ色度図を示
す。図２は、１９７６年色度図を示す。図３は、１９７６年色度図の拡大された部分を、
黒体の場所を、より詳細に示すために示す。当業者は、これらの図をよく知っており、か
つ、これらの図は、（たとえば、インターネット上で、“ＣＩＥ色度図”をサーチするこ
とにより、）容易に利用可能である。
【００３４】
　ＣＩＥ色度図は、２つのＣＩＥパラメータｘおよびｙ（１９３１年色度図の場合）、ま
たはu’ およびv’ （１９７６年色度図の場合）により、人間のカラー感受性を描き出す
。ＣＩＥ色度図の技術的説明のために、たとえば、「物理科学および技術百科事典」、 V
ol. ７、２３０-２３１（ロバートＡメイヤー、１９８７版）を参照ください。スペクト
ルカラーは、人間の目によって認知される色合いのすべてを含む、外枠を描かれたスペー
スのエッジの周りに分布する。 境界線ラインは、スペクトルカラーのための、最大飽和
を表現する。 上記したとおり、１９７６年ＣＩＥ色度図は、１９３１年色度図に、１９
７６年図が、該図上の同様の距離は、認知される同様の色の差異をあらわすよう、修整さ
れている点以外、類似している。
【００３５】
　１９３１年の図において、該図上の点からのずれが、座標により、あるいは、感受され
る色の相違の程度に関する示しを与えるために、ＭａｃＡｄａｍ楕円により、のいずれか
により与えられ得る。たとえば、１９３１年図上の特定のセットの座標により定義される
特定された色合いから１０個のＭａｃＡｄａｍ楕円以内であるとして定義される点の場所
は、前記特定された色合いから共通の範囲だけ異なるとしておのおの感受される色合いか
らなる（かつ、ＭａｃＡｄａｍ楕円の他の量だけ、特定の色合いから間隔をあけて配置さ
れていると定義される点の位置についても同様である。）
【００３６】
　１９７６図上の同様の距離は、同様の感受される色の相違を表現するので、１９７６図
上の点からのずれは、座標u’ およびv’ により、たとえば、点＝（Δu’ 2 + Δv'2) 1
/2　からの距離により表現されることができ、おのおの特定の色合いから共通の距離にあ
る点の位置により定義される色合いは、前記特定の色合いから共通の度合だけ異なるとお
のおの感受される色合いよりなる。
【００３７】
　図１－図３に示される色度図座標、およびＣＩＥ色度図は、多くの本、および、他の刊
行物、たとえば、Ｋ．Ｈ．バトラー、“蛍光ランプリン発光体”（ペンシルベニア州立大
学プレス１９８０）、９８－１０７ページ、および、Ｇ．ブラッセ等、“ルミネッセント
材料”（スプリング出版社１９９４）、１－９－１１０ページ、に詳細に記述されており
、ともに参照によりここに組み入れられる。
【００３８】
　黒体位置に沿って横たわる色度座標（すなわち、カラー点）は、プランクの方程式：
　Ｅ（λ） ＝ Ａλ -5 / （ｅ(B/T) － ｌ）
　ここで、Ｅは、出射強度であり、λは、出射波長であり、Ｔは、黒体の色温度であり、
ＡおよびＢは、定数である、
に従う。黒体位置上、またはその近くに横たわるカラー座標は、人間の観察者に対し、楽
しみのある白い光を引き出す。１９７６年のＣＩＥ図は、黒体位置に沿っての温度のリス
トを含む。これらの温度リストは、このような温度への増大をもたらす黒体放射体のカラ
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ーパスを示す。加熱された対象が、白熱体となるとき、それは最初に赤みを帯びて輝き、
そののち、黄色っぽく輝き、そののち、白く輝き、そして、最後に、青みがかって輝く。
これは、黒体放射体のピーク放射と関連する波長が、ウィーン変位法と一貫して、増大し
た温度とともにますます短くなるために起こる。黒体位置の上に、または近くにある光を
生成する発光体は、このように、それらの色温度により記述されることができる。
【００３９】
　また１９７６年ＣＩＥ図上に描かれているのは、指定Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、およびＥであり
、これらは、それぞれ、照明体Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、およびＥとして、対応して特定された、
いくつかの標準照明体により生成される光に言及している。
【００４０】
　ＣＲＩは、照明システムのカラー演出が、どのように、黒体放射体、または他の定義さ
れた参照のそれと比較されるかの相対的なメジャーである。該ＣＲＩ　Ｒａは、もし、照
明システムにより照明される１組のテストカラーのカラー座標が、参照放射体により放射
される同じテストカラーの座標と同じであれば、１００に等しい。
【００４１】
　本発明の１つの側面によれば、照明装置は、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で４より多くない異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、上記したように、第１のグループの混合された照明を生成する、
２つの色合いを持つ光、すなわち、それは、白、または白に近いと感受される、および／
または、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、以下の（ｘ、ｙ）座標を持つ５つの点により定義
される領域内にある色座標（ｘ、ｙ）を持つ光を発する、ここで、上記５つの点は、点１
－（０．５９、０．２４）、点２－（０．４０、０．５０）、点３－（０．２４、０．５
３）、点４－（０．１７、０．２５）、点５－（０．３０、０．１２）、である、すなわ
ち、前記第１のグループの混合された照明は、点１を点２に接続する線セグメント、点２
を点３に接続する線セグメント、点３を点４に接続する線セグメント、点４を点５に接続
する線セグメント、および、点５を点１に接続する線セグメントにより定義される領域内
のカラー座標（ｘ、ｙ）を持つ、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの、ま
たはそれ以上の可視光源、および、任意に、第２の色合いを持つ１つ、またはそれ以上の
可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を
生成する。
【００４２】
　本発明のこの側面において、第１のグループの混合された照明は、代わりに、１９７６
年ＣＩＥ色度図上の、u’ および、v’ の対応する値により特徴づけられることができる
、すなわち、第１のグループの混合された照明は、白、あるいは、白に近いと感受される
、および／または、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、（u’, v’ ）座標：点１－（０．５
０、０．４６）、点２－（０．２０、０．５５）、点３－（０．１１、０．５４）、点４
－（０．１２、０．３９）、点５－（０．３２、０．２８）、を持つ５つの点により定義
される領域内にある（u’, v’ ）カラー座標を持つ。
【００４３】
　たとえば、特定の実施形態において、点２で与えられる光は、占有波長５６９ｎｍおよ
び純度６７％を持ち、点３で与えられる光は、占有波長５２２ｎｍおよび純度３８％を持



(20) JP 2009-521806 A 2009.6.4

10

20

30

40

50

ち、点４で与えられる光は、占有波長４８５ｎｍおよび純度６２％を持ち、点５で与えら
れる光は、および純度２０％を持つことができる。
【００４４】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、第１のグループの混合された照明
