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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　所望の色の光を供給するよう構成される照明装置であって、
－　各光源が、混ぜ合わされた場合に前記所望の色と知覚できる各々の色の光を発するよ
う構成される、複数の光源と、
－　前記光源から発せられ、特定の基準色を持つ色基準面によって反射された光を受け取
るよう構成され、受け取った前記光を示す信号を供給するよう構成される光検出器と、
－　前記光検出器からの前記信号を分析するよう構成され、それによって、前記基準面の
色として前記受け取った光の色を認識することが出来るコントローラであって、前記所望
の色が前記色基準面の色と一致するように前記光源を制御するよう構成されるコントロー
ラとを有することを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光検出器が、カラーフィルタと一緒に配設される複数のフォトダイオードを有する
請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光検出器が、ＣＣＤ装置である請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記光検出器が、単一のフォトディテクタを有し、前記コントローラが、各々の期間の
間光を発するよう前記光源をシーケンシャルに制御するよう構成される請求項１に記載の
照明装置。
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【請求項５】
　前記光検出器が、前記光源からの直接光も検出するよう構成され、前記コントローラが
、検出した前記直接光にも基づいて前記光源を制御するよう構成される請求項１に記載の
照明装置。
【請求項６】
　前記コントローラが、絶えず、検出した前記光を分析し、絶えず、前記光源を制御する
よう構成される請求項１乃至５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記コントローラが、トリガ信号に対する応答として、検出した前記光を分析し、前記
光源を制御するよう構成される請求項１乃至５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項８】
　複数の所望の色が記憶されるように、前記光源の制御に関する情報を記憶するためのメ
モリ手段であって、記憶された前記色が選択可能であるメモリ手段を更に有する請求項１
乃至７のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項９】
　ディフューザを更に有する請求項１乃至８のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記光源がＲＧＢ系に準拠している請求項１乃至９のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記光源が発光ダイオードである請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記光源がカラー蛍光灯である請求項１乃至１０のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の照明装置を複数有する、所望の色の光を供給
するよう構成される照明システムであって、各照明装置が、各装置内の前記コントローラ
が、前記所望の色が前記色基準面の色と一致するように前記光源を制御することを可能に
する信号を通信するための通信手段を更に有する照明システム。
【請求項１４】
　所望の色の光を供給する方法であって、
－　混ぜ合わされた場合に前記所望の色と知覚できる各々の色の光を発するよう複数の光
源を制御するステップと、
－　前記光源から発せられ、特定の基準色を持つ色基準面によって反射された光を受け取
るステップと、
－　受け取った前記光を示す信号を供給するステップと、
－　前記信号を分析し、それによって、前記基準面の色として前記受け取った光の色を認
識するステップと、
－　前記所望の色が前記色基準面の色と一致するように前記光源を制御するステップとを
有することを特徴とする方法。
【請求項１５】
　前記光源の前記制御が、前記光源が、シーケンシャルに、各々の期間の間、光を発する
ように行われる請求項１４に記載の方法。
【請求項１６】
　前記分析及び前記制御が、絶えず行なわれる請求項１４又は１５に記載の方法。
