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(57)【要約】
【課題】複数の半導体発光素子を有するにも拘わらず、
照明光の色温度を順次可変できると共に、蛍光体の使用
量が少なく、かつ、コンパクトな照明装置を提供する。
【解決手段】照明装置１は発光体22と可変色部材31を具
備する。発光体22は、基板23及びこの基板が延びる方向
に並んで基板に実装された複数のＬＥＤ13を有する。可
変色部材31は基板の延びる方向と同方向に延びる波長変
換部33a～33cを複数有する。各波長変換部は、ＬＥＤ13
が発した光で励起されて発光する蛍光体を有して、発光
波長が夫々異なるように形成されている。可変色部材31
は、各波長変換部を平行に並べて、内側に発光体22が配
設される形状をなしている。可変色部材を、各波長変換
部33a～33cの並び方向に沿うように発光体に対して相対
的に移動可能に配設する。この相対移動により各波長変
換部33a～33cの内の任意の波長変換部をＬＥＤ13に対向
させ、この任意の波長変換部にＬＥＤ13が発光した光を
入射させることで、色温度を可変するようにしている。
【選択図】　　　図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板及びこの基板が延びる方向に並べて前記基板に実装された複数の半導体発光素子を
有する発光体と；
　前記半導体発光素子が発した光で励起されて発光する蛍光体を有して前記基板の延び方
向と同方向に延びる複数の波長変換部を有し、これら波長変換部での発光波長が夫々異な
るように形成された可変色部材であって、この可変色部材が、前記各波長変換部を平行に
並べて内側に前記発光体が配設される形状に作られているとともに、前記各波長変換部の
並び方向に沿うように前記発光体に対して相対的に移動可能に設けられ、この相対的移動
により前記各波長変換部の内の任意の波長変換部を前記半導体発光素子に対向させる前記
可変色部材と；
を具備することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記可変色部材をその長手方向に直交する方向の断面が円形断面又はＣ字状断面とした
形状とし、前記可変色部材の前記発光体に対する相対的移動の回転中心と前記可変色部材
の内側面との間に前記発光体を収めて、前記基板の長手方向に延びる両側縁と前記半導体
発光素子を前記内側面に接近させたことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記可変色部材の外側に、前記相対的移動により選択された前記任意の波長変換部が対
向する長孔状の投光窓を有した遮光部材を配置したことを特徴とする請求項１又は２に記
載の照明装置。
【請求項４】
　装置本体と； 
　この装置本体の一端部に配設された口金と；
　前記装置本体の他端部中央位置に前記口金とは反対方向に突設された支柱と；
　この支柱の側面に固定され前記支柱の軸方向に沿って延びる基板及びこの基板が延びる
方向に並べて前記基板に実装された複数の半導体発光素子を有して、前記支柱の周方向に
沿って配設された複数の発光体と；
　前記半導体発光素子が発光した光で励起されて発光する蛍光体を有して前記基板の延び
方向と同方向に延びる複数の波長変換部を有し、これら波長変換部での発光波長が夫々異
なるように形成された可変色部材であって、この可変色部材が、前記各波長変換部を平行
に並べて内側に前記発光体が配設される筒状に作られているとともに、前記各波長変換部
の並び方向に沿うように前記発光体及び前記装置本体に対して回転可能に設けられ、この
回転により前記各波長変換部の内の任意の波長変換部を前記発光体に対して選択させる前
記可変色部材と；
を具備することを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（発光ダイオード）等の半導体発子素子が発した光の色温度を可変し
て照明をする照明装置及びこれを用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、口金を有してスポットライトのように使用される照明器具において、ＬＥＤが発
した光を機械的な可変色手段で制御することで、照明環境に合わせて、電球色、昼白色、
昼光色等に変更して照明ができるようにした技術が知られている(例えば、特許文献１参
照。)。
【０００３】
　この照明器具では、中央部に紫外線を発するＬＥＤが実装された円形のプリント配線基
板を、ケースの円形をなした開口凹部の内底面に配置するとともに、ケースの開口凹部に



(3) JP 2009-16058 A 2009.1.22

10

20

30

40

50

可変色手段を取付けている。可変色手段は、開口凹部から起立した軸に、プリント配線基
板と平行な回転板を回転可能に支持し、この回転板に蛍光体シートを取付けている。蛍光
体シートは、青色、緑色、黄色、オレンジ色、赤色の蛍光体が円周方向に沿って順に配置
され、これらは、回転板に設けた５個の円形貫通孔の夫々を塞いでいる。回転板を手で回
転させるために、この回転板の周部の一部がケース外に突出されている。
【０００４】
　したがって、回転板を回転させることにより、その内の一つの円形貫通孔が選択されて
ＬＥＤに対向されるので、ＬＥＤの発光色を、この発光色とＬＥＤに対向した蛍光体との
関係で決まる色の光に波長変換できる。それにより、照明環境に合わせて蛍光体を選択し
て、電球色、昼白色、昼光色等に変更できる。
【特許文献１】特開2007-59260号公報（段落0133－0153、図８-図１０）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の技術では、円形で異種の蛍光体を円形の回転板にその円周方向に沿って設
けた可変色手段を採用している。このため、回転板を回転させて蛍光体を選択する際に蛍
光体間の部位によって照明光が遮光され照明が途切れてしまう。このことは、照明器具全
体の発光量を増やすために、ＬＥＤを一個のみではなく、複数並べて列状に配設して使用
する場合により顕著となる。
【０００６】
　このように複数のＬＥＤを並べて使用する場合、これらに対向する蛍光体が円形である
と、それに応じて蛍光体の面積が大きくなるので、コスト高になることは避けられない。
しかも、ＬＥＤ列が延びる方向の中央部を通ってＬＥＤの並び方向と直交する方向に位置
する蛍光体の周部には、ＬＥＤが発した光が入射し難くなるので、発光体を有効に利用で
きなくなる。
【０００７】
　又、こうした不具合を解消するには、各発光体を、ＬＥＤ列に対応した長さで回転板に
対して放射方向に延びる長円形状に設ければよい。しかし、この場合には、蛍光体間の部
位の面積がより大きくなるので、この部位によって、回転板を回転させて蛍光体を選択す
る際に照明光より明確に途切れてしまうので好ましくない。それだけではなく、ＬＥＤ列
が長くなる程、この列の長さの２倍以上の直径の回転板を作る必要があるので、この回転
板を例えばケースに組み込むと、ケースから回転板が大きく突出してしまう等可変色手段
を設置する上での問題を生じる。
【０００８】
　本発明の目的は、並べられた複数の半導体発光素子を有しているにも拘わらず、照明光
の色温度を順次可変できるとともに、蛍光体の使用量が少なく、かつ、コンパクトな照明
装置及びこれを用いた照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の発明の照明装置は、基板及びこの基板が延びる方向に並べて前記基板に実装
