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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　黒体輻射線上に、予め設定される所望の最低色温度およそ３０００Ｋと予め設定される
所望の最高色温度およそ８０００Ｋとの間の所定中間色温度Ｘに調整された白色ＬＥＤ光
源と、上記最低色温度と中間色温度Ｘとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の長い波
長側の交点Ｌ1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第１補正
ＬＥＤ光源と、上記最高色温度と中間色温度Ｘとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上
の短い波長側の交点Ｓ1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する
第２補正ＬＥＤ光源とからなり、所定中間温度Ｘに設定された白色ＬＥＤ光源と第１補正
ＬＥＤ光源との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度Ｘを最低色温度３
０００Ｋ方向に、又は所定中間温度Ｘに設定された白色ＬＥＤ光源と第２補正ＬＥＤ光源
との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度を最高色温度８０００Ｋ方向
に調節可能に構成された外科手術用ＬＥＤ灯であって、上記最低色温度と上記最高色温度
との間の中間色温度である、各部位の適切手術用照射光色温度に設定可能であることを特
徴とする色温度が調整可能な外科手術用ＬＥＤ灯。
【請求項２】
黒体輻射線上に、予め設定される所望の最低色温度およそ３０００Ｋと予め設定される所
望の最高色温度およそ８０００Ｋとの間の所定中間色温度Ｘに調整された白色ＬＥＤ光源
と、上記最低色温度と中間色温度Ｘとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の長い波長
側の交点Ｌ1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第１補正Ｌ
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ＥＤ光源とからなり、所定中間温度Ｘに設定された白色ＬＥＤ光源と第１補正ＬＥＤ光源
との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度Ｘを最低色温度３０００Ｋ方
向に調節可能に構成された外科手術用ＬＥＤ灯であって、上記最低色温度と上記中間温度
との間の中間色温度である各部位の適切手術用照射光色温度に設定可能であることを特徴
とする色温度が調整可能な外科手術用ＬＥＤ灯。
【請求項３】
黒体輻射線上に、予め設定される所望の最低色温度およそ３０００Ｋと予め設定される所
望の最高色温度およそ８０００Ｋとの間の所定中間色温度Ｘに調整された白色ＬＥＤ光源
と、上記最高色温度と中間色温度Ｘとを結ぶ線分の延長線と交わる、色度図上の短い波長
側の交点Ｓ1(nm)の近傍領域にピーク波長が位置する発光スペクトルを有する第２補正Ｌ
ＥＤ光源とからなり、所定中間温度Ｘに設定された白色ＬＥＤ光源と第２補正ＬＥＤ光源
との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度を最高色温度８０００Ｋ方向
に調節可能に構成された外科手術用ＬＥＤ灯であって、上記最低色温度と上記最高色温度
との間の中間色温度である手術用照射光色温度に設定可能であることを特徴とする色温度
が調整可能な外科手術用ＬＥＤ灯。
【発明の詳細な説明】
技術分野
本発明は色温度を調節可能なＬＥＤ灯、特に外科手術照明用に用いられる無影灯に有用な
色温度を調節可能なＬＥＤ無影灯、所望場所の色温度を再現でき、最適化粧か否かを評価
できる化粧灯、所望の雰囲気の色温度を選択することができるリビング室内灯に適するも