は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、以下の （ｘ、ｙ）座標：点１－（０．４１、０．
４５）、点２－（０．３７、０．４７）、点３－（０．２５、０．２７）、点４－（０．
２９、０．２４）（すなわち、第１のグループの混合された照明は、１９７６年ＣＩＥ色
度図上の、(u’, v’) 座標：点１－（０．２２、０．５３）、点２－（０．１９、０．
５４）、点３－（０．１７、０．４２）、点４－（０．２１、０．４１）、を持つ４つの
点により定義される領域内にあるカラー座標(u’, v’)を持つ　－　たとえば、特定の実
施形態において、点１で与えられる光は、占有波長５７３ｎｍおよび純度５７％を持ち、
点２で与えられる光は、占有波長５６５ｎｍおよび純度４８％を持ち、点３で与えられる
光は、占有波長４８２ｎｍおよび純度３３％を持ち、点４で与えられる光は、占有波長４
４６ｎｍおよび純度２８％を持つことができる。
【００４５】
　本発明の側面内のいくつかの実施形態において、第１のグループの可視光源からの光の
結合された強度は、第１グループ－第２グループの混合された照明の強度の少なくとも６
０％（いくつかの実施形態においては、少なくとも７０％）である。
【００４６】
　本発明のもう１つの側面によると、以下のものよりなる照明装置が、与えられる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択されるものであり、該可視光源のおのおのは、照明されたとき、ある
色合いの光を発するものであり、該可視光源は、照明されたとき、全体で少なくとも３つ
の異なる色合いを発するものであり、
　該可視光源は、第１のグループの可視光源、および、第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されたとき、もし、任意の他の光のないところ
で混合されると、白、または白に近いと感受される、および／または、１９３１年ＣＩＥ
色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：点１－（０．５９、０．２４）、点２－（０．４０、０．
５０）、点３－（０．２４、０．５３）、点４－（０．１７、０．２５）、点５－（０．
３０、０．１２）、を持つ５つの点により定義される領域内にあるカラー座標（ｘ、ｙ）
を持つ第１のグループの混合された照明を生成する少なくとも２つの色合いをもつ光を発
する可視光源よりなり、
　前記第２のグループの可視光源は、少なくとも１つの付加的な可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２の可視光源からの光との
混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１０ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内である（または、いくつかの実施形態においては、６ＭａｃＡｄａｍ楕円内
である、または、いくつかの実施形態においては、３ＭａｃＡｄａｍ楕円内である）、あ
る色合いを持つ第１のグループ－第２のグループ混合照明を生成するものであり、
　かつそこでは、前記色合いの少なくとも１つの強度は、前記第１のグループ－第２のグ
ループ混合照明の強度の少なくとも３５％である。
【００４７】
　表現「強度」は、ここではその通常の使用に従って、すなわち、与えられた領域に渡っ
て生成される光の量を言及するように使用されており、ルーメン、またはカンデラ等の単
位で、測定される。
【００４８】
　本発明のこの側面において、第１のグループの混合照明は、代わりに、１９７６年ＣＩ
Ｅ色度図上の、u’ および、v’ の対応する値により、すなわち、白、または白に近いと
感受される、および／または、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、以下の(u’, v’)座標を持
つ５つの点：点１－（０．５０、０．４６）、点２－（０．２０、０．５５）、点３－（
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０．１１、０．５４）、点４－（０．１２、０．３９）、点５－（０．３２、０．２８）
、により定義される領域内にあるカラー座標(u’, v’) を持つ第１のグループの混合照
明により、特徴づけられ得る。
【００４９】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、第１のグループの混合された照明
は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、以下の（ｘ、ｙ）座標を持つ４つの点：点１－（０
．４１、０．４５）、点２－（０．３７、０．４７）、点３－（０．２５、０．２７）、
点４－（０．２９、０．２４）により定義される領域にあるカラー座標を持つ（すなわち
、第１のグループの混合された照明は、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、(u’, v’) 座標
：点１－（０．２２、０．５３）、点２－（０．１９、０．５４）、点３－（０．１７、
０．４２）、点４－（０．２１、０．４１）、を持つ４つの点により定義される領域内に
あるカラー座標(u’, v’)、を持つ）－　たとえば、特定の実施形態においては、点１で
与えられる光は、５７３ｎｍの占有波長および５７％の純度をもち、を持ち、点２により
与えられる光は、５６５ｎｍの占有波長および４８％の純度をもち、点３により与えられ
る光は、４８２ｎｍの占有波長および３３％の純度をもち、点４により与えられる光は、
４４６ｎｍの占有波長および２８％の純度を持つ。
【００５０】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、第１のグループの可視光源よりの
光の混合された強度は、第１のグループ－第２のグループ混合照明の強度の少なくとも６
０％（いくつかの実施形態においては、少なくとも７０％）である。
【００５１】
　本発明の特定の実施形態においては、可視光源の少なくとも１つは、固体発光素子であ
る。
　本発明の特定の実施形態において、複数の可視光源のうちの少なくとも１つは、発光ダ
イオードである。
　本発明の特定の実施形態において、複数の可視光源のうちの少なくとも１つは、ルミネ
ッセント材料である。
　本発明の特定の実施形態において、複数の可視光源のうちの少なくとも１つは、リン発
光体である。
　本発明の特定の実施形態において、複数の可視光源のうちの少なくとも１つは、発光ダ
イオードであり、複数の可視光源のうちの少なくとも１つは、ルミネッセント材料である
。
　本発明の特定の実施形態において、第１のグループの混合された照明の強度は、第１の
グループ－第２のグループ混合照明の強度の少なくとも７５％である。
【００５２】
　本発明のもうひとつの側面によると、以下のものからなる照明装置が、与えられる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ、少なくとも１つの白色光源、および、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる少なくとも１
つの付加的な可視光源であって、該少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子
及びルミネッセント材料の中から選択されるものであり、
　ここで、前記白色光源からの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源からの光と