された複数の半導体発光素子を有する発光体と；前記半導体発光素子が発光した光で励起
されて発光する蛍光体を有して前記基板の延び方向と同方向に延びる複数の波長変換部を
有し、これら波長変換部での発光波長が夫々異なるように形成された可変色部材であって
、この可変色部材が、前記各波長変換部を平行に並べて内側に前記発光体が配設される形
状に作られているとともに、前記各波長変換部の並び方向に沿うように前記発光体に対し
て相対的に移動可能に設けられ、この相対的移動により前記各波長変換部の内の任意の波
長変換部を前記半導体発光素子に対向させる前記可変色部材と；を具備することを特徴と
している。
【００１０】
　この発明及び以下の各発明で、基板には、セラミック基板、合成樹脂基板、或いは金属
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ベースド基板等を用いることができる。この発明及び以下の各発明で、半導体発光素子に
は、紫外線或いは青色の光を発するＬＥＤを好適に用いることができる。これとともにＬ
ＥＤは、フリップチップ実装されるＬＥＤであっても、基板に表面実装されるＳＭＤ型の
ＬＥＤチップであってもよい。
【００１１】
　この発明及び以下の各発明で、波長変換部とは、半導体発光素子が発した光で励起され
て発光する蛍光体によって、半導体発光素子の発光色を、この色とは異なる色に変換し、
照明光の色温度を変えるものを指している。
【００１２】
　この発明及び以下の各発明で、各波長変換部での発光波長が夫々異なるように形成され
た可変色部材は、互いに異種の蛍光体を有した複数の波長変換部で形成することができ、
或いは、同種の蛍光体を有した複数の波長変換部の厚みを夫々異ならせることで形成する
こともできる。更に、後者の場合、互いの波長変換部の厚み変化は段階的であることの他
、グラジュエーション的に連続的に変化していてもよい。
【００１３】
　この発明及び以下の各発明で、「蛍光体を有した」とは、可変色部材が透光性のベース
を有する場合、このベースの内側面(光入射側の面)又は外側面(光出射側の面)に、蛍光体
の層を塗布した態様、又は、蛍光体が混ぜられた透光性合成樹脂自体によって波長変換部
が形成される態様を含んでいる。なお、後者の態様では、可変色部材は透光性のベースを
有していない。
【００１４】
　この発明及び以下の各発明で、内側に発光体が配設される可変色部材の形状とは、この
可変色部材をその長手方向に直交する方向の断面が円形断面又はＣ字状断面とした形状を
指している。可変色部材の長手方向に直交する方向の断面が円形断面であるとは、可変色
部材が円筒であることを意味しており、可変色部材の長手方向に直交する方向の断面がＣ
字状断面とは、可変色部材の軸方向に延びる切り欠きによって周方向の一部が除去された
形状、例えば可変色部材が半円筒形状等であることを意味している。
【００１５】
　この発明及び以下の各発明で、基板と同方向に延びる各波長変換部が平行に並べられた
とは、可変色部材の長手方向に直交する方向の断面形状に沿って各波長変換部が並べられ
ていることを指している。この場合、隣接する波長変換部を隙間なく連続して並べること
は、隣接する波長変換部間からの光漏れがないようにできる点で好ましい。しかし、隣接
する波長変換部間に意図的に僅かな隙間を設けて各波長変換部を平行に並べることもでき
る。このようにすれば、隙間を通しての光漏れを各波長変換部の移動量の目安として利用
できるとともに、発光体を塗布して設ける場合に、隣接した発光体が重ならないように塗
布する上で好ましい。
【００１６】
　この発明及び以下の各発明で、可変色部材が各波長変換部の並び方向に沿うように発光
体に対して相対的に移動可能であるとは、可変色部材と発光体の内のいずれか一方が固定
で、他方が一点を中心に回転して動き得ることを指している。この場合、発光体を回転さ
せると、色温度とともに照明方向が変わるので、そうした用途に好適な照明装置とでき、
又、可変色部材を回転させることは、照明方向が変わることがなく色温度を変えることが
できる点で好ましい。
【００１７】
　請求項１の発明では、可変色部材が有した複数の波長変換部の並び方向に沿うように発
光体と可変色部材との一方を移動させることにより、任意の波長変換部を選択してこの変
換部を発光体の半導体発光素子に正対する位置に配置できる。そのため、前記任意の波長
変換部に入射された半導体発光素子からの光で前記任意の波長変換部が有した蛍光体が励
起されるので、半導体発光素子の発光色と励起された蛍光体とによって決まる色温度の光
で照明できる。この場合、半導体発光素子が複数用いられているので、十分な光量を得ら
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れる。これとともに、可変色部材が有した複数の波長変換部は、隣接した波長変換部間に
遮光部が存在しないように並べられているので、前記相対的移動によって途切れないよう
に順次照明光の色温度を変えることができる。
【００１８】
　更に、請求項１の発明では、各波長変換部が発光体の基板が延びる方向と同方向に延び
ているので、波長変換部を複数の半導体発光素子に対向する大きさの円形とする場合に比
較して、前記相対的移動方向に沿う各波長変換部の大きさが小さい。言い換えれば、複数
の半導体発光素子の並び方向に直交する方向の波長変換部の幅が短い。これにより、波長
変換部をコンパクトにできる。これとともに、波長変換部の幅が短いので、この波長変換
部の全域に複数の半導体発光素子が発した光を入射させることができる。
【００１９】
　しかも、請求項１の発明では、可変色部材が円板状ではなく、その内側に発光体を配設
できる立体形状をなしていて、この可変色部材の各波長変換部が発光体の基板と同方向に
延びているため、可変色部材をコンパクトにできる。なお、複数の半導体発光素子が形成
する素子列の長さに応じて可変色部材の軸方向長さを長くすることは必要であるが、前記
素子列の長さの２倍以上に可変色部材を大きくする必要はない。
【００２０】
　請求項２の発明は、前記可変色部材をその長手方向に直交する方向の断面が円形断面又
はＣ字状断面とした形状とし、前記可変色部材の前記発光体に対する相対的移動の回転中
心と前記可変色部材の内側面との間に前記発光体を収めて、前記基板の長手方向に延びる
両側縁と前記半導体発光素子を前記内側面に接近させたことを特徴としている。
【００２１】
　この発明で、基板の発光素子実装面を白色系とするなど反射面に形成することが好まし
い。
【００２２】
　請求項２の発明では、発光体が可変色部材の内側に配設されることで、半導体発光素子
が発した光を、基板に実装された半導体発光素子の光の出射方向に配置された波長変換部
に限定して入射させることができる。これとともに、この入射の際に波長変換部で反射さ
れた光を、基板により反射させて前記波長変換部に再入射させ易いので、再入射されない
光（迷光）を抑制して光の利用効率を向上できる。
【００２３】
　請求項３の発明は、前記可変色部材の外側に、前記相対的移動により選択された前記任
意の波長変換部が対向する長孔状の投光窓を有した遮光部材を配置したことを特徴として
いる。
【００２４】
　この請求項３の発明では、基板の発光素子実装面に正対している任意の波長変換部に隣
接した波長変換部から出る照明光が、遮光部材で遮られるとともに、前記任意の波長変換
部から出る照明光が投光窓に通されるので、目的とする色温度の光で照明できる。
【００２５】
　請求項４の発明の照明器具は、装置本体と；この装置本体の一端部に配設され口金と；
前記装置本体の他端部中央位置に前記口金とは反対方向に突設された支柱と；この支柱の