のである。
背景技術
現在、外科手術用無影灯としてハロゲンランプが使用されている。このハロゲンランプは
チラツキのない直流電源で作動され、日本人の目に最適な色温度４０００°Ｋ程度に設定
されているが、ハロゲンランプからの発熱が非常に大きいため、ハロゲンランプを使用す
る無影灯ではハロゲンランプの背面に、可視光線を９０％以上反射させ、熱線を９０％以
上裏面に透過させるコールドミラーを配置したり、ハロゲンランプからの光を一旦背面に
反射させ、可視光線を９０％以上を透過し、熱線をほとんど透過しないコールドフィルタ
ーを使用して熱線を吸収し、光線照射方向の手術室に熱影響を及ぼさないように工夫され
ている。
しかしながら、ハロゲンランプ以外に熱影響除去のための種々の機構を付加する必要があ
り、コスト高となるとともに熱影響によりハロゲンランプの寿命はおよそ２０００時間と
短時間である。しかもたとえ熱線を前方に放射しないとしても背面に放散される熱影響は
解消されていない。さらに、発明者の知見によると、外科用手術には手術部位（脳外科、
胸部外科、腹腔外科、整形外科）により少なくとも適当な色温度が設定されるべきである
が、ハロゲンランプの色温度は１種類であり、その要求には応えられていない。
そのため、本件発明者は外科手術用無影灯の前者の課題を解決する手段として発熱の極め
て小さく、しかもチラツキの生じない長時間の耐久性（１０万時間）を有する白色ＬＥＤ
の使用を提案するものであるが、白色ＬＥＤにおいては後者の課題である、色温度の調整
は、光源としての青色ＬＥＤの発光波長の調整およびそれに伴う蛍光体組成の調整が伴い
、容易でない。
発明の開示
そこで、本発明者は上記後者の課題を解決すべく、鋭意研究の結果、現状の白色ＬＥＤは
色温度の自由な設定が困難であるだけでなく、演色性にも問題があり、現状では外科手術
用照明としては適当ではないことがわかった（図7はInGaNを発光層とするLEDとYAG:Ceを
蛍光体とする市販の白色LEDスペクトル図である）。かかる課題を解決するためには現状
の白色ＬＥＤの色温度だけでなく、スペクトル分布を考慮して色温度補正を行うのがよい
ことを見出し、そして、更に鋭意研究の結果、所定の色温度に設定された白色ＬＥＤに対
し、特定の波長域にピーク波長を有する補正色のＬＥＤを用意し、そのＬＥＤとの混色に
より色温度だけでなく、演色性の補正が行えることを見出し、本発明を完成するに至った
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。
すなわち、第１の発明は、図１に示すように、最低所望色温度Ｘmin(-K)、例えば３００
０°Ｋから最高所望色温度Ｘmax(-K)、例えば８０００°Ｋの間の所定中間色温度Ｘ、例
えば５０００°Ｋに設定された白色ＬＥＤ光源と、上記最低色温度Ｘminと中間色温度Ｘ
とを結ぶ線分の延長線と交わる色度図上の長い波長側の交点Ｌ1(nm)の近傍領域に、例え
ば５８５から６１０ｎｍにピーク波長が位置する、橙色発光スペクトルを有する第１補正
ＬＥＤ光源と、上記最高所望色温度Ｘmaxと設定色温度Ｘとを結ぶ線分の延長線と交わる
色度図上の波長M1(nm)点の近傍領域に、例えば４７０から４９０ｎｍにピーク波長が位置
する、青色発光スペクトルを有する第２補正ＬＥＤ光源とからなり、白色ＬＥＤ光源と第
１又は第２補正ＬＥＤ光源との混色割合により、例えば第１補正ＬＥＤ光源との混色より
上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度を所望の最低色温度方向に、又は例えば第２補正
ＬＥＤ光源との混色より上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度を最高色温度方向に調節
可能に構成したことを特徴とする色温度が調整可能なＬＥＤ灯にある。なお、本発明にお
いて、色温度とは色度図上に形成される黒体輻射線上で想定した色温度およびそれに近似
した色温度をいう。
第２の発明は、白色ＬＥＤ光源を所望の最低色温度Ｘlow(-K)に設定するもので、その白