の混合は、７５より大きいＣＲＩを持つ混合された照明を生成する。
【００５３】
　本発明のこの側面内でのいくつかの実施形態においては、前記少なくとも１つの白色光
源からの光の結合された強度は、混合された照明の強度の少なくとも５０％（いくつかの
実施形態においては、少なくとも７５％）である。
【００５４】
　本発明のもう１つの他の実施形態によれば、以下のものからなる照明装置が、与えられ
る：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ、少なくとも１つの白色光源、および、
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　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、および第２の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる付加的な可視光源であって、
前記付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料の中から選択される
ものであり、
　ここで、前記白色光源からの光と、前記付加的な可視光源からの光の混合は、７５より
大きいＣＲＩを持つ、混合された照明を生成する。
【００５５】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つの白色光源か
らの光の結合された強度は、前記混合された照明の強度の少なくとも５０％（いくつかの
実施形態においては、少なくとも７５％）である。
【００５６】
　本発明のもう１つの側面によると、以下のものよりなる照明方法が、与えられる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源はおのおの、固体発光素子、およ
びルミネッセント材料から独立に選択されるものであり、各可視光源は、照明されるとき
、ある色合いの光を発するものであり、該可視光源は、照明されるとき、全体で３つの異
なる色合いを発するものであり、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなるものであり；
　前記第１の可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光がないところで混合され
れば、１９３１年ＣＩＥ色度図上の、ｘ、ｙ座標:０．５９、０．２４；０．４０、０．
５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．１２、を持つ５つの点
により定義される領域内にあるｘ、ｙカラー座標を持つ第１のグループの混合された照明
を生成する、２つの色合いを持つ光を発する可視光源よりなり、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源よりの光と、前記第２のグループの可視光源よ
りの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内である（または、いくつかの実施形態においては、６ＭａｃＡｄ
ａｍ楕円内である、または、いくつかの実施形態においては、３ＭａｃＡｄａｍ楕円内で
ある）、ある色合いを持つ第１のグループ－第２のグループ混合照明を生成するものであ
る。
【００５７】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、前記第１のグループの混合された
照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、以下の（ｘ、ｙ）座標を持つ４つの点：点１－
（０．４１、０．４５）、点２－（０．３７、０．４７）、点３－（０．２５、０．２７
）、点４－（０．２９、０．２４）、により定義される領域内にあるカラー座標（ｘ、ｙ
）を、持つ。
【００５８】
　本発明のこの側面内でのいくつかの実施形態において、前記第１のグループの可視光源
からの光の結合された強度は、前記第１のグループ－第２のグループの混合された照明の
強度の少なくとも６０％（いくつかの実施形態においては、少なくとも７０％である）。
【００５９】
　本発明のもう１つの側面によれば、以下のものからなる照明方法が、与えられる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源はおのおの、固体発光素子および
ルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合
いを持つ光を発し、該可視光源は、照明されるとき、全体で４つの異なる色合いを発する
ものであり、
　該可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりなり
、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光のないところ
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で混合されれば、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、０．５９、０．２４；０．４０、０．
５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．１２、の５つの点によ
り定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１のグループの混合された照明
を生成する２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源、および、第２の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源よりの光と、前記第２のグループの可視光源よ
りの光とを混合することは、１９３１年の色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の
、１０ＭａｃＡｄａｍ楕円内（あるいは、いくつかの実施形態においては、６ＭａｃＡｄ
ａｍ楕円内、またはいくつかの実施形態においては、３ＭａｃＡｄａｍ楕円内）である、
ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成するものである。
【００６０】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態においては、第１のグループの混合された照
明は、１９３1年ＣＩＥ色度図上の、（ｘ，ｙ）座標：点１－（０．４１、０．４５）、
点２－（０．３７、０．４７）、点３－（０．２５、０．２７）、点４－（０．２９、０
．２４）、を持つ４つの点により定義される領域内にあるカラー座標（ｘ，ｙ）を、持つ
。
【００６１】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態においては、第１のグループの可視光源から
の光の結合された強度は、第１のグループ－第２のグループ混合照明の強度の少なくとも
６０％（いくつかの実施形態においては、少なくとも７０％）である。
【００６２】
　本発明のもう１つの側面によれば、以下のものからなる照明方法が、与えられる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源はおのおの、固体発光素子および
ルミネッセント材料から独立に選択されるものであり、該可視光源のおのおのは、照明さ
