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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　４００ｎｍ～５００ｎｍにピーク波長を有する光を出射可能な複数の第１の発光素子(1
1)と、
　前記第１の発光素子(11)からの光の少なくとも一部を吸収して黄色の光を蛍光可能な蛍
光体と、
を有する、虫に対して忌避効果のある白色光を発光可能な照明装置であって、
　さらに５００ｎｍよりも長波長側にピーク波長を有する複数の第２の発光素子(21)を備
えており、
　前記第１の発光素子(11)は前記第２の発光素子(21)よりも搭載数または相対発光強度の
点で大きく、
　前記第１の発光素子(11)は略等間隔に配列されて、かつ前記第２の発光素子(21)は、該
第１の発光素子(11)に対して略均等に分散されて配置されており、
　さらに前記第２の発光素子(21)同士の間には前記第１の発光素子(11)が配置されており
、
　前記第２の発光素子(21)のピーク波長の相対放射強度が前記第１の発光素子(11)のピー
ク波長の相対放射強度に対して５％以上２０％以下であることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記第２の発光素子(21)同士の離間距離が略一定であり、
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　さらに前記第２の発光素子(21)の間には第１の発光素子(11)が複数配置されており、
　前記第２の発光素子(21)同士の間に配置される第１の発光素子(11)の搭載数が略一定で
あることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　請求項１または２に記載の照明装置において、
　前記第２の発光素子(21)が可視光の内黄色又は赤色、或いは赤外域からなる群より選択
される少なくとも一の波長域にピーク波長を有することを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項１ないし３のいずれか一に記載の照明装置において、
　前記第２の発光素子(21)の総数は前記第１の発光素子(11)の総数に対して５％以上１４
％以下であることを特徴とする照明装置。
【請求項５】
　請求項１ないし４のいずれか一に記載の照明装置において、
　前記第１の発光素子(11)または／かつ第２の発光素子(21)が発光ダイオードで構成され
ていることを特徴とする照明装置。
【請求項６】
　請求項１ないし５のいずれか一に記載の照明装置において、さらに
　前記第１の発光素子(11)及び第２の発光素子(21)上を被覆して光を散乱させる透過部材
(13)を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか一に記載の照明装置において、
　さらに、複数の前記第１の発光素子(11)をドットマトリックス状に配列した状態で、前
記第２の発光素子(21)を所定の位置に少なくとも一以上搭載した基板(3)を有しており、
　該第２の発光素子(21)は前記基板(3)上の発光領域の中心を基準として略対称に位置し
ていることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関するものであって、詳しくは虫に対して忌避効果のある照明装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　生物がある外界刺激に対して、一定の方向をもった運動をする現象を走性と言う。例え
ば、蛾やその他の虫は光に向かって飛ぶ走光性を備える。したがって夜間に自動販売機、
街灯などの光にたくさんの虫が群がることがある。誘蛾灯は昆虫のこの走光性を利用した
照明装置であり、例えば害虫を誘引し殺滅する蛍光灯、ブラックライト、高圧水銀灯など
が開発されている。この誘蛾灯を店舗の入り口近傍に設置し夜に点灯すれば、これに蛾や
螟虫などを誘い集めて捕殺することができる。この結果、誘蛾灯へ虫を誘引し店舗内へ虫
が進入するのを回避できる。
【０００３】
　ところで照明装置に昆虫が群がる理由は以下の通りである。虫は一般的に３６０ｎｍ～
３８０ｎｍの紫外線に反応する。例えば蛍光灯は熱陰極をもつ低圧水銀蒸気放電ランプで
あり、その放電により発生する紫外線をガラス管内壁に塗られた蛍光物質によって可視光
に変換して利用するものである。つまり蛍光灯において蛍光物質を励起するための紫外線
の波長域が、虫の視覚ピークに重なって虫を寄せ集めてしまう。
【０００４】
　つまり照明器具としての蛍光灯と誘蛾灯は共に虫が反応する紫外線の光を放出するため