側面に固定され前記支柱の軸方向に沿って延びる基板及びこの基板が延びる方向に並べて
前記基板に実装された複数の半導体発光素子を有して、前記支柱の周方向に沿って配設さ
れた複数の発光体と；前記半導体発光素子が発光した光で励起されて発光する蛍光体を含
有して前記基板の延び方向と同方向に延びる複数の波長変換部を有し、これら波長変換部
での発光波長が夫々異なるように形成された可変色部材であって、この可変色部材が、前
記各波長変換部を平行に並べて内側に前記発光体が配設される筒状に作られているととも
に、前記各波長変換部の並び方向に沿うように前記発光体及び前記装置本体に対して回転
可能に設けられ、この回転により前記各波長変換部の内の任意の波長変換部を前記発光体
に対して選択させる前記可変色部材と；を具備することを特徴としている。
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【００２６】
　この発明の照明器具は、装置本体に口金とは反対方向に突設された支柱を設け、この支
柱の側面に複数の発光体を固定するとともに、筒状をなしてその内側に発光体を配設する
可変色部材を備えており、前記発光体と可変色部材とは請求項１の発明で説明したのと同
様な構成である。そのため、この請求項４の発明では、請求項１の発明で説明したのと同
じ理由により、並べられた複数の半導体発光素子を有しているにも拘わらず、可変色部材
を回転させることで照明光の色温度を途切れないように順次可変できるとともに、蛍光体
の使用量が少なく、かつ、コンパクトな照明器具を提供できる。
【発明の効果】
【００２７】
　請求項１，４の発明によれば、並べられた複数の半導体発光素子を有しているにも拘わ
らず、照明光の色温度を順次可変できるとともに、蛍光体の使用量が少なく、かつ、コン
パクトな照明装置又はこれを用いた照明器具を提供できる。
【００２８】
　請求項２の発明によれば、半導体発光素子の光の出射方向に配置された波長変換部で反
射された光を、前記波長変換部に再入射させ易いので、光の利用効率を向上できる。
【００２９】
　請求項３の発明によれば、基板の発光素子実装面に正対している任意の波長変換部に隣
接した波長変換部から出る照明光を遮光し、目的とする色温度の光を投光窓に通して照明
することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３０】
　図１～図５を参照して本発明の第１実施形態の照明装置を説明する。
【００３１】
　図１中符号１は照明器具を示している。この照明器具１は、器具本体２に、照明カバー
５を取付けるとともに、照明装置１を内蔵して形成されている。
【００３２】
　器具本体２は、照明装置１及びこの装置の点灯を制御する図示しない点灯装置を内蔵で
きる箱からなり、背面壁２ａは取外し可能である。器具本体２の正面壁２ｂは遮光部材を
兼ねているとともに、この正面壁２ｂに投光窓３が設けられている。投光窓３は図１を描
いた紙面の表裏方向に延びる長孔で形成されている。器具本体２は図示しない通気孔を複
数個所に有していて、これらの通気孔を通して器具本体２の内外にわたって空気が流通可
能になっている。
【００３３】
　照明カバー５は、透明又は拡散透光性の材料、例えば透光性アクリル樹脂で成形されて
いて、その内面にサンドブラスト処理によって細かな凹凸（図示しない）が付されて、拡
散透光性を得ている。この照明カバー５は、正面壁２ｂに図示しない取付け手段により取
外し可能に支持されている。照明カバー５の長手方向に直交する方向の断面は、図１に例
示するように投光窓３を中心に描かれるような半円形状をなしている。
【００３４】
　図２及び図３に示すように照明装置１はこの装置からの放熱を担う支持手段１２に支持
されている。支持手段１２は、支持軸１３と、支持ベース１４と、例えば一対のヒートシ
ンク１５を備えている。
【００３５】
　支持軸１３は、熱輸送部材、好ましい例としてヒートパイプで作られている。支持ベー
ス１４は金属好ましくはアルミニウム等の軽金属で作られている。支持ベース１４の側面
の少なくとも一部は平らな支持面１４ａをなしている。本実施形態では、外形が正四角形
の支持ベース１４を用いて、その内の一つの面を支持面１４ａとして使用している。
【００３６】
　この支持ベース１４はその中心部に貫通孔１４ｂを有している。貫通孔１４ｂには、こ
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れに密着して支持軸１３が貫通されている。したがって、支持ベース１４は支持軸１３の
長手方向中間部に固定されており、これら支持軸１３と支持ベース１４とは熱伝導ができ
るように密接されている。
【００３７】
　ヒートシンク１５は、支持ベース１４から突出された支持軸１３の両端部に夫々密に嵌
合して取付けられている。ヒートシンク１５は例えば後述する支持円板１７と略同径の円
板状放熱フィンを複数枚有している。支持軸１３はヒートシンク１５と支持ベース１４の
長手方向両端面との間に露出しており、この露出部位の夫々に円形の支持部材１６が夫々
固定されている。これら支持部材１６には複数の通線孔１６ａが厚み方向に貫通して設け
られている。
【００３８】
　一対の支持部材１６の外周部には夫々支持円板１７が回転可能に嵌合して支持されてい
る。これら支持円板１７の互いに相対向する側面には、外周部側に寄せてリング形状の凸
部１７ａが夫々形成されている。凸部１７ａの中心は、支持手段１２の中心軸線、言い換
えれば、支持軸１３の中心軸線に一致している。一方の支持円板１７の外周部には歯部１
７ｂが設けられている。
【００３９】
　支持手段１２は、例えば図３に示すように支持軸１３の両端を、器具本体２の長手方向
の端壁２ｃに固定して、器具本体２内に例えば図３図において水平に配設されている。
【００４０】
　図３中符号１８は器具本体２外に配置された操作摘みを示している。この操作摘み１８
は、一方の端壁２ｃに貫通して回転可能に支持された操作軸１８ａを有している。操作軸
１８ａの先端部には器具本体２内に配置される歯車１９が連結されている。この歯車１９
は前記一方の支持円板１７の歯部１７ｂに噛合わされている。したがって、操作摘み１９
を回転操作することにより、歯部１７ｂを有した支持円板１７が回転されるようになって
いる。
【００４１】
　照明装置１は、発光体２２と、可変色部材３１とを具備して形成されている。
【００４２】
　図２及び図３に示すように発光体２２は、基板２３と、複数の半導体発光素子例えば青
色の光を発するＬＥＤ１３を有して形成されている。
【００４３】
　基板２３は図５（Ａ）（Ｂ）に示すように短冊状をなしている。この基板２３には背面
への放熱を良好とするために例えば金属ベースド基板が用いられている。この基板２３は
、銅等からなる金属製のベース板２３ａの一面に、電気絶縁性の絶縁層２３ｂを積層して
形成され、必要に応じて絶縁層２３ｂ上に銅箔等からなる図示しない導体を所望のパター
ンが設けられている。
【００４４】
　複数のＬＥＤ１３は、図５（Ａ）（Ｂ）に示すように基板２３が延びる方向に並べられ
て絶縁層２３ｂ上に例えば一列に実装されている。
【００４５】
　図５(Ａ)に示した発光体２２のＬＥＤ１３は、表面から裏面にわたる一対の端子が取付
けられたＬＥＤ基板上に、前記端子と電気的に接続して青色発光をするＬＥＤベアチップ
を取付けるとともに、このＬＥＤベアチップを包囲しかつ収容するリフレクタを取付け、
リフレクタ内のチップ収容部に透明シリコーン樹脂等の封止樹脂を充填して形成されたも
のである。これらのＬＥＤ１３は、その一対の端子を基板２３の導体パターンにフリップ