れるとき、全体で少なくとも３つの異なる色合いを発するものであり、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光がないところ
で混合されれば、１９３１年ＣＩＥ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．２４；
０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．１２、
を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１のグルー
プの混合照明を生成する、少なくとも２つの色合いを持つ光を発する可視光源よりなるも
のであり、
　前記第２のグループの可視光源は、少なくとも１つの付加的な可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源よりの光と、前記第２のグループの可視光源よ
りの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の、少なくとも１つの点の、
１０ＭａｃＡｄａｍ楕円内（または、いくつかの実施形態においては、６ＭａｃＡｄａｍ
楕円内、または、いくつかの実施形態においては、３ＭａｃＡｄａｍ楕円内）にある、あ
る色合いを持つ第１のグループ－第２のグループ混合照明を生成し、
　かつここでは、前記色合いの少なくとも１つの強度は、前記第１のグループ－第２のグ
ループ混合照明の強度のすくなくとも３５％である。
【００６３】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、第１のグループの混合された照明
は、１９３１年色度図上の、（ｘ、ｙ）座標: 点１ - （０．４１、０．４５）; 点２ - 
（０．３７、０．４７）; 点３ - (０．２５、０.２７); および、点４ - （０．２９、
０．２４）、を持つ、４つの点により定義される領域内にあるカラー座標（ｘ、ｙ）を、
持つ。
【００６４】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、第１のグループの可視光源からの
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光の結合された強度は、第１のグループ－第２のグループの混合された照明の少なくとも
６０％（いくつかの実施形態においては、少なくとも７０％）である。
【００６５】
　本発明のもう１つの実施形態によれば、以下のものよりなる照明方法が、与えられる：
　７５またはそれより小さいＣＲＩを持つ少なくとも１つの白色光源からの光と、第１の
付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる、少なくとも１つの付
加的な可視光源よりの光とを混合すること、該少なくとも１つの付加的な可視光源は、固
体発光素子、およびルミネッセント材料の中から選択されている、
　ここで、前記白色光源からの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源からの光と
の混合は、７５より大きいＣＲＩを持つ混合された照明を生成する。
【００６６】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つの白色光源か
らの光の結合された強度は、前記混合された照明の強度の、少なくとも５０％（いくつか
の実施形態においては、少なくとも７５％）である。
【００６７】
　本発明のもう１つの側面によれば、以下のものよりなる照明方法が、与えられる：
　７５またはそれより小さいＣＲＩを持つ少なくとも１つの白色光源からの光と、第１の
付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、および第２の付加的な色合い
を持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる付加的な可視光源よりの光とを、混合
すること、該付加的な可視光源は、固体発光素子およびルミネッセント材料の中から選択
され、
　ここで、前記白色光源よりの光と、前記付加的な可視光源よりの光とを混合することは
、７５より大きいＣＲＩを持つ混合された照明を、生成する。
【００６８】
　本発明のこの側面内のいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つの白色光源よ
りの光の結合された強度は、前記混合された照明の強度の少なくとも５０％（いくつかの
実施形態においては、少なくとも７５％）である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００６９】
　本発明は、以下の図面、および、以下の発明の詳細な説明を参照して、より十分に理解
されるであろう。
【００７０】
　発明の詳細な記述
　上記したとおり、本発明の１つの側面において、照明装置、そこでは、低いＣＲＩ（た
とえば、７５またはそれ以下）を持つ“白色”光源（すなわち、人間の目により、白であ
る、あるいは、白に近い、と感受される光を生成する光源）が、白色光源からの光を、ス
ペクトル的に向上させる（すなわち、ＣＲＩを増大させる）ために、１つ、またはそれ以
上の他の光源と結合されている、が、設けられる。
【００７１】
　上記したように、本発明のもう１つの側面においては、もし、任意の他の光のないとこ
ろで混合されれば、白、あるいは、白に近いと感受される、結合された照明を生成するで
あろう、２つ、またはそれ以上の可視光源からの照明は、１つ、またはそれ以上の付加的
な可視光源からの照明と、混合され、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびル
ミネッセント材料から、独立に選択されている。
【００７２】
　当業者は、低いＣＲＩを持つ広い範囲の“白色”光源をよく知っており、かつ、任意の
このような光源は、本発明によって使用することができる。たとえば、このような“白色
”光源は、メタルハライド光、ナトリウム光、放電ランプ、および、いくらかの蛍光を含
む。
【００７３】
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　任意の所望の固体発光素子は、本発明にしたがって使用することができる。当業者は、
広い範囲のこのような発光素子を知っており、容易にアクセスすることができる。このよ
うな固体発光素子は、無機の、および有機の発光素子を含む。このような発光素子のタイ
プの例は、発光ダイオード（無機、または有機）、レーザダイオード、および薄膜エレク
トロルミネッセントデバイス、を含み、それらのおのおのの広い範囲のものが、技術にお
いてよく知られている。
【００７４】
　上記したように、当業者は、広い範囲の固体発光素子、広い範囲の発光ダイオード、広
い範囲のレーザダイオード、および、広い範囲の薄膜エレクトロルミネッセント材料をよ
く知っており、それゆえ、このようなデバイスを、および／または、このようなデバイス
がそれから作られる材料を、詳細に記述する必要はない。
【００７５】
　上記したように、本発明による照明装置は、任意の所望の固体発光素子よりなることが
できる。たとえば、本発明による照明装置は、５０個またはそれ以上の発光ダイオード、
を含むことができ、または、１００個またはそれ以上の発光ダイオード等、を含むことが
できる。一般に、現在の発光ダイオードでは、より大きい効率は、より大きい数の、より
小さい発光ダイオード（たとえば、０．１ｍｍ2の表面領域をおのおの持つ１００個の発