双方の照明器具とも虫を誘引する。したがって誘蛾灯を設置するときは、屋外から屋内の
蛍光灯までの間に誘蛾灯を設置し、すなわち虫の飛来径路において誘蛾灯を経由して蛍光
灯に到達するよう双方の照明器具を位置決めすれば、先に虫を誘蛾灯へ誘い込んで捕殺す
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ることができ、虫が屋内に進行するのを回避できるる。しかし中には誘蛾灯に誘引されず
虫が室内の蛍光灯側へ到達する虞もあり、また、一端室内に進行した虫は蛍光灯近傍から
離れず不快である。一方で、誘蛾灯に虫が群がる光景も不快感を招くことが多い。
【０００５】
　一方で上記と逆に虫を寄せ付けない、つまり虫に対して忌避効果のある照明装置が開発
されている。例えば特許文献１の発光装置および照明装置は、害虫類に対して忌避効果が
高いことが開示されている。図９にこの照明装置８００の側面図を示す。照明装置８００
は基板８０５に第１の発光ダイオード８０１及び第２の発光ダイオード８０２を搭載して
いる。第１の発光ダイオード８０１は波長７００ｎｍ～８００ｎｍに発光ピークを有する
光を放射する。さらに第２の発光ダイオード８０２は、第１の発光ダイオード８０１より
も短波長域でかつ波長５８０ｎｍ以上の波長域に発光ピークを有する光を放射する。
【０００６】
　図９の照明装置８００であれば、第１の発光ダイオード８０１からの出射光により、植
物の開花や生長を調節する色素蛋白質の反応を制御する。さらに第２の発光ダイオード８
０２の出射光域は夜蛾の嫌う光波長域であるため、夜蛾の活動を低下させて植物を夜蛾か
ら忌避することができる。すなわち１つの照明装置で夜蛾の忌避効果と植物の成長促進効
果を得ることができる。
【０００７】
　また、図１０は照明装置８００における波長と相対放射強度の関係を示すグラフである
。図１０に示すように、照明装置８００は虫の誘引に起因する短波長側の波長域にはスペ
クトルを有しておらず、出射される波長は上記防虫効果が顕著な波長域に限定されている
。したがってスペクトル形状は急峻であって半値幅の狭い線状のスペクトルとなり、この
結果演色性の低い波長光となってしまう。例えばこのような波長域を備える照明装置８０
０を屋内用の一般的な照明装置に適用しようとすれば、出射光が単色光となり白色光を再
現できない。したがってこのような光源下では物の色が不自然に見えるため屋内用の白色
用の照明光源としては利用できないという問題があった。
【０００８】
　すなわち、一般的な照明器具である蛍光灯は虫を誘引する虞があり、これに対して虫の
視覚反応領域を外した波長光を放出する特許文献１のような照明装置であれば、防虫効果
は高まるものの演色性が著しく低いためこれを室内用の照明器具としては使用し難い。
【特許文献１】特開２００４－９３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は、従来のこのような問題点を解消するためになされたものである。本発明の主
な目的は、虫に対する有効な忌避効果を備えつつ、室内での使用に適した白色光を発光可
能な照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の第１の照明装置は、４００ｎｍ～５００ｎｍに
ピーク波長を有する光を出射可能な複数の第１の発光素子１１と、第１の発光素子１１か
らの光の少なくとも一部を吸収して黄色の光を蛍光可能な蛍光体と、を有する、虫に対し
て忌避効果のある白色光を発光可能な照明装置であって、さらに５００ｎｍよりも長波長
側にピーク波長を有する複数の第２の発光素子２１を備える。また第１の発光素子１１は
第２の発光素子２１よりも搭載数または相対発光強度の点で大きく、第１の発光素子１１
は略等間隔に配列されて、かつ第２の発光素子２１が第１の発光素子１１に対して略均等
に分散されて配置されており、さらに第２の発光素子２１同士の間には第１の発光素子１
１が配置されており、第２の発光素子２１のピーク波長の相対放射強度が第１の発光素子
１１のピーク波長の相対放射強度に対して５％以上２０％以下であることを特徴とする。
【００１１】
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　また第２の照明装置は、第２の発光素子２１同士の離間距離が略一定であり、さらに第
２の発光素子２１の間には第１の発光素子１１が複数配置されており、この第２の発光素
子２１同士の間に配置される第１の発光素子１１の搭載数が略一定であることを特徴とす
る。
【００１２】
　また第３の照明装置は、第２の発光素子２１が可視光の内黄色又は赤色、或いは赤外域