チップ実装により接続して、互いに直列に接続されている。
【００４６】
　図５（Ｂ）に示した発光体２２のＬＥＤ１３は、表面実装型のＬＥＤチップからなり、
その素子基板が基板２３上にダイボンド材を用いて接着される。隣接するＬＥＤ同士はそ
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れらが有した電極にわたって設けられたボンディングワイヤにより接続され、それによっ
てＬＥＤ１３は互いに直列に接続されている。図５（Ｂ）の場合には、各ＬＥＤ１３及び
ボンディングワイヤを封止するために、例えば酸化チタンの粉末が混入された透光性シリ
コーン樹脂等の封止樹脂（図５Ｂ中二点鎖線で封止領域を示す）２２ａが基板２３の表面
に設けられる。図５（Ｂ）の発光体２２でのＬＥＤの使用数は図５（Ａ）の発光体２２で
の使用数より遥かに多く、図５（Ｂ）の発光体２２の発光密度は図５（Ａ）の発光体２２
の発光密度より高い。
【００４７】
　図２及び図３に示すように発光体２２は、その基板２３の裏面を支持ベース１４の支持
面１４ａに密着させて支持手段１２に支持されている。これにより、発光体２２は、支持
手段１２の中心軸線上ではなく、この軸線から例えば図２及び図３において下方向に隔た
って配置されている。
【００４８】
　図３中符号２５は絶縁被覆された電線を示している。これらの電線２５は支持部材１６
の通線孔１６ａに通されていて、その先端(一端)は、ＬＥＤ列への給電が可能となるよう
に基板２３に接続されている。電線２５は支持円板１７とヒートシンク１５との間を通っ
て引出され、その引出し端(他端)は図示しない点灯装置に接続されている。
【００４９】
　可変色部材３１は、例えばベース３２に複数の波長変換部３３ａ～３３ｃを設けて作ら
れている。
【００５０】
　ベース３２は、透明ガラス又はアクリル樹脂等の透光性樹脂の透光性材料製であって、
その内側に発光体２２を配設できる形状、例えば、筒形、具体的には図２～図４に示すよ
うに円筒形に作られている。したがって、可変色部材３１の長手方向に直交する方向の断
面は図２に示すように円形断面をなしている。なお、ここに透光性とは、透明だけではな
く拡散透光性である場合も含んでいる。
【００５１】
　波長変換部３３ａ～３３ｃは、基板２３が延びる方向と同方向に延びているとともに、
ＬＥＤ１３が発した光で励起されて発光する蛍光体を有して形成されている。蛍光体とし
て例えば青色光で励起されて黄色の光を放射するＹＡＧ蛍光体（イットリウム・アルミニ
ウム・ガーネット系蛍光体）が用いられていて、この蛍光体は波長変換部３３ａ～３３ｃ
において好ましくは均一に分散された状態にある。励起されて発光する光の波長が夫々異
なるようにするために、各波長変換部３３ａ～３３ｃの膜厚は夫々異なっている（なお、
作図の都合上厚み差をつけないで描いてある。）。各波長変換部３３ａ～３３ｃの幅寸法
は、図２に示すように基板２３の幅寸法と略同じであるとともに、器具本体２の投光窓３
の幅寸法とも略同じである。
【００５２】
　各波長変換部３３ａ～３３ｃは、互いに平行にしてベース３２の周方向に並べてベース
３２の例えば内側面に塗布して設けられていて、その並び方向に隙間なく連続している。
本実施形態において例えば各波長変換部３３ａ～３３ｃは、円筒からなるベース３２の中
心に対して６０度の角度範囲を占めて設けられているとともに、径方向に対向する位置に
同じ厚みの波長変換部、言い換えれば、同じ色温度を得るための波長変換部が配置される
ように設けられている。なお、可変色部材３１の回転中心Ｇ（図２参照）をなすベース３
２の回転中心に対する各波長変換部３３ａ～３３ｃの角度を、この明細書では波長選択角
θ(図２参照)と称し、図２では６０度である。
【００５３】
　ベース３２の内側面に各波長変換部３３ａ～３３ｃを配置させることは、ベース３２が
アクリル等の透光性樹脂である場合、ＬＥＤ１３からの放射熱にベース３２が直接晒され
ることが各波長変換部３３ａ～３３ｃで防止されるに伴い、熱によりベース３２が黄色味
を帯びて変色する（黄変）ことを抑制できる。したがって、照明装置１の寿命を長く維持
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できる点で好ましい。しかし、黄変に対する耐性が強い材料例えば透光性ガラス等で形成
されたベース３２にあっては、その外側面に各波長変換部３３ａ～３３ｃを配置させても
よい。
【００５４】
　図３に示すように可変色部材３１の両端部内周は支持円板１７の凸部１７ａに嵌合して
固定されており、それにより、可変色部材３１が支持手段１２に回転可能に両端支持され
ている。こうして支持された可変色部材３１の一部、つまり、一つの波長変換部は、図１
に示すように器具本体２の投光窓３に対向ないしは入り込んで位置されている。
【００５５】
　支持手段１２に支持された可変色部材３１は、前記操作摘み１８が回転操作されたとき
に、支持円板１７とともに各波長変換部３３ａ～３３ｃの並び方向に沿うように回転され
る。それにより、発光体２２に対する各波長変換部３３ａ～３３ｃの相対位置を変えて、
任意に選択した波長変換部を発光体２２に正対することができるようになっている。なお
、可変色部材３１は、手動による回転に限らず、例えばマイクロモータの動力によりアク
チュエータを介して前記波長選択角θずつ回転されるようにしてもよい。
【００５６】
　可変色部材３１の回転中心Ｇとなる支持軸１３の中心軸線と可変色部材３１の内側面と
の間に発光体２２が収められている。したがって、支持手段１２に支持された発光体２２
は、図２に示すように可変色部材３１の内側面に寄せて可変色部材３１の内側に配設され
ている。
【００５７】
　この配設状態では、基板２３の長手方向に延びる両側縁２３ｃが可変色部材３１の内側
面に最も接近し、かつ、これら両側縁２３ｃから基板２３の幅方向中央に至るに従い、こ
の基板２３と可変色部材３１の内側面との間の距離が次第に大きくなっているとともに、
前記両側縁２３ｃ間においてＬＥＤ１３が可変色部材３１の内側面に接近している。なお
、基板２３の両側縁部を斜めに折り曲げて可変色部材３１の内側面により接近させること
も可能である。
【００５８】
　照明装置１の各ＬＥＤ１３に給電して、これらを発光させることにより照明器具１は照
明状態となる。この照明では、器具本体２の投光窓３に配置されている波長変換部（図２
の例で歯波長変換部３２ａ）を各ＬＥＤ１３から発した青色の光が透過する一方で、波長
変換部に含まれている蛍光体が青色の光によって励起されて黄色の光を発光するので、こ
れら青色の光と黄色の光とが混ざり合い白色系の光となって、投光窓３から下方に照射さ
れる。更に、この照明光は、照明カバー５で拡散されてこの照明カバー５を通って照明に
供される。
【００５９】
　この照明では、ＬＥＤ１３から出た光の一部は、投光窓３に配置された波長変換部の両
側に隣接した波長変換部を透過するが、その透過光は、器具本体２の正面壁２ｂで遮られ
るので、投光窓３に配置された波長変換部を透過した光に混じって混色されることが防止
される。更に、照明カバー５を用いたことで、照明光の輝度を低下させて、照明装置１を
直視した場合の眼球の負荷を軽減できる。
【００６０】
　照明中に、使用者が操作摘み１８を操作すると、支持手段１２に固定された発光体２２
に対して可変色部材３１が相対的に回転されるので、その回転量を調整することによって
波長変換部３３ａ～３３ｃの内のいずれかを投光窓３に配置できる。各波長変換部３３ａ
～３３ｃの夫々に含まれた蛍光体の量は、各波長変換部３３ａ～３３ｃの厚みが異なるこ
とに応じて夫々異なっている。