光ダイオード　対　０．４ｍｍ2の表面領域をおのおの持つ２５個の発光ダイオード、し
かし、その他は同じである）を用いて、達成することができる。
【００７６】
　同様に、より低い電流密度で動作する発光ダイオードは、一般に、より効率的である。
任意の特定の電流を引き出す発光ダイオードは、本発明により使用することができる。本
発明の１つの側面において、５０ｍＡより大きくない電流をおのおの引き出す発光ダイオ
ードが使用される。
【００７７】
　該１つの、あるいは、より多くのルミネッセント材料は、もし存在すれば、任意の所望
の材料であることができる。上記したように、当業者は、広い範囲のルミネッセント材料
をよく知っており、容易にアクセスできる。該１つ、またはそれ以上のルミネッセント材
料は、ダウンコンバーティングのもの、あるいは、アップコンバーティングのものである
ことができ、あるいは、両タイプの結合を含むことができる。
【００７８】
　たとえば、該１つ、またはそれ以上のルミネッセント材料は、紫外線を照射されたとき
、可視スペクトルで輝く、リン発光体、シンチレーター、昼日グローテープ、インク等、
から、選択することができる。
【００７９】
　該１つ、またはそれ以上のルミネッセント材料は、設けられるとき、任意の所望の形態
で与えられることができる。たとえば、該ルミネッセントは、シリコーン材料、またはエ
ポキシ等の、樹脂（たとえば、ポリマーマトリックス）内に埋め込むことができる。
【００８０】
　本発明の照明装置における可視光源は、任意の所望の形態で、配列され、マウントされ
、電気を供給されることができ、かつ、任意の所望のハウジング、または電気設備上にマ
ウントされることができる。当業者は、広い範囲の配置、マウンティングスキーム、電源
供給装置、ハウジングおよび電気設備をよく知っており、任意のこのような配列、スキー
ム、装置、ハウジング、および電気設備を、本発明と関連して使用することができる。本
発明の照明装置は、任意の所望の電源に電気的に接続されることができ、当業者は、広い
範囲のこのような電源をよく知っている。
【００８１】
　可視光源の配列の典型的な例、可視光源をマウントするためのスキーム、可視光源に電
気を供給するための装置、可視光源のためのハウジング、可視光源のための電気設備、お
よび可視光源のための電源、であって、本発明の照明装置に適切なものは、その全体が参
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照によりここに組み入れられる、米国特許出願第６０／７５２，７５３号，２００５年１
２月２１日出願、“照明装置”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、アントニーポール
　ヴェントヴェン、ニールハンター）、に開示されている。
【００８２】
　本発明による装置は、さらに、１つ、またはそれ以上の長寿命冷却装置（たとえば、極
高い寿命を持つファン）を備えることができる。このような長寿命冷却装置は、空気を移
動させる、“中国ファン”としての、ピエゾ電気、または磁気抵抗材料（たとえば、ＭＲ
，ＧＭＲ，及び／またはＨＭＲ材料）よりなることができる。本発明による装置を冷却す
るにおいて、代表的に、境界層を破壊するに十分な空気のみが、１０から１５℃の温度低
下を引き起こすのに必要とされる。ここで、このような場合において、強い“そよ風”ま
たは、大きな流体フローレート（大きいＣＦＭ）は、代表的に必要ではない（これにより
、従来のファンの必要を避ける）。
【００８３】
　本発明によるデバイスは、発射された光の投射された性質をさらに変える２次的な光学
素子よりなる。このような２次的な光学素子は、当業者によく知られており、そのため、
ここで述べられる必要はなく、－　任意のこのような２次的な光学素子が、もし望まれれ
ば、使用することができる。
【００８４】
　本発明による装置はさらに、センサー、または充電デバイス、またはカメラ、等よりな
る。たとえば、当業者は、１つ、またはそれ以上の生起を検出する装置（たとえば、対象
物、または人の動きを検出する動き検出器）であって、かつ、このような検出に応答して
、光の照射、および安全カメラの活性化を起こすもの、をよく知っており、これにアクセ
スすることができる。代表的な例としては、本発明による装置は、本発明による照明装置
、および動きセンサー、を含むことができ、かつ、(1) 光が照射される間、もし動きセン
サーが、動きを検出すれば、安全カメラが、活性化されて、ビジュアルデータを、検出さ
れた動きの位置で、または、その周りで、記録する、あるいは、(2) もし、動きセンサー
が、動きを検出すれば、光が、該検出された動きの位置の近くの領域を照らすよう照明さ
れ、安全カメラが、活性化されて、ビジュアルデータを、検出された動きの位置に、ある
いは、その周りに、記録する、等のように、構成されることができる。
【００８５】
　室内住居の照明のためには、２７００Ｋ から３３００Ｋ のカラー温度が通常好まれ、
屋外の、カラフルなシーンのための洪水照明のためには、昼光５０００Ｋ（４５００ － 
６５００Ｋ）にほぼ近いカラー温度が好まれる。
【００８６】
　単色光要素はまた、発光ダイオードであり、かつ、赤、オレンジ、こはく、黄色、緑、
シアンあるいは青色発光ダイオードを含む利用可能な色の範囲から選択されることができ
ることが、望まれる。 
【００８７】
　以下は、本発明による、多くの代表的な実施形態の簡単な記述である：
　(1) 高効率の“標準”（６５００Ｋ）白色を、赤、および／または、オレンジ等の他の
色と結合して、該色を、より暖かくし（より冷たいカラー温度にし）、かつ、ＣＲＩ（カ
ラーレンダリングインディックス）を、標準白ＬＥＤ以上に、かつ、“暖かい白”ＬＥＤ
（代表的に２７００－３３００Ｋ）以上に、増大させる；
　(2) 非常に黄色がかった白ＬＥＤ（基本的に、青ＬＥＤ＋リン発光体配列であるが、し
かし、“過剰の”黄色リン発光体を有する）と、赤またはオレンジＬＥＤとを、結合して
、高いＣＲＩを持つ“暖かい白”色を生成する（このようなデバイスは、テストされ、８
５以上のＣＲＩ、および暖かい白カラー温度（約２７００Ｋ）で、かつ黒体位置上でよく
動作することが見つけられる；
　(3) ５５００Ｋ から１００００Ｋ の範囲内の標準白ＬＥＤと、赤およびシアンＬＥＤ
ｓとを、結合すること；
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　(4) 住居用の暖かい白色の光電気設備用に、黄色がかった白と、赤とを結合すること：
　(5) “昼光白色”洪水光のために、標準白＋赤＋シアンを結合すること：
　(6) １つ、またはそれ以上の、実質的に単色の発光要素からの光と、該対象物が照明さ
れ、かつ、８５より大きいＣＲＩを持つのに適したカラー温度を持つ、実質的に白色の発
光素子からの光とを、結合させること：
　(7) 実質的に白の発光素子（たとえば、４４０ｎｍから４８０ｎｍの範囲内の青色のＩ
ｎＧａＮ発光ダイオード）を用いて、スペクトラムの緑から赤の部分内の一般に黄色の光
を放射するリン光を発する材料を励起するよう、かつ、青色光の部分が、励起された光と
混合されて白色光をつくるよう、用いること：
　(8) １９３１年ＣＩＥ色度図の、約０．３７、約０．４４のｘ、ｙ座標を持つ黄色がか
った白ＬＥＤを、６００ｎｍから７００ｎｍの範囲内のオレンジ、または赤ＬＥＤと結合
して、１８００から４０００Ｋカラー温度の範囲内の室内照明のための光を生成する　－
たとえば、－　白７３％、オレンジ２７％のルーメン比に、光源を結合することにより、
高い効率、および高いＣＲＩをもつ暖かい白色光源を、生成する；