からなる群より選択される少なくとも一の波長域にピーク波長を有することを特徴とする
。
【００１４】
　さらに第４の照明装置は、第２の発光素子２１の総数が第１の発光素子１１の総数に対
して５％以上１４％以下であることを特徴とする。
【００１５】
　また第５の照明装置は、第１の発光素子１１または／かつ第２の発光素子２１が発光ダ
イオードで構成されていることを特徴とする。
【００１６】
　さらに第６の照明装置は、第１の発光素子１１及び第２の発光素子２１上を被覆して光
を散乱させる透過部材１３を備えることを特徴とする。
【００１７】
　また第７の照明装置は、さらに、複数の第１の発光素子１１をドットマトリックス状に
配列した状態で、第２の発光素子２１を所定の位置に少なくとも一以上搭載した基板３を
有しており、各第２の発光素子２１の離間距離が略等しく、かつ第２の発光素子２１は基
板３上の発光領域の中心を基準として略対称に位置していることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１８】
　本発明の照明装置は、虫に対して誘引作用のある波長域を低減するのではなく、この波
長域を積極的に利用しつつ、さらに特定の波長光を所定の割合で混色することにより虫に
対する忌避効果を高めることができる。加えて光源下においても物の見え方が自然な演色
性に優れた照明装置とできる。また、第２の発光素子の間に第１の発光素子が搭載される
配置パターンにより、第２の発光素子が過度に近接することを回避でき、第２の発光素子
からの発光強度が互いに強められることがない。つまり第１の発光素子からの発光色と、
これと色相の異なる第２の発光素子からの発光色の均質性を高めて、混色光における色ム
ラを低減できる。特に、第２の発光素子間に配置される第１の発光素子の搭載数を複数と
することで、第２の発光素子に係る発光色の成分比率を相対的に低減させることができ、
全体の混色における色ムラを一層回避できる。
【００１９】
　また第３の発明によれば、虫に対する忌避効果を向上させると共に、第１及び第２の発
光素子から出射される各成分光の混色による色相を照明光として適したものとできる。特
に第２の発光素子によるピーク波長を可視光の長波長側とすれば、混色光を暖色系の白色
光とでき演色性に一層優れた照明光となる。
【００２０】
　さらに第１、４の発明によれば、上記の効果を享受すると共に混色光を構成する各成分
光の配合比率を特定することで、発光領域における単位面積あたりの成分光の混色率を略
一定とできる。この結果、照明装置からの出射光の色ムラを低減することができる。
【００２１】
　また第５の発明によれば、発光素子を発光ダイオードで構成することで、小型で電力効
率が良く鮮やかな色の発光を実現できる。さらに球切れの心配がない上、初期駆動特性が
優れており、振動やオン・オフ点灯の繰り返しに強い効果を奏する。
【００２２】
　さらに第６の発明によれば、発光素子からの出射光が透過部材を透過することで光を散
乱させて拡散性を高めることができ、これにより各成分光の混色性が高まる結果、照明装
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置からの放出光の色ムラを低減することができる。
【００２３】
　また第７の発明によれば、単位面積あたりの各成分光の混色性を略一定とでき、さらに
基板を連結することで種々のサイズの発光面積に対応できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。ただし、以下に示す実施の形態
は、本発明の技術思想を具体化するための、照明装置を例示するものであって、本発明は
、照明装置を以下のものに特定しない。さらに、本明細書は、特許請求の範囲を理解しや
すいように、実施例に示される部材に対応する番号を、「特許請求の範囲」、及び「課題
を解決するための手段の欄」に示される部材に付記している。ただ、特許請求の範囲に示
される部材を、実施例の部材に特定するものでは決してない。特に実施の形態に記載され
ている構成部品の寸法、材質、形状、その相対的配置等は特に特定的な記載がない限りは
、本発明の範囲をそれのみに限定する趣旨ではなく、単なる説明例にすぎない。なお、各
図面が示す部材の大きさや位置関係等は、説明を明確にするため誇張していることがある
。さらに以下の説明において、同一の名称、符号については同一もしくは同質の部材を示
しており、詳細説明を適宜省略する。さらに、本発明を構成する各要素は、複数の要素を
同一の部材で構成して一の部材で複数の要素を兼用する態様としてもよいし、逆に一の部
材の機能を複数の部材で分担して実現することもできる。また、一部の実施例、実施形態
において説明された内容は、他の実施例、実施形態等に利用可能なものもある。