【００６１】
　このため、膜厚が最も薄い波長変換部３３ａを投光窓３に配置して発光体２２に正対さ
せた場合には、黄色い光の発光量が最も少ないので、それに応じて色温度が高い照明光を
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得られる。言い換えれば、涼しい色である青白い光の照明光(昼白色に近似した色の光)で
照明ができる。
【００６２】
　膜厚が最も厚い波長変換部３３ｃを投光窓３に配置して発光体２２に正対させた場合に
は、黄色い光の発光量が最も多いので、それに応じて色温度が低い照明光を得られる。言
い換えれば、暖かい色である黄色味が強い照明光（電球色に近似した色)で照明ができる
。
【００６３】
　そして、膜厚の厚みが中間の厚みである波長変換部３３ｂを投光窓３に配置して発光体
２２に正対させた場合には、黄色い光の発光量が波長変換部３３ａを透過した光よりも多
いが波長変換部３３ａを透過した光よりも少ないので、それに応じた色温度の照明光を得
られる。言い換えれば、黄色味が強くも弱くもない自然な色の照明光（昼光色に近似した
色)で照明ができる。
【００６４】
　従って、前記照明装置１を備えた照明器具１は、以上のように可変色部材３１を回転さ
せてその波長変換部３３ａ～３３ｃのいずれかを選択して使用することで、使用者の気分
や好みに応じた照明光を得ることができる。
【００６５】
　前記照明に用いた照明装置１では、その発光源として、一個のＬＥＤではなく、直線状
に並べられた複数のＬＥＤ１３を用いているので、十分な光量を得て照明ができる。
【００６６】
　これとともに、可変色部材３１が有した複数の波長変換部３３ａ～３３ｃは、互いの間
に遮光部が存在しないように並んで連続しているので、可変色部材３１を回転させて照明
光の色温度を変える際に、途切れないように順次変えることができる。
【００６７】
　又、前記構成の照明装置１の各波長変換部３３ａ～３３ｃが発光体２２の基板２３が延
びる方向と同方向に延びている。このため、波長変換部３３ａ～３３ｃを複数のＬＥＤ１
３列に対向する大きさの円形とする場合に比較して、可変色部材３１の回転方向に沿う各
波長変換部３３ａ～３３ｃの大きさが小さい。言い換えれば、ＬＥＤ１３列が延びる方向
に直交する方向の各波長変換部３３ａ～３３ｃの幅が短い。これにより、波長変換部３３
ａ～３３ｃをコンパクトにできる。したがって、低コスト化を図ることができる。これと
ともに、既述のように波長変換部３３ａ～３３ｃの夫々の幅が短いので、選択して使用さ
れる波長変換部の全域に各ＬＥＤ１３が発した光を入射させることができる。
【００６８】
　可変色部材３１は円板状ではなく、その内側に発光体２２を配設できる立体形状、つま
り、本実施形態では円筒形をなしていて、この可変色部材３１が有した波長変換部３３ａ
～３３ｃが発光体２２の基板２３と同方向に延びているため、可変色部材３１をコンパク
トにできる。又、可変色部材３１は、ＬＥＤ列の長さに応じて可変色部材３１の軸方向長
さを長くすることは必要であるが、可変色部材３１が円板状である場合のように二つのＬ
ＥＤ列を円板の直径方向に並べられることがないので、ＬＥＤ列の長さの２倍以上に可変
色部材３１を大きくする必要はなく、コンパクトである。
【００６９】
　前記照明装置１では、可変色部材３１に対する発光体２２の配置により、ＬＥＤ１３を
可変色部材３１の内側面に接近させているので、ＬＥＤ１３の光の出射方向に位置した配
置された波長変換部に限定して入射させることができる。これにより、ＬＥＤ１３が発し
た光を有効に所望とする波長変換部に透過させて照明をすることができる。
【００７０】
　既述の照明において、投光窓３に配置された波長変換部にＬＥＤ１３から発した光が入
射する際に、その一部は反射される。しかし、前記照明装置１では、可変色部材３１に対
する発光体２２の配置により、発光体２２の基板２３の長手方向に延びる両側縁２３ｃを
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可変色部材３１の内側面に接近させているので、波長変換部で反射された光が、両側縁２
３ｃと可変色部材３１の内側面との間を通って発光体２２の裏側方向に漏れて、照明光と
して利用されない迷光となることを抑制できる。これとともに、投光窓３に配置された波
長変換部に接近した基板２３で、これに入射した前記反射光を反射させて、再び投光窓３
に配置された波長変換部に入射させ易くできる。しかも、本実施形態では、基板２３の絶
縁層２３ｂが白色系であるので、そこでの反射性能が良好である。したがって、再入射さ
れない光（迷光）を抑制して光の利用効率を向上できる。
【００７１】
　既述の照明において各ＬＥＤ１３は発熱する。この熱は、基板２３の金属のベース板２
３ａに熱伝導されて、支持手段１２により放熱される。つまり、ベース板２３ａから支持
ベース１４に熱伝導され、支持ベース１４の熱はヒートパイプからなる支持軸１３に伝え
られるので、この支持軸１３での熱輸送機能によってヒートシンク１５に伝えられて、こ
れらヒートシンク１５からその周囲空間に放熱される。そのため、筒状の可変色部材３１
と支持円板１７とがなした空間に発光体２２に配設されているにも拘わらず、各ＬＥＤ１
３の温度上昇が抑制されるとともに各ＬＥＤ１３の温度が均一化されるので、これらＬＥ
Ｄ１３の発光強度が同様に維持されて色むらを抑制できる。
【００７２】
　図６を参照して本発明の第２実施形態を説明する。第２実施形態は以下説明する事項以
外は第１実施形態と同じであるので、第１実施形態と同じ構成については、第１実施形態
と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。
【００７３】
　第２実施形態では、器具本体２の正面壁２ｂに、この正面壁２ｂの表側に突出して投光
窓３を囲む支持縁部４が形成されている。この支持縁部４に光拡散部材として例えばレン
ズ６が装着されている。このレンズ６はアクリル樹脂などから成形されていて投光窓３を
閉じている。以上説明した事項以外は第１実施形態と同じである。
【００７４】
　したがって、この第２実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。しかも、投光窓３の光出射側にレンズ６を設けたことにより
、投光窓３を通った光を、レンズ６の配光設計に応じて配光できる。そのため、例えば図
６において投光窓３の直下の明るさが他の場所より極端に強くなることを抑制して、照明
カバー５の各部を略均一な明るさで光らせることができる。
【００７５】
　図７を参照して本発明の第３実施形態を説明する。第３実施形態は以下説明する事項以
外は第１実施形態と同じであるので、第１実施形態と同じ構成については、第１実施形態
と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。
【００７６】
　第３実施形態では、可変色部材３１が筒形ではなく、その軸方向に直交する方向の断面
が略Ｃ字状に形成されている。この可変色部材３１の波長変換部３３ａ～３３ｃは夫々一
つである。又、固定の支持ベース１４の例えば支持面１４ａと平行な背面に、第１のスト
ッパ凸部１４ｃと第２のストッパ凸部１４ｄとが突設されている。図７の状態から可変色
部材３１が時計回りに６０度回転されたときに、可変色部材３１の波長変換部３３ｂ側の
端が第１のストッパ凸部１４ｃに当たって、波長変換部３３ｃを投光窓３に位置決めした
状態に可変色部材３１が回り止めされ、同様に、図７の状態から可変色部材３１が反時計