【請求項１７】
　前記分析及び前記制御が、トリガ信号に対する応答として行なわれる請求項１４又は１
５に記載の方法。
【請求項１８】
　複数の所望の色が記憶されるように前記光源の前記制御に関する情報を記憶するステッ
プを更に有し、記憶された前記色が選択可能である請求項１４乃至１７のいずれか一項に
記載の方法。
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【請求項１９】
　光が、前記光源から直接的にも検出され、前記光源が、検出した前記直接光にも基づい
て制御される請求項１４に記載の方法。
【請求項２０】
　所望の色の光を供給するよう照明装置を制御するための色制御装置であって、前記照明
装置が、複数の光源を有し、各光源が、混ぜ合わされた場合に前記所望の色と知覚できる
各々の色の光を発するよう構成される色制御装置であって、
－　前記光源から発せられ、特定の基準色を持つ色基準面によって反射された光を受け取
るよう構成され、受け取った前記光を示す信号を供給するよう構成される光検出器と、
－　前記光検出器からの前記信号を分析するよう構成され、それによって、前記基準面の
色として前記受け取った光の色を認識することが出来るコントローラであって、前記所望
の色が前記色基準面の色と一致するように前記照明装置内の前記光源を制御するよう構成
されるコントローラとを有することを特徴とする色制御装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、所望の色の光を供給するよう構成される照明装置及び照明システム、所望の
色の光を供給する方法、並びに照明装置を制御する装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　有色光のスペクトルの大部分を生成することが出来る光源の需要は、個人の家庭と、小
売店などの商業実体との両方からますます高まるであろう。個人の家庭の観点からは、要
求は、居間、寝室などにおいて基本的にどんな色又は雰囲気も作成され得ることであると
思われる。営利企業の観点からは、要求は、製品のために魅力的な色でディスプレイする
オプションを供給することである。
【０００３】
　しかしながら、現在、照明システムの技術分野において欠けているものは、光源の色を
制御するための容易且つ直観的な方法である。使いやすさは、非常に重要である。なぜな
ら、今まで、ほとんどの場合には、選択肢はオンオフ動作だけであったことから、多くの
人々にとって光の色を変えることは新しいことであるからである。
【０００４】
　発光される色を制御するためのプラス／マイナス赤色、緑色及び青色ボタンを持つ遠隔
制御装置を含む照明システムは存在している。しかしながら、ユーザが、色を混ぜ合わせ
る理論の教育を受けていない場合には、これは、一般的に、色を制御するのが非常に難し
い方法である。色相、飽和度、明るさなどのための制御ボタンを含むより洗練された遠隔
制御装置も存在するが、全てがユーザにとって複雑であることを欠点として持つ。
【０００５】
　本発明の分野のシステムの一例は、WO 01/99474という番号で公開されている、照明制
御装置を開示している国際特許出願である。前記装置は、部屋の中の可視光、例えば部屋
に入る日光の色を測定し、測定された光に依存して部屋の中の照明を制御することが出来
るセンサを有する。国際特許出願公開番号第WO 01/99474号公報の照明システムは、部屋
の中の照明環境の正確な制御を可能にするために、動き、影及び他の特徴を考慮に入れて
、部屋の二次元画像を分析する。しかしながら、国際特許出願公開番号第WO 01/99474号
公報に開示されているシステムは、発せられる光の色を任意の所望の色となるよう制御す
ることが出来ない。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、この問題を解決し、照明システムの光を任意の所望の色となるよう制
御する方法を提供することにある。
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【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記目的は、添付した特許請求の範囲に従う、照明装置、照明システム、光を供給する
方法及び制御装置のような様々な態様で達成される。
【０００８】
　従って、第１の態様においては、本発明は、所望の色の光を供給するよう構成される照
明装置を提供する。前記装置は、各々が、混ぜ合わされた場合に前記所望の色と知覚でき