【００２５】
　（実施の形態１）
　図１は実施の形態１に係る照明装置１の分解斜視図である。また外部電源やコントロー
ラとの接続状態を示すブロック図でもある。図１の照明装置１は、光を放出する複数の発
光素子１０で構成された光源２と、この光源２の上方を被覆する透過部材１３を備える。
また光源２はコントローラ５を介して電源ＰＳと接続されており、ここから駆動電力の供
給を受ける。電源ＰＳからの電力をコントローラ５で受けて、発光素子１０を通電させる
と光源２の出射光が上方へと進行し、透過部材１３を透過して照明装置１の外部へと放出
される。
【００２６】
　また発光素子１０は出射光のピーク波長が異なる第１の発光素子１１と第２の発光素子
２１とを備える。この照明装置１に搭載される第１の発光素子１１の数は、第２の発光素
子２１の搭載数よりも多い。さらに第１の発光素子１１は４００ｎｍ～５００ｎｍにピー
ク波長を有する光を出射可能であり、さらに、この出射光の少なくとも一部を吸収して励
起され黄色に蛍光可能な蛍光体を含有する。一方、第２の発光素子２１は５００ｎｍより
も長波長側にピーク波長を有する。また第１の発光素子１１は、第２の発光素子２１より
も相対発光強度の点で大きい。以下、各部材について詳細に説明する。
【００２７】
　（光源）
　実施の形態１に係る光源２は複数の点光源である発光素子１０を集合させたものであり
、この発光素子１０としては放電発光、電界発光など種々の照明光が利用できる。具体的
には、ＬＥＤやＬＤなどの半導体素子、有機ＥＬ、ルミネセンスによる蛍光ランプなどが
挙げられる。図１の例では発光素子１０として発光ダイオード（light emitting diode：
ＬＥＤ）を採用した。これにより低電圧、低電流で駆動できるため、消費電力を抑え耐久
性、信頼性を向上できる。さらに電力消費量も低減できるためランニングコスト削減に加
え地球環境にも配慮できる。また、ＬＥＤは堅牢で耐衝撃性に優れ機械的衝撃にも強く安
定して使用できる他、長寿命であるため光源を取り替える手間やコストを低減でき、メン
テナンスフリーを実現できる。さらに、発熱量が小さいため周囲の部材への熱的影響が比
較的小さい。
【００２８】
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　加えて、ＬＥＤは電流制御素子であるため、電流量によって発光量を調整できる上、出
力のリニアリティにも優れ好ましい。実施の形態１に係るＬＥＤの形状は特に限定されず
、砲弾型、表面実装型（ＳＭＤ型）等、種々のＬＥＤを採用できる。例えば表面実装型を
使用すれば薄型の照明装置を実現できる。
【００２９】
　また、第１の発光素子１１は４００ｎｍ～５００ｎｍ、特に４５０ｎｍ～４８０ｎｍ、
一層好ましくは４６０ｎｍ～４７０ｎｍに発光ピーク波長を有し、蛍光物質を効率よく励
起可能な発光波長を有する光を発光できる発光層を有することが好ましい。当該範囲の励
起光源を用いることにより、蛍光体の発光効率を高めることができるからである。また、
上記の波長範囲の光は主に青色光領域となる。
【００３０】
　そして第１の発光素子１１内の蛍光体に吸収された青色光は励起源として働き、黄色の
蛍光を発する。この黄色光と青色光が混ぜ合わされて人間の目には白色として見える。例
えば、発光素子にＩｎＧａＮ系材料を使った青色系発光素子を用い、この青色系発光素子
表面に蛍光体を薄くコーティングする。この蛍光体は、（Ｙ，Ｇｄ）3（Ａｌ，Ｇａ）5Ｏ

12：Ｃｅの組成式で表されるＹＡＧ系蛍光体等を利用できる。
【００３１】
　図２は第１の発光素子１０に係る出射光の波長を示すスペクトル図である。図２に示す
ように第１の発光素子１１は発光ダイオードによる４００ｎｍ～５００ｎｍの青色波長域
と、蛍光体による５００ｎｍ～６００ｎｍの黄色波長域にピーク波長を備える。すなわち
第１の発光素子１１はこれらの色相が混色することで発光素子１１全体からは白色に呈し
た出射光が放出される。
【００３２】
　ところで、この第１の発光素子１１の青色発光領域に相当する波長と、虫の誘引率に関
するデータを図３に示す。具体的に図３は青色光を単独に出射するＬＥＤ光と、他の単色
を呈する各ＬＥＤ光（紫色、緑色、黄色、赤黄色、赤色）に誘引される虫の数を比較した
グラフである。また白色のＬＥＤ光に関しても同様の観測を施し、その結果を図３に併記
する。図３から、虫は長波長の光に誘引されにくい傾向が見られる。一方、短波長側の光
は虫の誘引作用が顕著であり、特に紫色、続いて青色光が他の単色光と比較して誘引率が
高い。
【００３３】
　実施の形態１の照明装置は、この虫の誘引率が高い青色光を出射する第１の発光素子１
１を積極的に利用しつつ、さらに所定の割合の光量でもって第２のピーク波長域を混合す