色ＬＥＤ光源と、上記最低色温度Ｘlowと少なくとも１つの所望設定色温度Ｘとを結ぶ線
分の延長線と交わる色度図上の短い波長側の交点M2(nm)側の近傍領域にピーク波長が位置
する発光スペクトルを有する第３補正ＬＥＤ光源とからなり、白色ＬＥＤ光源と第３補正
ＬＥＤ光源との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度をより高い色温度
方向に調節可能に構成したことを特徴とする色温度が調整可能なＬＥＤ灯にある。
第３の発明は、白色ＬＥＤ光源を所望の最高色温度Ｘhigh(-K)に設定するもので、その白
色ＬＥＤ光源と、上記最高色温度Ｘhighと少なくとも１つの所望設定色温度Ｘとを結ぶ線
分の延長線と交わる色度図上の長い波長側の交点Ｌ2(nm)の近傍領域にピーク波長が位置
する発光スペクトルを有する第４補正ＬＥＤ光源とからなり、白色ＬＥＤ光源と第４補正
ＬＥＤ光源との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度をより低い色温度
方向に調節可能に構成したことを特徴とする色温度が調整可能なＬＥＤ灯にある。
【図面の簡単な説明】
図１は色度図上での色温度の設定および調整方法を示すグラフである。
図２は手術台での補助光源の使用方法を示す概略図である。
図３は無影灯での補助光源の使用方法を示す概略図である。
図４は実施例におけるＬＥＤの配置部位を示す平面図である。
図５は実施例におけるＬＥＤヘッドの構成を示す平面図である。
図６は実施例におけるＬＥＤヘッドの取付け状態を示す断面図である。
図７は市販の白色ＬＥＤの代表的なスペクトルを示すグラフである。
図８は本発明のＬＥＤ灯により実現できる高演色性の例１のスペクトルを示すグラフであ
る。
図９は本発明のＬＥＤ灯により実現できる高演色性の例２のスペクトルを示すグラフであ
る。
図１０は球面反射ミラーを使用してＬＥＤ灯の均一混合を行ない、所定の照度口径に設定
する方法を示し、一部拡大図はそのＬＥＤ灯に使用される白色ＬＥＤの具体例を示す斜視
図である。
図１１は本発明をダウンライトに応用した場合の概略断面図（ｂ）を示し、（ａ）は従来
の改良型の概略断面図を示す。
図１２は従来のリビング室内灯コントロールシステムに本発明のＬＥＤ灯を使用した場合
のコントロール方法を説明するための斜視図である。
図１３は一日の時間帯における、色温度と照度の関係をグラフにしたものである。
発明を実施するための最良の形態
本件発明で用いる白色ＬＥＤ光源としては、４００から４９０ｎｍ、好ましくは４３０～
４７０ｎｍの青色領域に発光ピーク波長を調整されたＬＥＤと、該ＬＥＤにより励起され
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、好ましくは５３０～５８０ｎｍの黄緑領域に蛍光ピーク波長を調整されたＹＡＧ蛍光体
とを組み合わせて構成するのがよい（例えば、図7）。必要に応じて４００ｎｍ程度のＬ
ＥＤの紫外領域に近い波長を使用し、蛍光体の選択により白色発光とすることもできる。
白色ＬＥＤ光源の色温度の設定は、図１に示すように、青色ＬＥＤのピーク波長点と図中
の所望色温度を結び、延長線を延ばし、色度図上の長い波長側の交点で蛍光スペクトルの
ピーク波長を決定し、蛍光体の組成を決定し、両者の組み合わせにより実現することがで
きる。または、中心となる色温度を色度図上で設定し、左右に延長してその延長線と色度
図との交点の短い波長側をＬＥＤのピーク波長と、長い波長側を蛍光体のピーク波長と考
えて白色ＬＥＤの設計を行うことができる。
白色ＬＥＤ光源との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度を最高所望色
温度方向に調節可能であるＬＥＤとしては、好ましくは４３０～４７０ｎｍの青色領域に
発光ピーク波長を調整された青色ＬＥＤが選ばれる。
白色ＬＥＤ光源との混色割合により上記白色ＬＥＤ光源の有する設定色温度を最低所望色
温度方向に調節可能であるＬＥＤとしては、好ましくは５８５～６３０、好ましくは５８