る各々の色の光を発するよう構成される、複数の光源を有する。前記照明装置は、特定の
基準色を持つ色基準面によって反射された光を受け取るよう構成される光検出器を更に有
する。前記検出器はまた、受け取った前記光を示す信号を供給するよう構成される。前記
照明装置に含まれるコントローラは、前記光検出器からの前記信号を分析するよう構成さ
れ、それによって、前記基準面の色として前記受け取った光の色を認識することが出来る
。前記コントローラは、更に、前記所望の色が前記色基準面の色と一致するように前記光
源を制御するよう構成される。
【０００９】
　或る好ましい実施例においては、前記照明装置は、前記色基準面を照明するよう構成さ
れる白色光源を更に有し、前記光検出器は、前記色基準面から反射された後の白色光を検
出するよう構成される、例えば様々なカラーフィルタを備えるフォトダイオード又はＣＣ
Ｄ装置の形態の、カラーセンサを有する。
【００１０】
　別の実施例においては、前記照明装置内の前記光検出器は、単一のフォトディテクタ(p
hoto detector)を有し、前記コントローラは、各々の期間の間光を発するよう前記光源を
シーケンシャルに制御するよう構成される。即ち、シーケンシャルなカラースキャン(col
or sequential scan)が行われる。例えば、既知のＲＧＢ系の３つの光源を用いるシーケ
ンシャルスキャンの間、前記光源は、まず、第１の色の光だけを発し、次いで、第２の色
の光だけを発し、最後に第３の色の光だけを発するよう制御される。他の例においては、
前記光源は、他の色の光を発するよう制御される。それ故に、単一のフォトディテクタを
用いて前記色基準面の色が決定され、これは、特に簡単さ及び低コストの点で有利である
。
【００１１】
　前記光検出器は、前記光源からの直接光も検出するようにも構成されてもよく、前記コ
ントローラは、検出された前記直接光にも基づいて前記光源を制御するようにも構成され
てもよい。即ち、フィードバックは、例えば前記光源の温度変化のための、色ずれを補正
する方法を有利に供給することを特徴とする。
【００１２】
　これらの実施例のいずれにおいても、前記コントローラは、絶えず、前記検出された光
を分析し、絶えず、前記光源を制御するよう構成され得る。他の例においては、前記コン
トローラは、トリガ信号に対する応答として、前記検出された光を分析し、前記光源を制
御するよう構成され得る。
【００１３】
　更に、前記照明装置は、複数の所望の色が記憶されるように、前記光源の制御に関する
情報を記憶するためのメモリ手段であって、記憶された前記色が選択可能であるメモリ手
段も有し得る。
【００１４】
　或る実施例においては、前記照明装置は、前記光源からの光を散乱するディフューザも
有する。他の例において、前記照明装置が、天井又は壁などの表面上への光の投射によっ
て間接照明を供給するためのものである場合、ディフューザは必要とされない。このよう
な実施例においては、前記壁又は天井の表面において様々な色が混ぜ合わされ、ディフュ
ーザは必要とされない。更に、前記光源は、ＲＧＢ系に準拠していてもよく、好ましくは
、発光ダイオード（ＬＥＤ）の形態であるが、カラー蛍光灯（ＣＦＬ）の形態であっても
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よい。
【００１５】
　第２の態様においては、本発明は、所望の色の光を供給するよう構成される照明システ
ムを提供する。前記システムは、上記のような照明装置を複数有し、各照明装置は、各装
置内の前記コントローラが、前記所望の色が前記色基準面の色と一致するように前記光源
を制御することを可能にする信号を通信するための通信手段を更に有する。
【００１６】
　第３の態様においては、本発明は、所望の色の光を供給する方法を提供する。前記方法
は、混ぜ合わされた場合に前記所望の色と知覚できる各々の色の光を発するよう複数の光
源を制御するステップを有する。特定の基準色を持つ色基準面によって反射された光が受
け取られ、それによって、受け取った前記光を示す信号を供給する。前記信号は分析され
、それによって、前記基準面の色として、前記受け取った光の色が認識される。最後に、
前記所望の色が前記色基準面の色と一致するように前記光源が制御される。
【００１７】
　第４の態様においては、本発明は、所望の色の光を供給するよう照明装置を制御するた
めの色制御装置を提供する。前記照明装置は、好ましくは、各光源が、混ぜ合わされた場
合に前記所望の色と知覚できる各々の色の光を発するよう構成される、複数の光源を有す
る。即ち、前記照明装置は、上記の装置と同様である。前記色制御装置は、特定の基準色