ることを特長とする。すなわち、虫の誘引率が高い波長域を低減させる従来の方法とは異
なり、この波長域をそのまま出射光の成分光とし、さらに他の色相の波長光を特定の配合
割合で混色付加することで忌避効果を高めており、これは全く新しい知見に基づくもので
ある。
【００３４】
　具体的に図４は、図２の光波長に付加される光波長の一例であって、それぞれの波長は
第２の発光素子２１の出射光により構成される。図では一例として５８０ｎｍ（黄色）、
６２０ｎｍ（赤色）または７００ｎｍ（赤外線）にピーク波長を備えるそれぞれの波形を
示しているが、第２の発光素子２１は５００ｎｍよりも長波長側に少なくとも一のピーク
波長を有していればよく、図の波形に限定されない。
【００３５】
　また、第１の発光素子１１のピーク波長の相対放射強度は第２の発光素子２１のピーク
波長における相対放射強度よりも大きい。具体的には図２及び図４に示すように、第２の
発光素子２１のピーク波長の相対放射強度Ｐ２（図４参照）は、第１の発光素子１１のピ
ーク波長の相対放射強度Ｐ１（図２参照）に対して５％以上２０％以下であることが好ま
しい。第１の発光素子１１及び第２の発光素子２１からの各成分光による混色の割合をこ
の範囲に特定することで、有効な防虫効果を発揮しつつ、照明装置１からの全体の放出光
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の演色性を向上させ、さらに混色光の色ムラを低減でき好ましい。すなわち室内での使用
に際しても光源下で物の色を自然に見ることができ、かつ虫に対する忌避効果の双方を満
足する照明装置とできる。
【００３６】
　また第２の発光素子２１は５００ｎｍよりも長波長側に少なくとも一のピーク波長を有
していればよい。ただこれに加えて２以上のピーク波長を備えていてもよい。あるいは第
２の発光素子とは異なる波長域であって、５００ｎｍ以上にピーク波長を備える第３の発
光素子を追加してもよい。
【００３７】
　（発光素子の配列と載置個数の割合）
　発光素子１０の配列状態について以下に説明する。第１の発光素子１１及び第２の発光
素子２１は、それぞれの発光素子の配列パターンにおいて、隣接する発光素子同士を等間
隔として、これにより配置の均等性を高めている。具体的には第１の発光素子１１を略等
間隔に配列して、かつ第２の発光素子２１を、この第１の発光素子１１に対して略均等に
分散して配置している。すなわち、発光素子の全集合体で構成される発光領域内において
、第２の発光素子同士の離間距離が略一定となり、単位面積当たりの両発光素子の搭載数
の比率を略一定とできる。
【００３８】
　さらに詳しくは、任意の第２の発光素子２１同士の間には第１の発光素子が介在されて
おり、つまり第２の発光素子２１同士が隣接して配置されない。また、この第２の発光素
子２１同士の間に位置する第１の発光素子１１の配置数は、任意の第２の発光素子２１間
においてそれぞれ略一定である。言い換えると、第１の発光素子群は第２の発光素子によ
り配置領域または配置数を略均等に分割されている。
【００３９】
　このように発光素子の配列の均等性を高めることで、各発光素子からの出射光が寄与す
る各色相の混色性を向上させ、この結果、全体の混合色における色ムラを低減させること
ができ好ましい。ただし、本明細書でいう「等間隔」とは、隣接する同種の発光素子間に
おける離間距離が等しいことを意味しており、この場合の離間距離とは異種の発光素子間
の距離には適用されない。また、「同種」とはスペクトル波長の形状が類似していること
を指す。
【００４０】
　図１の例では基板３上の発光素子の載置領域を矩形状の発光領域とし、この発光領域内
に複数の第１の発光素子１１をドットマトリックス状に配列している。また隣接する第１
の発光素子１１は略等間隔である。さらに、基板３上に第２の発光素子２１を搭載してお
り、この第２の発光素子２１の総数は、第１の発光素子１１の総数の５％以上１４％以下
とする。第１及び第２の発光素子において発光ピーク値を基準とした上記光量の割合に加
えて、載置総数の割合をこの範囲に規定することで、照明装置の演色性及び防虫効果を一
層高めると共に、照明装置１からの全体光の色ムラをより低減することができる。
【００４１】
　さらに任意の第２の発光素子２間同士を等間隔とし、かつ配置位置を略対称にして、第
２の発光素子２１を発光領域内に均等に分散することが好ましい。具体的に図５は発光素
子１０の配列の一例を示す説明図である。具体的に図５（ａ）は３行×３列の計９個の第
１の発光素子１１をマトリックス状に配列してこれを便宜上、発光素子群４（図中の矩形
破線部）と呼称する。第２の発光素子２１はこの発光素子群４の間に配置されており、さ