５～６００ｎｍの橙領域にピーク波長を調整された橙色ＬＥＤが選ばれる。
これにより、上記主光源ＬＥＤと補助光源ＬＥＤとの混色により全体として発光色温度を
３０００～８０００ケルビンの範囲で調整可能である。
上記主光源ＬＥＤにおける混色は光源ＬＥＤのＹＡＧ蛍光体層透過スペクトル強度（又は
面積）とＹＡＧ蛍光体層発光スペクトル強度（又は面積）との比によって決定されるが、
２：１から１：４となるように設定され、種々のスペクトルが得られている。（例えば、
市販の日亜化学製白色LEDは図7のスペクトルを示す）。このスペクトルを中心に蛍光体量
が増えると青色領域のスペクトルが減少し、やや黄色かかった混色が得られる。反対にＬ
ＥＤの青色領域のスペクトルが増加すると、やや青みかかった混色が得られるので、当業
者によれば、スペクトル分布を考慮して色温度の設定が可能である。
（補正ＬＥＤを使用しない色温度調整）
上記補正ＬＥＤを用いる色温度調整の代替構成としては、上記主光源ＬＥＤ群中に、非可
視領域に発光ピーク波長を調整された１種又は２種以上の補助ＬＥＤを適宜分散配置し、
上記ＬＥＤを覆うフィルタに上記補助ＬＥＤにより励起され、４３０～４９０ｎｍの青色
領域にピーク波長を有する蛍光又は５９０～７００ｎｍの橙ないし赤色領域にピーク波長
を有する蛍光を放射する蛍光体を含有させ、これにより、上記主光源ＬＥＤからの発光と
フィルターからの蛍光発光との混色によりフィルタ透過波長の色温度を３０００～８００
０ケルビンの範囲に調整するようにすることが可能である。また、上記主光源の白色ＬＥ
Ｄにこれを覆う色温度変換フィルタを設けることにより、発光波長の色温度を３０００～
８０００ケルビンの範囲に調整可能である。
（白色ＬＥＤを使用しない場合の代替法）
上記白色ＬＥＤに代えて、次のようにしても白色光源を得ることができる。
第１の代替構成は、４３０～４７０ｎｍの青色領域に発光ピーク波長を調整された第１の
青色ＬＥＤと、５３０～５７０ｎｍの黄緑領域にピーク波長を調整された第２のＬＥＤと
、５８５～６３０、好ましくは５８５～６００ｎｍの橙領域にピーク波長を調整された第
3のＬＥＤとで全体として混色により白色を形成してもよい。この場合、第２のＬＥＤ群
を主体としてその中に第１及び第３のＬＥＤが分散するように配置し、上記第２のＬＥＤ
に対する第１のＬＥＤ又は第３のＬＥＤの相対放射強度を調整することにより、全体とし
て混色色温度を３０００～８０００ケルビンの範囲で調整可能である。そして、第２のＬ
ＥＤ群中への第１及び第３のＬＥＤの配置は、全体として１±１：３：２±１の割合がよ
い。半値幅にもよるが、各領域の波長が比較的の狭い波長の場合は上記各領域の発光ピー
クが１：３：２の割合となるように分散配置されるのが好ましい。
第２の代替構成は、４３０～４７０ｎｍの青色領域に発光ピーク波長を調整された主光源
ＬＥＤとし、上記主光源ＬＥＤ群中に非可視領域に発光ピーク波長を調整された補助ＬＥ
Ｄを適宜分配配置する一方、上記ＬＥＤを覆うフィルタに、上記主光源ＬＥＤにより励起
され、５３０～５７０ｎｍの黄緑領域にピーク波長を有する蛍光を発するＹＡＧ蛍光体と
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、上記補色ＬＥＤにより励起され、４３０～４９０ｎｍの青色領域にピーク波長を有する
蛍光を発する蛍光体と、５９０～７００ｎｍの橙ないし赤色領域にピーク波長を有する蛍
光を放射する蛍光体を含有させ、これにより主光源ＬＥＤ強度及び補色ＬＥＤ強度を調整
し、上記フィルターによりフィルタ透過光の波長の色温度を３０００～８０００ケルビン
の範囲に調整可能である。
（高演色性スペクトル）
演色性を向上させるためには、図8および図９で示されるスペクトルを形成するのが好ま
しい。図8および９のスペクトルは上記白色ＬＥＤ光源に橙色ＬＥＤを補色するだけでな
く、緑色ＬＥＤを用いて補色することにより形成することができる。図8と図９のスペク
トル形成方法の違いは、青色ＬＥＤに対するＹＡＧ蛍光体の使用量、および橙色ＬＥＤで
の補色量の違いによる。少なくとも、緑色ＬＥＤで補色しておくことにより、演色性を向