　(9) 標準白ＬＥＤ（例えば、約６５００Ｋ ）を、シアンおよび赤ＬＥＤ（シアンと赤
は、単一のバイナリー相補デバイスに結合することができ、あるいは別々に使うことがで
きる）と結合すること　－　赤、シアン、および白を、それぞれ、１０％、１３％、７７
％の比で結合することは、外にある対象物の照明に適切な、大変高いカラーレンダリング
インディックスを持つ、昼日光のような白色光を、生成する（それは、代表的に、５００
０Ｋのような、より高いカラー温度を、自然昼日光中で見るために色づけされる）；
　(10) ＷＲＣ（白、赤、シアン）内に昼日白色を結合することは、ＣＭＹＫインクで印
刷することにより利用可能なものよりずっと大きい全範囲のものを提供するものであり、
それゆえ、ビルボードを含む室外印刷物の照明に素晴らしいものである。
　ここに記述された照明装置の任意の２つ、またはそれ以上の構造的部分は、集積するこ
とができる。 ここで記述された任意の照明装置の任意の構造的な部分は、（もし必要で
あれば、一緒に保持することのできる）２つ、またはそれ以上の部分にて、設けられるこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００８８】
【図１】図１は、１９３１年ＣＩＥ色度図を示す。
【図２】図２は、１９７６年色度図を示す。
【図３】図３は、黒体位置を詳細に示すために、１９７６年色度図の拡大部分を示す。
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【手続補正書】
【提出日】平成20年9月5日(2008.9.5)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で３つの異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発する、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ、第１グループ－第２グループ混合照
明を生成する。
【請求項２】
　照明装置であって、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で４つの異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発する、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源、および、第２の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成する。
【請求項３】
　照明装置であって、以下のものよりなる：
　複数の可視光源、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある色合いの光を発し、該複
数の可視光源は、照明されるとき、全体で少なくとも３つの異なる色合いを発し、
　前記可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源よりな
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り、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、少なくとも２つの色合いを持つ光を発する、
　前記第２のグループの可視光源は、少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成し、
　かつここで、前記色合いの少なくとも１つの強度は、前記第１グループ－第２グループ
の混合された照明の強度の少なくとも３５％である。
【請求項４】
　照明装置であって、以下のものからなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ少なくとも１つの白色光源、および、第１の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、よりなる少なくとも１つの付加的な
可視光源、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から選択され、
　ここで、前記白色光源よりの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源よりの光と
の混合は、７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項５】
　照明装置であって、以下のものからなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ少なくとも１つの白色光源、および、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、および第２の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、よりなる付加的な可視光源であって
、前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から選択され、
　ここで、前記白色光源よりの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源よりの光と
の混合は、７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項６】
　請求項１ないし３のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、（ｘ，ｙ）
座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９、０．
２４、を持つ４点により定義される領域内にある（ｘ，ｙ）カラー座標を持つ。
【請求項７】
　請求項１ないし３、および６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項８】
　請求項１ないし３、および６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項９】
　請求項１ないし３、および６ないし８のいずれかに記載の照明装置において、
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前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項１０】
　請求項１ないし３、および６ないし８のいずれかに記載の照明装置において、
前記第１のグループ－第２のグループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項１１】
　請求項１ないし３、および６ないし１０のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの前記光の結合された強度は、前記第１グループ－
第２グループの混合された照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項１２】
　請求項１ないし３、および６ないし１０のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループの混合された照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項１３】
　請求項１、２、および６ないし１２のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、固体発光素子であ