回りに６０度回転されたときに、可変色部材３１の波長変換部３３ｃ側の端が第２のスト
ッパ凸部１４ｄに当たって、波長変換部３３ｂを投光窓３に位置決めした状態に可変色部
材３１が回り止めされるようになっている。以上説明した事項以外は第１実施形態と同じ
である。
【００７７】
　したがって、この第３実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。しかも、可変色部材３１が略半円筒状をなしているので、Ｌ
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ＥＤ１３の熱がこもり難く放熱が容易となる。それにより、支持軸１３をヒートパイプと
しないで単なる軸で形成可能であり、それに伴いヒートシンクの省略も可能となるので、
そうした場合には支持手段の構成を簡単にできる。
【００７８】
　図８及び図９を参照して本発明の第４実施形態を説明する。第４実施形態は以下説明す
る事項以外は第１実施形態と同じであるので、第１実施形態と同じ構成については、第１
実施形態と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。第４実施形態の照明装置
１は、その中心軸が例えば上下方向に延びるように立てて配置されるとともに、円筒状の
可変色部材３１の全周を露出させて、又は立てて配置された可変色部材３１を照明カバー
で覆って使用される。
【００７９】
　この第４実施形態で支持手段１２は一対備えられている。これらの支持手段１２は、器
具本体などに図示しない接続部材を介して設けられる固定の支持部材１６と、これに回転
可能に取付けられた支持円板１７とを有して形成されている。
【００８０】
　更に、第４実施形態の発光体２２は、合成樹脂製等の基板２３の両側面に夫々ＬＥＤ１
３を複数実装して形成されている。図８に示すように基板２３の一側面に実装されたＬＥ
Ｄ１３と、基板２３の他側面に実装されたＬＥＤ１３とは、基板２３の厚み方向に対応す
ることなく、基板２３の長手方向に沿って実装位置をずらして配設されている。
【００８１】
　この発光体２２は、基板２３の長手方向両端部の夫々を、一対の支持部材１６の中央部
に貫通した状態に取付けることによって支持されている。したがって、図９に示すように
発光体２２は円筒状の可変色部材３１の中心部に配設されている。基板２３の両側面に実
装されることにより互いに反対向きに配置されたＬＥＤ１３が発した光は、可変色部材３
１の径方向に対向して位置された同じ膜厚の波長変換部（図９の例では波長変換部３３ｂ
）に入射されるようになっている。なお、各ＬＥＤ１３の発熱に伴い、支持部材１６に設
けられた通線孔１６ａを通して、可変色部材３１内の空気が外部と対流して、ＬＥＤ１３
の熱を可変色部材３１外に放出可能としてある。以上説明した事項以外は第１実施形態と
同じである。
【００８２】
　したがって、この第４実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。しかも、この第４実施形態の照明装置１は、偶数方向具体的
には二方向への照明、つまり、円筒状の可変色部材３１の径方向両側に照明光を投射して
照明できる。
【００８３】
　この第４実施形態で、基板２３を透明ガラス等の透光性材料で作り、この基板２３に各
ＬＥＤ１３を透明なダイボンド材を用いて実装することも可能である。そして、各ＬＥＤ
１３が図５（Ｂ）で説明したＳＭＤ形のものである場合、各ＬＥＤ１３が正面発光（基板
２３とは反対方向への発光）と背面発光（基板２３に向けての発光）をするので、正面発
光と背面発光の双方を利用して可変色部材３１の径方向両側に照明光を投射して照明でき
る。
【００８４】
　図１０及び図１１を参照して本発明の第５実施形態を説明する。第５実施形態は以下説
明する事項以外は第１実施形態と同じであるので、第１実施形態と同じ構成については、
第１実施形態と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。第５実施形態の照明
装置１は、その中心軸が例えば上下方向に延びるように立てて配置されるとともに、円筒
状の可変色部材３１の全周を露出させて、又は立てて配置された可変色部材３１を照明カ
バーで覆って使用される。
【００８５】
　第５実施形態での支持手段１２は、固定の支持部材１６と、これに回転可能に取付けら
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れた支持円板１７と、支持軸１３と、この支持軸の長手方向両端部に装着されたヒートシ
ンク１５とを有して形成されている。
【００８６】
　支持軸１３は、アルミニウム合金等の金属製であり、正四角柱状をなしている。この支
持軸１３の四つの側面（ＬＥＤ取付け面）の夫々に発光体２２が装着されている。支持軸
１３の周方向に隣接した側面に装着された発光体２２のＬＥＤ１３同士は、それらの実装
位置を図１０に示すように支持軸１３の長手方向に沿ってずらして設けられている。
【００８７】
　支持軸１３は、その長手方向両端部の夫々を一対の支持部材１６の中央部に貫通した状
態に取付けることによって支持されている。したがって、図１１に示すように発光体２２
は円筒状の可変色部材３１の中心部に配設されている。支持軸１３の互いに平行な側面に
配設された発光体２２のＬＥＤ１３から発した光は、可変色部材３１の径方向に対向して
位置された同じ膜厚の波長変換部(図１１の例では波長変換部３３ｂ)に入射されるように
なっている。そのために、本実施形態では、円筒状可変色部材３１の周面を１２の領域に
分けて、これらの領域の夫々に波長変換部３３ａ～３３ｃのいずれかが塗布されている。
波長変換部３３ａ～３３ｃの膜厚は夫々異なっている。同時に点灯される各ＬＥＤ１３が
発する熱は、支持軸１３を熱伝導してヒートシンク１５に伝えられて、これらヒートシン
ク１５から放出される。以上説明した事項以外は第１実施形態と同じである。
【００８８】
　したがって、この第５実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。しかも、この第５実施形態の照明装置１は、偶数方向例えば
四方向への照明、つまり、円筒状の可変色部材３１の９０度ごとに照明光を投射して照明
できる。なお、第５実施形態では、支持軸１３を正四角以上の正多角形とするとともに、
これに合わせて１２を超える領域に円筒状可変色部材３１の周面を細かく分けて、これら
の領域の夫々に夫々膜厚が異なる波長変換部を塗布して実施することが可能である。それ
により、支持軸１３の角数に応じた偶数方向への照明をすることができる。
【００８９】
　図１２及び図１３を参照して本発明の第６実施形態を説明する。第６実施形態は以下説
明する事項以外は第５実施形態と同じであるので、第５実施形態と同じ構成については、
第５実施形態と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。
【００９０】
　第６実施形態の照明装置１は遮光部材例えば円筒状の遮光筒３５を備えている。支持手
段１２が有した一対のヒートシンク１５の支持円板１７に対向する円板状放熱フィン１５
ａに遮光筒３５の両端部が嵌合されている。したがって、遮光筒３５が可変色部材３１を
覆って支持手段１２に支持されている。なお、遮光筒３５を金属製とする場合には、放熱
フィン１５ａの熱が遮光筒３５に伝わるので、この金属製遮光筒３５で放熱部材を兼ねて
、発光体２２の放熱性能を向上できる。
【００９１】
　図１３に示すように遮光筒３５は、支持軸１３のＬＥＤ取付け面の数と同数の投光窓３