らに図５（ａ）の一点鎖線に示すように、隣接する第２の発光素子２１同士を連結した線
がジグザグに屈曲するように搭載している。さらに詳しくは、第２の発光素子２１は発光
領域の中心を通る中心線を基準として略対称に位置する。
【００４２】
　また発光素子１０の搭載領域に相当する光源の発光領域において、単位面積あたりに搭
載される第１の発光素子１１と第２の発光素子２１の搭載個数の比率を略一定とする。こ
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れにより第１の発光素子１１からの出射光における第２の光量の配合比率を偏在なく略一
定とでき、この結果混色光の色ムラを低減でき好ましい。
【００４３】
　例えば図１の例では、第１の発光素子１１で構成される白色ベースの発光領域に、第２
の発光素子２１の赤色光が略一定の配分でさらに略等間隔にちりばめられた光源２とでき
る。これにより発光領域の大きい白色光に赤色光が均等に散在し、赤色光の偏在を回避し
て、全体の混色光における色ムラを低減できる。
【００４４】
　また、図５（ａ）の配置形態であれば、白色用の第１の発光素子１１の間をぬうように
第２の発光素子２１を配列するため、第２の発光素子２１の搭載箇所は第１の発光素子１
１に依存せず種々とできる。あるいは、既存の白色用照明装置を利用して第２の発光素子
２１のみを追加して対応できるため、従来の照明装置に防虫機能を容易に付与することが
できる。
【００４５】
　また、図５（ｂ）は発光素子群４の一部を第２の発光素子２１に置換した配列形態であ
る。具体的には発光素子群４の矩形状において、縁側の中央部に位置する第１の発光素子
１１を第２の発光素子２１と置換している。第２の発光素子２１の全体の配置位置は一点
鎖線で示すように、図５（ａ）と同様ジグザグ形状となり配置の均等性が高まる。また、
全ての発光素子群４は互いに同一の素子配置であり、かつ隣接する発光素子群４を上下逆
になる姿勢で連結している。したがって図５（ｂ）の配置形態であれば発光素子群４を一
のユニットとし、ひとつおきに上下逆にした状態でこれらを数珠繋ぎに接続してユニット
数を変更することで、単位面積当たりの第２の発光素子２１の配置位置を均等にしつつ、
様々なサイズの発光面積に対応できる。また、ユニットの接続状態は直線状に限定せず面
状、あるいは立体状としてもよい。
【００４６】
　また発光素子群４における発光素子１０の搭載個数は上記に限定されない。例えば図５
（ｃ）に示すように、一のユニット内における発光素子１０の総数を５行×５列の計２５
個としてマトリックス状に配列し、この矩形状の一辺の両端と、対向する対辺の中央に第
２の発光素子２１を搭載し、残りは第１の発光素子１１とする。図５（ｃ）の例では一の
ユニット内に複数の第２発光素子２１を備えており、一のユニットで発光領域を稼ぐこと
ができる。このように各発光素子における全体の搭載個数と光量の比率が上記の範囲を満
たしていればその配列方法は限定されない。
【００４７】
　（透過部材）
　さらに、光源２の上部を被覆する透過部材１３は、図１に示すように発光素子１０の出
射光の少なくとも一部を透過可能に構成されている。透過部材１３の形状は特に限定しな
いが少なくとも発光素子１０の出射面が露出しないよう光源２の発光領域側に対向して、
かつ発光領域の上方を包含するよう被覆することが好ましい。
【００４８】
　図１の例では透明部材でなる例えばアクリル（ＰＭＭＡ樹脂）を射出成形して断面半円
形状に形成しており、この円弧面状を光の進行方向として光源２と固定している。ただし
透過部材１３の材質はこれに限定されない。また、本明細書中でいう「透明」とは無色に
限らず、少なくとも光の一部を透過可能な半透明や透過性を含むものとする。
【００４９】
　さらに透過部材１３は高い光の拡散性を兼ね備えることが好ましい。これにより透過部
材１３を経由する各成分光の指向性を低減し、すなわち光の散乱性が向上されて一層の混
色性が高まる結果、色ムラが極減される。また視野角を増大でき好ましい。一例として透
過部材１３の少なくとも出射面側に梨地面（シボ面）等の無数の凹凸を一定のピッチで、
あるいはランダムに形成し光散乱面としてもよい。あるいは透過部材１３に炭酸マグネシ
ウム、酸化チタン等を顔料にしてなる光散乱性のインクを付着してもよい。また、発光素
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子１０自体に拡散材を含有させることもできる。
【００５０】
　（電気系統）
　図１のコントローラ５は発光素子１０のＯＮ／ＯＦＦを切り替えることができるスイッ
チを備える。さらにコントローラ５には可変抵抗器を併設でき、これにより発光素子１０