を持つ色基準面によって反射された光を受け取るよう構成され、受け取った前記光を示す
信号を供給するよう構成される光検出器によって特徴づけられる。更に、前記制御装置は
、前記光検出器からの前記信号を分析するよう構成され、それによって、前記基準面の色
として前記受け取った光の色を認識することが出来るコントローラであって、前記所望の
色が前記色基準面の色と一致するように前記照明装置内の前記光源を制御するよう構成さ
れるコントローラを有する。
【００１８】
　本発明の利点は、任意の所望の色の光を供給するよう照明装置を制御する容易且つ直観
的な方法を提供することにある。これは、前記所望の色を持つ色基準面からの反射光を分
析し、例えばディフューザを介して混ぜ合わされる場合に、前記所望の色の光を供給する
、各々の強度の有色光を発するよう個々の光源を制御することによって、最も簡単な方法
で達成される。前記色基準面は、色紙のような単純なもの(simple entity)を含む任意の
適切なものの表面であり得る。
【００１９】
　自宅環境で本発明を用いる私人の観点からは、本発明は、ユーザによって経験される快
適さを増すという利点が認められ得る。 
【００２０】
　営利企業の観点からは、店において製品をディスプレイするために適切な照明設定を選
択することは重要な問題であることから、本発明は、特別に興味深い。例えば、ディスプ
レイ環境の色設定の変更は、製品のディスプレイ環境において様々な色の塗料を塗布しな
ければならない代わりに、本発明を用いることによって達成され得る。
【００２１】
　ここで、本発明の現在好ましい実施例を示す添付図面を参照して、本発明のこの特徴及
び他の特徴をより詳細に説明する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　図１を参照して、組み込みのシーケンシャルなカラースキャニングを備えるＬＥＤベー
スの照明装置１００を説明する。スキャニング機能は、照明装置１００の所望の色設定を
示す色「カード」の形態の色基準面をスキャンするのに用いられる。
【００２３】
　照明装置１００は、ＲＧＢ表色系に準拠する３つのＬＥＤ光源、即ち、赤色（Ｒ）ＬＥ
Ｄ１０１、緑色（Ｇ）ＬＥＤ１０２及び青色（Ｂ）ＬＥＤ１０３を有する。ここではＲＧ
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Ｂ系に準拠する３つのＬＥＤの構成が用いられているが、多数の他のＬＥＤ及び他の表色
系を含む他の構成も可能である。
【００２４】
　ＬＥＤ１０１乃至１０３による光１１３の放射は、ＬＥＤ及び（簡単にするために示さ
れていない）電源に接続されるコントローラ１０５によって制御される。単純なフォトダ
イオードの形態の光検出器１０７もまた、コントローラ１０５に接続される。開口部１０
６を除き、光源１０１乃至１０３と、コントローラ１０５と、光検出器１０７とをディフ
ューザ１１１が囲み、光源１０１乃至１０３からの反射光１１５は、開口部１０６を通っ
て、「色カード」１０９の形態の色基準面に向かって行く。前記色基準面は、単純な形態
では色紙である図１は、間接的にカード１０９に当たる光を示しているが、光が直接的に
もカード１０９に当たる他の構成も可能である。これは、開口部１０６の位置に依存する
。
【００２５】
　本願明細書では、コントローラ１０５、ＬＥＤ１０１乃至１０３又は光検出器１０７の
回路の詳細な説明はしない。なぜなら、これは、当業者には既知の特徴で本発明の記載を
不必要に分かりにくくするからである。それでも、コントローラ１０５は、好ましくは、
プログラム可能な手段、メモリ手段、並びにＬＥＤ１０１乃至１０３及び光検出器１０７
と接続するための任意の必要なインタフェース回路を含む。
【００２６】
　色カード１０９のスキャニングは、検出器１０７が、色カード１０９によって反射され
た光１１６を受け取り、コントローラ１０５が、検出器１０７によって生成された、受け
取った光を示す信号を分析することで、行われる。即ち、ＬＥＤ１０１乃至１０３からの
光１１５は、ディフューザ１１１の開口部１０６を通り、色カード１０９によって、光検
出器１０７上へ散乱される。好ましくは、光は、ＬＥＤ１０１乃至１０３から直接的には
光検出器１０７に到達しない。コントローラ１０５が、まず、赤色光だけを発し、次いで
、緑色光だけを発し、最後に青色光だけを発するようＬＥＤ１０１乃至１０３を制御する
という意味において、シーケンシャルなカラースキャンを行なうことによって、光検出器
１０７として単一のフォトダイオードを用いて、色カード１０９の色が決定され得る。全