７を有している。これらの投光窓３７は支持軸１３のＬＥＤ取付け面に対応する位置に設
けられていて、したがって本実施形態では遮光筒３５の周方向に９０度ごとに設けられて
いる。各投光窓３７は遮光筒３５の軸方向に延びる長孔で形成されている。これらの投光
窓３７の長さと幅は、各波長変換部３３ａ～３３ｃの夫々の長さと幅と略等しい。
【００９２】
　図１２に示すように遮光筒３５の一端部に通孔３５ａが形成されている。通孔３５ａは
、投光窓３７の間隔に応じた長さ、例えば本実施形態では遮光筒３５の周方向に略９０度
にわたって延びている。この通孔３５ａには、可変色部材３１の一端部外面に突設した軸
状に摘み３８が通されている。そのため、摘み３８を使用者が動かすことにより、発光体
２２と可変色部材３１との相対位置をかえるために、可変色部材３１を回転させることが
できる。なお、こうした回転操作手段を備えていることにより、第１実施形態で説明した
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回転操作手段、つまり、一方の支持円板の歯部、操作摘み、操作軸、及び歯車は省略して
ある。以上説明した事項以外は第５実施形態と同じである。
【００９３】
　したがって、この第６実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。しかも、この第６実施形態の照明装置１は、偶数方向例えば
四方向への照明、つまり、円筒状の可変色部材３１の９０度ごとに照明光を投射して照明
できる。
【００９４】
　その上、第６実施形態の照明装置１は遮光筒３５を備えているので、前記偶数方向への
光の照射において、ＬＥＤ１３に正対している波長変換部（図１３では波長変換部３３ｂ
）の両側の波長変換部（図１３では３３ａ，３３ｃ）にＬＥＤ１３の光の一部が入射して
も、これらの波長変換部３３ａ，３３ｃを通って投射される光を遮光筒３５で遮ることが
できるとともに、ＬＥＤ１３に正対している波長変換部３３ｂを通って投射される光で照
明ができる。言い換えれば、使用者が可変色部材３１の回転操作により任意に選択して投
光窓３７に対向させた波長変換部から出る照明光に、この波長変換部の両側の波長変換部
から出る光が混じることを防止できる。
【００９５】
　なお、この第６実施形態でも、支持軸１３を正四角以上の正多角形とするとともに、こ
れに合わせて１２を超える領域に円筒状可変色部材３１の周面を細かく分けて、これらの
領域の夫々に夫々膜厚が異なる波長変換部を塗布して実施することが可能である。それに
より、支持軸１３の角数に応じた偶数方向への照明をすることができる。
【００９６】
　図１４を参照して本発明の第７実施形態を説明する。第７実施形態は以下説明する事項
以外は第６実施形態と同じであるので、第６実施形態と同じ構成については、第６実施形
態と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。
【００９７】
　第７実施形態の照明装置１では、光拡散部材として例えばアクリル樹脂などから成形さ
れたレンズ６が、遮光筒３５の各投光窓３７に装着されている。このレンズ６は投光窓３
７を閉じている。又、図１４中符号５は拡散透光性の照明カバーを示している。遮光筒３
５に突設された前記摘み３８(図１４では図示されない。図１２参照)は照明カバー５の逃
げ部(図示しない)を通して外部から操作可能にするか、若しくは、照明カバー５に連結し
てこの照明カバー５を器具本体に回転可能に支持させて、照明カバー５の回転に伴い遮光
筒３５を回転操作ができるようにしている。以上説明した事項以外は第７実施形態と同じ
である。
【００９８】
　したがって、この第７実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。しかも、各投光窓３７を塞いで遮光筒３５にレンズ６を設け
たことにより、使用者が可変色部材３１の回転操作により任意に選択して投光窓３７に対
向させた波長変換部を通った照明光を、レンズ６の配光設計に応じて配光できる。これに
より、照明カバー５の周方向において各投光窓３７に対応した９０度ごとの位置が他の部
位よりも極端に明るくなることを抑制して、照明カバー５の各部を略均一な明るさで光ら
せることができる。
【００９９】
　図１５を参照して本発明の第８実施形態を説明する。第８実施形態は以下説明する事項
以外は第１実施形態と同じであるので、第１実施形態と同じ構成については、第１実施形
態と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。
【０１００】
　第８実施形態の照明装置１が備える図示しない一対の支持手段は、第４実施形態で説明
した支持手段と同様であり、器具本体２などに図示しない接続部材を介して設けられる固
定の支持部材と、これに回転可能に取付けられた支持円板とを有して形成されている。第
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８実施形態での発光体２２は、基板２３の一面例えば下面のみにＬＥＤ１３を複数並べて
実装して形成されている。この発光体２２は、基板２３の長手方向両端部の夫々を、一対
の支持部材の中央部に貫通した状態に取付けることによって支持されている。したがって
、図１５に示すように発光体２２は円筒状の可変色部材３１の中心部に配設されている。
第８実施形態の照明装置１が備える可変色部材３１は、正多角の筒形、例えば正六角形の
筒形に形成されて、前記一対の支持手段の支持円板に両端支持されている。この可変色部
材３１の各面に波長変換部が夫々塗付されている。以上説明した事項以外は第１実施形態
と同じである。
【０１０１】
　したがって、この第８実施形態でも、第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、
本発明の課題を解決できる。
【０１０２】
　図１６及び図１７を参照して本発明の第９実施形態を説明する。以下の説明において第
１実施形態と同じ技術事項については、第１実施形態と同じ符号を付してその作用の説明
とともに省略する。
【０１０３】
　図１６中符号１は照明器具例えばランプ４１を示している。このランプ４１は、装置本
体として例えば外郭部材４２と、照明カバー５と、口金５０と、支柱５１と、複数の発光
体２２と、可変色部材３１と、点灯装置５５と、を具備している。複数の発光体２２と可
変色部材３１は照明装置１を形成している。
【０１０４】
　外郭部材４２は、アルミニウム合金等の金属製であり、ベース壁４３と、大径筒部４４
と、小径筒部４５と、放熱フィン４６、放熱壁４７とを備えている。
【０１０５】
　ベース壁４３は円形である。大径筒部４４は、ベース壁４３の周部に一体に突出成形さ
れていて、この大径筒部４４の先端部外周に爪受け凸部４４ａが設けられている。小径筒
部４５は、ベース壁４３の中央部に大径筒部４４とは反対方向に突出して一体成形されて
いる。この小径筒部４５と大径筒部４４とは同心的に設けられているとともに、互いの内
部は連通されている。放熱フィン４６は、小径筒部４５とベース壁４３と一体成形されて
これらにわたって小径筒部４５を中心に放射状に設けられている。
【０１０６】
　放熱壁４７は、アルミニウム合金等の金属により成形された円板からなるとともに、大
径筒部４４内に配設されている。放熱壁４７はその周面を大径筒部４４の内周面に密着し
て熱伝導が容易にできるようにねじ又接着剤を用いて大径筒部４４に取付けられている。
なお、ベース壁４３と放熱壁４７を一体成形する場合には放熱壁４７は省略できる。
【０１０７】
　照明カバー５は拡散透光性を有して略半球状に形成されている。この照明カバー５の開