への供給電流の電流量、ＯＮデューティやＯＦＦデューティ、点灯パルス数、点灯周期（
周波数）などを調整できる。この結果、発光素子１０の発光形態や光量、輝度などの発光
特性を変化させ、第１の発光素子１１と第２の発光素子２１との成分光の比率を制御でき
る。図の例ではコントローラ５を電源ＰＳとの電源コネクタとして併用しているが、この
構成に限定されるものではなく、別個にスイッチを設ける形態でもよい。また、コントロ
ーラ５は供給された電流をＬＥＤ駆動電流に変換可能なコンバータや変圧器を内蔵しても
よい。
【００５１】
　またコントローラ５は外部の電源ＰＳと連結して電力が供給されるよう構成されている
。この電源ＰＳとしてはＡＣ１００Ｖ等の商用電源や電池などのバッテリーを利用できる
。特に充電池を利用すれば、コードレスで光源２に電力供給できるので好ましい。また、
充電池の充電には、電源ＰＳとの電源線を接続する優先接続方式の他、電磁誘導などを利
用した無接点充電式とすることもできる。
【実施例】
【００５２】
　以下の実施例１～４は、第１の発光素子１１を上記図２のスペクトルを持つ白色発光の
第１のＬＥＤ１１ａとして共通に使用し、これに種々のピーク波長を備える第２の発光素
子２１として第２のＬＥＤ２１ａをそれぞれ組み合わせ、虫の誘引率を測定した。また第
２のＬＥＤ２１ａのピーク波長における相対強度は第１のＬＥＤ１１ａのピーク波長にお
ける相対強度の約２０％である。また比較例１は蛍光灯を使用した従来の照明装置を、さ
らに比較例２に使用した白色発光のＬＥＤは、実施例１～４の第１のＬＥＤ１１ａとは異
なり、すなわち赤、緑、青の各色をＬＥＤで構成し各発光色を混色させて白色を得るフル
カラーＬＥＤ１１ｂを利用した。
【００５３】
　ＬＥＤを使用した実施例１～４及び比較例２では、図６に示すように、白色光を放出す
る第１のＬＥＤ１１ａまたはフルカラーＬＥＤ１１ｂをドットマトリックス状に４行×４
列の計１６個配列させ、この中央域に第２のＬＥＤ２１ａを適宜組み合わせた。具体的に
、実施例１の第２のＬＥＤ２１ａは赤色発光であってピーク波長が６２０ｎｍである。ま
た実施例２では第２のＬＥＤ２１ａを使用せず、第１のＬＥＤ１１ａのみとした。さらに
実施例３では第２のＬＥＤ２１ａを緑色発光であって５２８ｎｍにピーク波長を有するも
のを、また実施例４の第２のＬＥＤ２１ａは青色発光であって４６８ｎｍにピーク波長を
有するものをそれぞれ使用した。比較例１～２及び実施例１～４の各発光波長域における
単位時間当たりの虫の誘引数を図７に示す。
【００５４】
　図７より、蛍光灯（比較例１）と比べてＬＥＤ（比較例２、実施例１～４）であれば、
虫の誘引数を６５％以上低減できることが判明した。さらに第１のＬＥＤ１１ａ（実施例
１～４）では、フルカラーＬＥＤ１１ｂ（比較例２）と比較して一層の忌避効果を発揮し
ている。これを考慮してさらに特定の波長域を混色させる（実施例１）ことで虫の忌避効
果が顕著に高まることが確認できた。
【００５５】
　また図８は、白色光源に加えて忌避効果の高い５００ｎｍ以上の波長域を付加した照明
装置より放出される光のスペクトルデータである。具体的にこの照明装置は、白色を呈す
る８８個の第１のＬＥＤ１１ａに、実施例１に相当する赤色の第２のＬＥＤ２１ａを１１
個だけ略均等に離間して配置した。さらに詳しくは３行×３列にマトリックス状に配置し
たＬＥＤ群を１グループとし、中央部には１個の第２のＬＥＤ２１ａを搭載し、さらにこ
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の第２のＬＥＤ２１ａを包囲するよう８個の第１のＬＥＤ１１ａを配置した。すなわち各
ＬＥＤの搭載比率において、第２のＬＥＤ２１ａの搭載数は、第１のＬＥＤ１１ａの搭載
数に対して１２．５％の割合（第２のＬＥＤ２１ａ：第１のＬＥＤ１１ａ＝１：８）にな
るよう構成し、これを１１グループだけ一方向に並列させて照明装置とした。また白色光
に寄与する第１のＬＥＤ１１ａの１個当たりの定格出力は０．０３６Ｗ（３．６Ｖ、１０
ｍＡ）でデューティ比５０％とし、赤色光を構成する第２のＬＥＤ２１ａの１個当たりの
定格出力は約０．０２Ｗ（２．０Ｖ、１０ｍＡ）でデューティ比５０％とした。
【００５６】
　この照明装置において、第１のＬＥＤ２１ａへ定格電圧を供給し、一方第２のＬＥＤ２
１ａに対しては定格電圧の２０％の電圧供給とした条件での、照明装置から放出されるス
ペクトルを図８（ａ）に示す。スペクトル測定はＬＥＤを搭載した基板より２．２ｍ離間
した位置で測定した。図８（ａ）に示すように白色光を構成する第１のＬＥＤ１１ａの波
長域に、第２のＬＥＤ２１ａの波長域の放射強度が加重されている。詳しくは、第２のＬ