上させておくことができる。しかしながら、色温度は白色ＬＥＤに対し、補助光源として
所定の青色ＬＥＤ光源または橙色ＬＥＤ光源を用いることにより変化させるのが演色性を
毀損することなく、かえって向上させつつ、色温度の変化を得ることができるので好まし
い。
（既存設備への適用方法）
上記ＬＥＤ灯を通常電球と同様に、直接１００Ｖ等の交流電源に適用する場合は、交流電
源に接続される口金と、該口金に接続し、電源交流を変圧する変圧器と、該変圧器に接続
し、上記主光源ＬＥＤと上記補色ＬＥＤにそれぞれ所定の直流電圧に設定して供給する調
光器とを備えることにより適用可能となる。
無影灯直流電源に適用される場合は、２４Ｖ直流電源であるから、接続される口金と、該
口金に接続し、上記主光源ＬＥＤと上記補色ＬＥＤにそれぞれ所定の直流電圧に設定して
供給する調光器とを備えることにより適用可能となる。
リビング室内では本発明のＬＥＤ灯をダウンライトとして使用するのが好ましい。図１１
に示すように、従来のダウンライトでは斜め配置としても断熱材での熱遮断を必須とする
（ａ）が、ＬＥＤ灯を用いると熱発生がほとんどないので、扁平なものとすることができ
、例えば天井パネル板に埋め込むように設置することができる。既存のリビング室内灯を
リモートコントロールするシステムに適用すると、次のように設定することができる。
団欒シーン、食事シーン、くつろぎシーン、ＡＶシーンと４つの照明シーンを決め、その
シーンに応じてライトＩ－１からＩ－４とII－１からII－４の各ライトの、全灯、半灯、
消灯の三種から選ぶことができるようになっているが、本発明のＬＥＤ灯を照明ランプＩ
－１～Ｉ－４およびII－１～II－４のそれぞれに適用し、季節、朝昼夜の時間帯を考慮し
て各シーンの適切な色温度を設定し、これらを組み合わせて照明スケジュールを決定する
。
このようにすることにより、今まで経験したことのない照明効果をリモートコントロール
操作により簡単に実現し、堪能することができる。
なお、Ｉ－１～Ｉ－４：リビングＬＥＤ灯、II－１、II－２、II－４：ＬＥＤダウンライ
ト、II－３：シーリングＬＥＤ灯である。
（照明スケジュール）
従来の照明の色温度を変換する場合、まず白熱灯を点灯し、その後蛍光とを点灯して色温
度の上昇を測り、最後に白熱灯を消灯し、最高の色温度とする。しかし、この方法では、
連続した色温度の設定が難しく、自由に色温度を設定できない。本発明によれば、色温度
及び照度の変換が自由に行えるＬＥＤ灯を利用できるので、白熱灯から蛍光灯に切り替え
る必要なく、自由に色温度と照度を設定でき、きわめて簡単に調光をコントロールできる
。
また、マイクコンピューター内蔵のリモートコントロールと、センサーにより、手元で、
以下のコントロールを簡単に行うことができる。
１）起床・就寝タイマーの設定
２）好みの照度・色温度の設定
３）時計表示



(6) JP 4146797 B2 2008.9.10

10

20

30

40

50

４）好みの時刻での消灯・点灯の設定
５）一日、２４時間における調光を記憶させてコントロールする設定
例えば、この方法により、目覚め時刻の３０分前に、ＬＥＤ灯の調光点灯をスタート。朝
日のようなゆっくりしたリズムで、徐々に明るくし、この光で瞼を通して脳を刺激し、徐
々に覚醒状態へと導いていく。設定時刻になると、さらに色温度が高く、照度の大きい、
明るい光で、すっきりした目覚めを促すことが出来る。さらに夕方になれば、色温度の低
い光で、落ち着いた空間を演出し、気持ちを落ち着かせることができる。
これらの機能はショウウインドウの照明、広告の照明、衣服売り場の照明、化粧品売り場
の照明等に利用し、一日のいろいろな時間帯の模擬照明を演出し、各シーンでの適切な衣
服、化粧等を選ぶことができる。外科手術の場合は、手術準備時間、手術初期、手術中期
、手術終期、休息時間に分けて色温度と照度を自動的に、または適宜選択するようにする
ことができる。図１３は一日の時間帯における、色温度と照度の関係をグラフにしたもの
である。
（ＬＥＤ光の集光および分散混合）