口縁部の内周には爪部５ａが一体成形されている。この爪部５ａを大径筒部４４の爪受け
凸部４４ａに引っ掛けることにより、照明カバー５が外郭部材４２をその正面から覆って
取付けられている。このような爪係合状態で照明カバー５と外郭部材４２とは周方向に沿
って人為的に相対回転することが可能である。
【０１０８】
　口金５０は小径筒部４５の先端部に電気的に絶縁された状態で装着されている。この口
金５０は図示しないソケットに着脱可能にねじ込まれてランプ４１をソケットに電気的か
つ機械的に接続するのに使用される。
【０１０９】
　支柱５１の長手方向一端は放熱壁４７の中央部に固定されている。これにより支柱５１
はランプ４１の径方向中心位置でランプ４１の軸方向に延びている。支柱５１は熱輸送が
可能な構成であり、最適な例として本実施形態ではヒートパイプを用いているが、これに
代えてアルミニウム合金等の金属製の柱を用いることも可能である。この支柱５１は正多
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角形であり、本実施形態では正四角柱である。
【０１１０】
　複数の発光体２２は第１実施形態で説明したものと同じである。これらの発光体２２は
その基板２３を支柱５１の各側面に密着させて支柱５１に固定されている。
【０１１１】
　可変色部材３１は、以下の点の他は、第１実施形態で説明したものと同様であるベース
３２は透明ガラス又はアクリル樹脂等の透光性樹脂の透光性材料製により筒状例えば円筒
形に作られている。これとともに、夫々膜厚が異なる複数の波長変換部３３ａ～３３ｃが
ベース３２の内周面に塗布されている。波長変換部３３ａ～３３ｃがベース３２の周方向
に関して占めた領域は例えば３０度であり、これにより、可変色部材３１の径方向に対向
して位置された波長変換部の膜厚は同じとなっている。
【０１１２】
　図１７に示すように可変色部材３１はその内側に発光体２２が取付けられた支柱５１を
収めて、この支柱５１と同心的に配置されている。この可変色部材３１のベース３２の一
端は放熱壁４７に接するように配置されている。これとともに、ベース３２の他端は照明
カバー５の内面に固定されている。そのため、可変色部材３１は照明カバー５とともに回
転され、それにより発光体２２に対する可変色部材３１の相対位置を変えることができ、
この相対位置の変更に伴い任意の膜厚の波長変換部をＬＥＤ１３に正対させることができ
るようになっている。なお、図１６中符号４７ａは放熱壁４７に一体成形した環状凸部を
示し、この環状凸部４７ａの内側にベース３２の一端部が入り込んでいる。
【０１１３】
　又、各ＬＥＤ１３を点灯させる点灯装置５５は、小径筒部４５に内蔵されていて、各発
光体２２の基板２３及び口金５０に電気的に接続されている。以上説明した事項以外は第
１実施形態と同じである。
【０１１４】
　したがって、この第９実施形態のランプ４１の点灯時に、照明カバー５を回転操作して
所望とする膜厚の波長変換部を選択することによって、これら選択された波長変換部、つ
まり、可変色部材３１の径方向に対向して位置された同じ膜厚の波長変換部に、支柱５１
の各側面に装着された発光体２２のＬＥＤ１３が発した光を入射できる。したがって、第
９実施形態のランプ４１でも第１実施形態で説明したのと同じ理由によって、複数のＬＥ
Ｄ１３を有するにも拘わらず、照明光の色温度を途切れないように順次可変できると共に
、蛍光体の使用量が少なく、かつ、照明装置１がコンパクトである等の本発明の課題を解
決できる。
【０１１５】
　又、この第９実施形態で各ＬＥＤ１３が発する熱は、ヒートパイプからなる支柱５１か
ら放熱壁４７に伝えられ、更に、この放熱壁４７から外郭部材４２に伝えられる。それに
より、外郭部材４２の外面及び放熱フィン４６から外部に放熱される。そのため、筒状の
可変色部材３１内に発光体２２が配設されているにも拘わらず、各ＬＥＤ１３の温度上昇
が抑制されるとともに各ＬＥＤ１３の温度が均一化されるので、これらＬＥＤ１３の発光
強度が同様に維持されて色むらを抑制できる。
【０１１６】
　図１８を参照して本発明の第１０実施形態を説明する。第１０実施形態は以下説明する
事項以外は第９実施形態と同じであるので、第９実施形態と同じ構成については、第９実
施形態と同じ符号を付してその作用の説明とともに省略する。
【０１１７】
　第９実施形態では、可変色部材３１を発光体２２に対して回転させるために、可変色部
材３１が固定された照明カバー５を、外郭部材４２の周部に回転可能に支持させる回転手
段を採用したが、第１０実施形態では、照明カバー５に固定された可変色部材３１を放熱
壁４７の中央部に回転可能に支持する回転手段を採用している。
【０１１８】
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　そのために、放熱壁４７の中央部に環状凸部４７ａを突設するとともに、この環状凸部
４７ａの開口部に内側に突出する受け縁を設けている。更に、可変色部材３１の円筒形の
ベース３２の一端部に外側に突出する係合縁３２ａを設けている。そして、係合縁３２ａ
を環状凸部４７ａの受け縁に引っ掛けることによって、照明カバー５が外郭部材４２をそ
の正面から覆って取付けられている。このような係合状態で照明カバー５と外郭部材４２
とは周方向に沿って人為的に相対回転することが可能である。なお、本実施形態では、第
９実施形態で採用した照明カバー５の爪部と外郭部材４２の爪受け部は省略されている。
以上説明した事項以外は第９実施形態と同じである。
【０１１９】
　したがって、この第１０実施形態でも、第９実施形態で説明したのと同じ理由によって
、本発明の課題を解決できる。
【図面の簡単な説明】
【０１２０】
【図１】本発明の第１実施形態に係る照明器具を示す断面図。
【図２】図１の照明器具が備える照明装置を示す断面図。
【図３】図２中Ｆ３－Ｆ３線に沿う断面図。
【図４】図２の照明装置が備える可変色部材を示す斜視図。
【図５】(Ａ)(Ｂ)は図２の照明装置に使用される夫々異なる発光体を示す正面図。
【図６】本発明の第２実施形態に係る照明器具を示す断面図。
【図７】本発明の第３実施形態に係る照明器具が備える照明装置を示す断面図。
【図８】本発明の第４実施形態に係る照明器具が備える照明装置を示す断面図。
【図９】図８中Ｆ９－Ｆ９線に沿う断面図。
【図１０】本発明の第５実施形態に係る照明器具が備える照明装置を示す断面図。
【図１１】図１０中Ｆ１１－Ｆ１１線に沿う断面図。
【図１２】本発明の第６実施形態に係る照明器具が備える照明装置を示す断面図。
【図１３】図１２中Ｆ１３－Ｆ１３線に沿う断面図。
【図１４】本発明の第７実施形態に係る照明器具が備える照明装置を示す断面図。
【図１５】本発明の第８実施形態に係る照明器具を示す断面図。
【図１６】本発明の第９実施形態に係るランプを示す断面図。
【図１７】図１６中Ｆ１７－Ｆ１７線に沿う断面図。
【図１８】本発明の第１０実施形態に係るランプを示す断面図。
【符号の説明】
【０１２１】
　１…照明器具、２…器具本体、２ｂ…器具本体の正面壁(遮光部材)、３…投光窓、５…
照明カバー、６…レンズ(光拡散部材)、１…照明装置、２２…発光体、２３…基板、２３
ｃ…基板の側縁、１３…ＬＥＤ（半導体発光素子）、３１…可変色部材、３２…ベース、
３３ａ～３３ｃ…波長変換部、３５…遮光筒(遮光部材)、３７…投光窓、４１…ランプ(
照明器具)、４２…外郭部材(装置本体)、５０…口金、５１…支柱、５５…点灯装置
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