ＥＤ２１ａの波長域に相当する６２０ｎｍ近傍において、付加された相対放射強度（Ｐ２
）は、第１のＬＥＤ１１ａのピーク波長の相対強度（Ｐ１）に対して約１２．１％であっ
た。
【００５７】
　さらに図８（ｂ）は、第１のＬＥＤ１１ａ及び第２のＬＥＤ２１ａの双方へ定格電力を
供給した際の、照明装置から放出される光のスペクトルを示す。つまり図８（ａ）の第２
のＬＥＤ２１ａへの供給平均電力を定格電圧の２０％とした状態から１００％に上昇させ
た際の、照明装置における放出光の波長を示す。図８（ｂ）のスペクトルは、図８（ａ）
と同様に、付加された第２の発光素子における波長域の強度が上昇したことが確認できた
。具体的に、付加された相対放射強度（Ｐ２）は、第１のＬＥＤ１１ａのピーク波長の相
対強度（Ｐ１）に対して約１８．９％であった。加えて、蛍光体の波長域に相当する黄色
発光域においても相対放射強度の上昇が観測された。この結果４００ｎｍないし５００ｎ
ｍに位置する第１のＬＥＤ１１ａのピーク波長（Ｐ１）は、蛍光体の波長域（５００ｎｍ
ないし６００ｎｍ）に位置するピーク波長と比較して、相対放射強度の割合が減少してい
る。この短波長側の青色波長域の成分光における比率の減少が、虫に対する忌避効果に有
効であると考えられる。
【００５８】
　ただ照明装置からの放出光は色相の異なる成分光の混合体であるため、測定箇所によっ
て波長形状が多少相違することがある。したがって放出光を図８の波長形状に限定しない
。また、付加される第２のＬＥＤ２１ａの放射強度が高いほど忌避効果を増強できる。一
方で付加する波長強度の割合が高ければ、白色光との混色による色ムラが発生する可能性
が高まるため、発光色の均質の観点からは、第２の発光素子２１のピーク波長の相対放射
強度（Ｐ２）が、第１の発光素子１１のピーク波長（Ｐ１）に対して５％以上２０％以下
であることが好ましい。あるいは第２の発光素子(21)の総数が第１の発光素子(11)の総数
に対して５％以上１４％以下とすることが好ましい。
【００５９】
　このように、本実施の形態に係る照明装置は虫の誘引率が高い波長域を有していながら
、特定の波長域の発光を所定の割合だけ混合させることで有効な忌避効果を生み出すと共
に、白色発光を実現できる。この結果、演色性を維持しつつ高い防虫作用を備える照明装
置とできる。特に従来の防虫効果を備える照明装置では、虫の視覚反応に対応する波長域
のピークを低減させる、あるいは皆無とすることで虫が寄せ集まるのを防止していた。い
いかえると虫の反応域の波長域に相当するスペクトルを排除していた。しかしながら、虫
に対する忌避効果の高い波長域により構成される光源は演色性が低く、一般の照明装置と
して使用し難く、利用範囲が著しく限定されるという問題があった。これに対して上述し
た本実施の形態に係る照明装置では、演色性の高いスペクトル域を排除することなく、新
たなスペクトルを付加することで忌避効果を高めているため、演色性を犠牲にすることな
く防虫作用を発揮でき、広い用途での照明として好適に利用できる。
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【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明の照明装置は、室内用の照明装置、自動販売機用の照明に好適に利用できる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１】実施例１に係る照明装置の分解斜視図及びブロック図である。
【図２】第１の発光素子に係る出射光の波長を示すスペクトル図である。
【図３】波長と虫の誘引率に関するグラフである。
【図４】第２の発光素子のスペクトルの例を示す。
【図５】発光素子の配列形態を示す説明図である。
【図６】比較例及び実施例に係るＬＥＤの配列形態を示す簡略図である。
【図７】比較例及び実施例に係る発光波長域と虫の誘引数の関係を示すグラフである。
【図８】実施例１に係る照明装置より放出される光のスペクトルを示すグラフである。
【図９】従来の照明装置の側面図を示す。
【図１０】従来の照明装置における波長と相対放射強度の関係を示すグラフである。
【符号の説明】
【００６２】
　１…照明装置
　２…光源
　３…基板
　４…発光素子群
　５…コントローラ
　１０…発光素子
　１１…第１の発光素子
　１１ａ…第２のＬＥＤ
　１１ｂ…フルカラーＬＥＤ
　１３…透過部材
　２１…第２の発光素子
　２１ａ…第２のＬＥＤ
　８００…照明装置
　８０１…第１の発光ダイオード
　８０２…第２の発光ダイオード
　８０５…基板
　Ｐ１、Ｐ２…相対放射強度
　ＰＳ…電源
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