る。
【請求項１４】
　請求項１、２、および６ないし１３のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、発光ダイオードで
ある。
【請求項１５】
　請求項１、２、および６ないし１４のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、ルミネッセント材
料である。
【請求項１６】
　請求項１、２、および６ないし１５のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、リン発光体である
。
【請求項１７】
　請求項１、２、および６ないし１６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、飽和している。
【請求項１８】
　請求項３、および６ないし１２のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項１９】
　請求項３、６ないし１２、および１８のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項２０】
　請求項３、６ないし１２、１８、および１９のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項２１】
　請求項３、６ないし１２、および１８ないし２０のいずれかに記載の照明装置において
、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項２２】
　請求項３、６ないし１２、および１８ないし２１のいずれかに記載の照明装置において
、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【請求項２３】
　請求項４および５のいずれかに記載の照明装置において、
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　前記混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項２４】
　請求項請求項４および５のいずれかに記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項２５】
　請求項４、５、２３、および２４のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの白色光源からの光の結合された強度は、前記混合された照明の強
度の少なくとも５０％である。
【請求項２６】
　請求項４、５、２３、および２４のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの白色光源からの光の結合された強度は、前記混合された照明の強
度の少なくとも７５％である。
【請求項２７】
　請求項４、５、２３ないし２６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項２８】
　請求項４、５、２３ないし２７のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項２９】
　請求項４、５、２３ないし２８のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項３０】
　請求項４、５、２３ないし２９のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項３１】
　請求項４、５、２３ないし３０のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【請求項３２】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、お
よびルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある
色合いの光を発し、該複数の可視光源は、照明されるとき、全体で３つの異なる色合いを
発し、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなり、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループー第２グループ混合照明
を生成するものである。
【請求項３３】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、お
よびルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある
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色合いの光を発し、該複数の可視光源は、照明されるとき、全体で４つの異なる色合いを
発し、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなり、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの可視
光源、および第２の付加的な色合いを持つ、少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成するものである。
【請求項３４】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　複数の可視光源からの光を混合すること、該可視光源のおのおのは、固体発光素子、お
よびルミネッセント材料の中から独立に選択され、各可視光源は、照明されるとき、ある
色合いの光を発し、該複数の可視光源は、照明されるとき、全体で少なくとも３つの異な
る色合いを発し、
　前記複数の可視光源は、第１のグループの可視光源、および第２のグループの可視光源
よりなり、
　前記第１のグループの可視光源は、照明されるとき、もし、任意の他の光の存在しない
ところで混合されると、１９３１年ＣＩＢ色度図上の、（ｘ、ｙ）座標：０．５９、０．
２４；０．４０、０．５０；０．２４、０．５３；０．１７、０．２５；０．３０、０．
１２、を持つ５つの点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ第１の
グループの混合された照明を生成する、２つの色合いを持つ光を発するものであり、
　前記第２のグループの可視光源は、少なくとも１つの可視光源よりなり、
　ここで、前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源か
らの光との混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、１
０ＭａｃＡｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明
を生成するものであり、
　前記色合いの少なくとも１つの強度は、前記第１のグループ－第２のグループの混合さ
れた照明の強度の少なくとも３５％である。
【請求項３５】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ白色光源よりの光と、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源よりなる少なくとも１
つの付加的な可視光源からの光とを混合すること、前記少なくとも１つの付加的な可視光
源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料の中から独立に選択され、