上記主光源ＬＥＤ及び補色ＬＥＤとを取り付ける基板は球面反射ミラーを備え、適度の集
光を行うようにしてもよい。また、必要に応じて各種ＬＥＤからの光がうまく混合するよ
うに前面のレンズ構成を考えるようにしてもよい。このようにすることにより各種ＬＥＤ
からの光を均一に混合することができる。特に、外科手術用の無影灯のおいては術部に10
万ルックスという高輝度の照明を必要とするので、図１０に示すように球面反射ミラーに
一旦反射させ、所望の照射口径に調節するのがよい。いま、開発中とされる日亜化学製Ｎ
ＳＣｘ１９０Ｄの白色ＬＥＤを使うと、２０cm直径の照射口径ではおよそ１４０個のＬＥ
Ｄで、２５cm直径の照射口径ではおよそ２１０個のＬＥＤで、１０万ルックスという照度
を得ることができる。ＬＥＤ照明は熱の発生を極力抑えることができ、しかも長時間寿命
を有するので、外科手術用に最適な条件を提供する。
（ＬＥＤ補助光源）
無影灯は手術用照明灯として手術室に設置されている場合が多い。したがって、補助光源
としては、無影灯照明を補助するために、照射方向が容易に変更可能であるのが好ましい
。白色ＬＥＤ等の上記構成を利用することにより照射方向が容易に変換できる補助光源を
提供することができる。例えば、図２に示すように、手術台１０の一端には既存のバー１
１が存在するので、ＬＥＤ補助光源を取り付けるようにするか、図３に示すように既存の
無影灯２０の中心下方に突出するハンドル部２１に取り付けるようにすることができる。
このＬＥＤ補助光源装置３０はフレキシブルなチューブ３１の先端に数個のＬＥＤからな
るＬＥＤ光源３２を埋め込み、形成する一方、後端に電池を直列して４Ｖ前後の直流電圧
源３３を構成し、上記ＬＥＤ光源３２と接続して構成されるのがよい。手術台の既存バー
１１又は無影灯のハンドル部２１に取り付けるに当たってはネジ込み固定、鋏み付け固定
等の既存の固定機構が採用されて良い。かかる補助光源によれば、無影灯の主光源を補助
し、特に必要な部位の照度を向上させることができる。しかも発熱がほとんどないので、
手術者の作業の障害になることがない。
実施例１
約４５０～４６０ｎｍの青色領域に発光ピーク波長を調整された青色ＬＥＤと、該ＬＥＤ
により励起され、約５７０ｎｍの黄緑領域に蛍光ピーク波長を調整されたＹＡＧ蛍光体と
を組み合わせてなる色温度約５０００°Ｋの白色ＬＥＤ(W)を構成する。
次に約４７０から４８０ｎｍの青色領域に発光ピーク波長を調整されたＩｎＧａＮを活性
層とする青色ＬＥＤ(B)からなる第１補正光源と、約５９０ｎｍの橙領域にピーク波長を
調整されたＡ１ＩｎＧａＰを活性層とする橙色ＬＥＤ(Am)とからなる第２補正光源とを用
意する。
これらのＬＥＤを図４に示すように基板上に３１個配列する。その配列は図５に示すよう
に中心(16)及び第1輪列（10,11,17,22,21,15）及び第3輪列（1,2,7,13,24,29,31,30,25,1
9,8,3）の計17個に白色ＬＥＤ(W)を、第2輪列には青色ＬＥＤ(B)６個を位置（4,6,18,28,
26,14）に、橙色ＬＥＤ（Am）６個を位置（5,12,23,27,20,9）に夫々交互に配置する。
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図６に示すように、このＬＥＤ灯４１には青色ＬＥＤ(B)６個及び橙色ＬＥＤ（Am）６個
には固定又は可変抵抗４４を介して照度調整可能に直流電源に接続する一方、白色ＬＥＤ
はそのまま直流電源（3.6～4.5Ｖ）に接続する。接続方法は電源電圧に応じて変更されて
よい。このＬＥＤ灯４１をフレキシブルアーム４２の先端ヘッド４３に取り付けると、色
温度が調整可能なＬＥＤ無影灯が形成される。既存の無影灯のハロゲンランプの代わりに
用いる場合は上記先端ヘッド４３の後端に口金を付けるようにして直接適用することがで
きる。
ここで、白色ＬＥＤのみを点灯すると、色温度５０００°Ｋの自色光が得られるが、演色
性にかける。そこで、橙色ＬＥＤ３～６個を点灯すると演色性が向上するとともに、色温
度は３０００～２５００°Ｋまで低下する。他方、白色ＬＥＤ全点灯から青色ＬＥＤ３～