　ここで、前記白色光源からの光と、前記少なくとも１つの付加的な可視光源からの光を
混合することは、７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項３６】
　照明方法であって、以下のことよりなる：
　７５またはそれ以下のＣＲＩを持つ白色光源よりの光と、
　第１の付加的な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、および第２の付加的
な色合いを持つ少なくとも１つの付加的な可視光源、よりなる付加的な可視光源からの光
とを混合すること、前記付加的な可視光源は、固体発光素子、およびルミネッセント材料
の中から独立に選択され、
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　ここで、前記白色光源からの光と、前記付加的な可視光源からの光を混合することは、
７５より大きいＣＲＩを持つ混合照明を生成する。
【請求項３７】
　請求項３２ないし３４のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１のグループの混合された照明は、１９３１年のＣＩＥ色度図上の、（ｘ、ｙ）
座標：０．４１、０．４５；０．３７、０．４７；０．２５、０．２７；０．２９、０．
２４、を持つ４点により定義される領域内にある（ｘ、ｙ）カラー座標を持つ。
【請求項３８】
　請求項３２ないし３４、および３７のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、６ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項３９】
　請求項３２ないし３４、および３７のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光と、前記第２のグループの可視光源からの光と
の混合は、１９３１年ＣＩＥ色度図上の黒体位置上の少なくとも１つの点の、３ＭａｃＡ
ｄａｍ楕円内にある、ある色合いを持つ第１グループ－第２グループ混合照明を生成する
。
【請求項４０】
　請求項３２ないし３４、および３７ないし３９のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１グループ－第２グループ混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項４１】
　請求項３２ないし３４、および３７ないし３９のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１グループ－第２グループ混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項４２】
　請求項３２ないし３４、および３７ないし４１のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループ混合照明の強度の少なくとも６０％である。
【請求項４３】
　請求項３２ないし３４、および３７ないし４１のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１のグループの可視光源からの光の結合された強度は、前記第１グループ－第２
グループ混合照明の強度の少なくとも７０％である。
【請求項４４】
　請求項３２、３３、および３７ないし４３のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、固体発光素子であ
る。
【請求項４５】
　請求項３２、３３、および３７ないし４４のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、発光ダイオードで
ある。
【請求項４６】
　請求項３２、３３、および３７ないし４５のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、ルミネッセント材
料である。
【請求項４７】
　請求項３２、３３、および３７ないし４６のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、リン発光体である
。
【請求項４８】
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　請求項３２、３３、および３７ないし４７のいずれかに記載の照明方法において、
　前記第１の付加的な色合いを持つ前記少なくとも１つの可視光源は、飽和している。
【請求項４９】
　請求項３４、および３７ないし４３のいずれかに記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項５０】
　請求項３４、３７ないし４３、および４９のいずれかに記載の照明方法において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項５１】
　請求項３４、３７ないし４３、および４９および５０のいずれかに記載の照明方法にお
いて、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項５２】
　請求項３４、３７ないし４３、および４９ないし５１のいずれかに記載の照明方法にお
いて、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項５３】
　請求項３４、３７ないし４３、および４９ないし５２のいずれかに記載の照明装置にお
いて、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
【請求項５４】
　請求項３５および３６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも８５のＣＲＩを持つ。
【請求項５５】
　請求項３５および３６のいずれかに記載の照明装置において、
　前記混合照明は、少なくとも９０のＣＲＩを持つ。
【請求項５６】
　請求項３５、３６、５４および５５のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合照明の強度
の少なくとも５０％である。
【請求項５７】
　請求項３５、３６、５４および５５のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも1つの白色光源よりの前記光の結合された強度は、前記混合照明の強度
の少なくとも７５％である。
【請求項５８】
　請求項３５、３６、および５４ないし５７のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、固体発光素子である。
【請求項５９】
　請求項３５、３６、および５４ないし５８のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、発光ダイオードである。
【請求項６０】
　請求項３５、３６、および５４ないし５９のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、ルミネッセント材料である。
【請求項６１】
　請求項３５、３６、および５４ないし６０のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、リン発光体である。
【請求項６２】
　請求項３５、３６、および５４ないし６１のいずれかに記載の照明装置において、
　前記少なくとも１つの付加的な可視光源は、飽和している。
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