６を点灯すると、色温度は８０００°Ｋ以上まで高くなる。しかし、演色性の向上がみら
れないの橙色ＬＥＤを２～３個点灯すると、色温度は８０００～６０００前後の低下する
が、演色性が向上した。
このように、上記主光源ＬＥＤと補助光源ＬＥＤとの混色により全体として発光色温度を
３０００～８０００ケルビンの範囲で調整可能である。適宜橙色ＬＥＤを点灯すると演色
性は向上するが色温度が低下するので、青色ＬＥＤの点灯とバランスをとることにより、
色温度と演色性の双方の調整を行うことができる。
上記実施例では主光源を中間色温度に設定し、補正光源により色温度を低い方に、又は高
い方に調節するようにしたが、主光源の色温度を約８０００°Ｋに設定し、約５９０ｎｍ
の橙色ＬＥＤを補正光源として色温度を低い方向に調節するようにしてもよい。また、主
光源の色温度を約３０００°Ｋに設定し、約４８０ｎｍの青色ＬＥＤを補正光源として色
温度を高い方向に調節するようにしてもよい。この場合、演色性の度合いにより上記橙色
を適宜混色しながら調整するようにしてもよい。
次のプログラムは手術部位により色温度を調整する場合の手順を示す。
（第1プログラム）
脳外科8000Ｋ：胸部外科6000Ｋ：腹腔外科5000Ｋ：整形外科4000Ｋ
（補正色青on-off）←　　　　　　白　　　　　　→（補色橙on－off）
（第２プログラム）
脳外科8000Ｋ：胸部外科6000Ｋ：腹腔外科5000Ｋ：整形外科4000Ｋ
（補色青　強－弱）←　　　　　　白　　　　　　→（補色橙強－弱）
初期設定　青（強度１）黄（強度３）橙（強度２）
第１プログラムは白色ＬＥＤ（５０００°Ｋ）を主光源とし、補正光源青色ＬＥＤおよび
橙色ＬＥＤで色温度を補正する場合を示し、
第２プログラムは青色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、橙色ＬＥＤの混色で白色光源を作り、青色ま
たは橙色の強度を調整して色温度を補正する場合を示す。
なお、可視光の中から５８０ｎｍ付近の光を除くと、彩度の高い色に見えるので、青色領
域４５０ｎｍから黄色領域５５０ｎｍに立ち上げ、一旦下げて６００ｎｍを越えた付近か
ら再び立ち上げるスペクトルを形成することができる。
なお、上記無影灯の色温度設定は上記図１２で示したリモートコントロールシステムを適
用し、各シーンを設定しておけば、容易に所望の色温度と演色性を同時に実現することが
できる。
本発明によれば、白色ＬＥＤ又はＬＥＤ混色による白色発光を補正することにより異なる
色温度の白色発光に調整することができる。
したがって、無影灯に利用すれば、例えば脳外科8000Ｋ：胸部外科6000Ｋ：腹腔外科5000
Ｋ：整形外科4000Ｋと手術部位により色温度を設定することができ、しかも橙色を補正色
として用いるので、演色性にも優れるものとすることができる。また、術者の好む色温度
により外科手術を行うことができ、しかも発熱がほとんどないので、快適な手術環境を形
成することができる。
また、かかる色温度の調整できるＬＥＤ灯を使用することにより、相関色温度：6700Ｋ涼
しい色（クールな雰囲気、さわやかな雰囲気）相関色温度：5000Ｋ自然な色（自然な雰囲
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気）相関色温度：3000Ｋ暖かい色（落ち着いた雰囲気）と同じ部屋で照明の色温度を変え
ることで異なった雰囲気を出すこともできる。
なお、本発明は色温度設定が重要な役割を有する化粧用ＬＥＤ灯として用いることが推奨
できる。この場合においても、必要な状況をシーン別に設定し、スイッチまたはリモコン
操作により主光源に対する補助光源の光量を手動、好ましくは自動的に調節し、所望場所
の色温度を選択することができるシステムとするのが化粧灯として簡便に用いることがで
きる。

【図１】 【図２】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】 【図１３】
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