てのＬＥＤをオフにした状態でスキャンすることによって、色決定の更なる精度が得られ
るかもしれない。これは、（図示されていない）他の光源からのあらゆる周囲照明を補正
し得る。
【００２７】
　このアプリケーションにおいては、ＬＥＤ１０１乃至１０３は非常に短い応答時間（＜
＜1ms）を持つという事実が利用され得る。なぜなら、シーケンシャルなカラースキャニ
ングが、非常に高速に行なわれ得るので、観察者は、異なるＬＥＤの色の点滅に全く気づ
かないであろうからである。
【００２８】
　色カード１０９のスキャニングは、例えば略々1Hz程度の周波数の、継続的なもの、又
は例えばコントローラ１０５に接続されるボタン若しくはタッチパッドなどといったスイ
ッチング手段１１８を押すことによってユーザがスキャンをトリガする場合だけのもので
あり得る。
【００２９】
　スキャニングプロシージャの間のＬＥＤ１０１乃至１０３の強度設定は、幾つかの選択
肢のうちのいずれか１つであってもよい。しかしながら、好ましくは、スキャニング強度
は、既に設定されている光の強度、即ち、観察者によって知覚される光１１７の強度に対
応し、故に、スキャニングプロセスの間平均強度は変わらない。 
【００３０】
　好ましくは、時間による色の積分強度は一定である。或る色のスキャニングの間、他の
色の強度は零であるという事実のために、スキャンの間の色の強度は、時間による平均強
度が一定であるように高くされ得る。例えば、スキャン前、赤色ＬＥＤ１０１の強度は特
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定の強度Ｃと等しいと仮定される。各色は時間Ｔの間スキャンされる。ＧのＬＥＤ１０２
及びＢのＬＥＤ１０３のスキャンの間、赤色ＬＥＤ１０１の強度は零である。従って、赤
色ＬＥＤ１０１のスキャニングの間、赤色の強度は、時間による平均が再び一定強度Ｃで
あるように、３Ｃであり得る。他の選択肢は、例えば、ＬＥＤの最も高い又は最も低い光
度レベルである。
【００３１】
　多かれ少なかれ、色カード１０９を照明装置１００に常時取り付けておくことが望まし
くないアプリケーションにおいては、コントローラ１０５は、メモリ手段（図示せず）に
色情報を記憶し、照明装置１００がアクティブである場合、異なる色を持つカードが検出
されるまで、引き続きその色を「表示」してもよい。例えば、コントローラ１０５は、ユ
ーザプリセットとして予めスキャンした５つの色を記憶してもよい。ユーザが、例えばタ
ッチセンシティブ制御スイッチ又は単純なボタンスイッチに触れることによってトリガ信
号を供給する場合、照明装置１００は、これらの色を繰り返し表示してもよく、ユーザは
、所望の色が示されている際にボタンをはなすことによって、或る記憶された、プリセッ
トされた色を選択してもよい。
【００３２】
　ＬＥＤの使用に代わるものは、他の形態の光源を使用するものである。ＬＥＤを使用す
る場合、スキャニングは気づかれずに行なわれ得る。しかしながら、色カードのシーケン
シャルなカラースキャンをする原理は、カラー蛍光灯（ＣＦＬ）のような「より遅い」照
明装置でも用いられ得る。しかし、この場合には、ＬＥＤの応答時間と比べてＣＦＬの応
答時間は長いために、シーケンシャルな色の点滅が観察可能であろう。
【００３３】
　ここで図２に目を向けて、照明装置に第２実施例を説明する。図１に関連して上に記載
されている装置１００と同様に、照明装置２００は、３つのＬＥＤの光源２０１、２０２
及び２０３を有する。この実施例においてはシーケンシャルなカラースキャニングは行な
われず、故に、光源の応答時間はあまり重要ではないことに注意されたい。それ故、この
実施例においては、ＬＥＤ以外のタイプの光源も利用され得る。 
【００３４】
　ＬＥＤ２０１乃至２０３による光２１３の放射は、ＬＥＤ及び（簡単にするために示さ
れていない）電源に接続されるコントローラ２０５によって制御される。カラーセンサの
形態の光検出器２０７もまた、コントローラ２０５に接続される。ディフューザ２１１は
、光源２０１乃至２０３及びコントローラ２０５を囲む。
【００３５】
　図１の実施例とは異なり、白色光源２１９から発する白色光２２１が、「色カード」２
０９の形態の色基準面に向かって行く。前記色基準面は、単純な形態では色紙である白色
光源２１９は、好ましくは、当業界では既知の白色ＬＥＤを含む任意の白色光源によって
実現される。
【００３６】
　本願明細書では、コントローラ２０５、ＬＥＤ２０１乃至２０３又は光検出器２０７の
回路の詳細な説明はしない。なぜなら、これは、当業者には既知の特徴で本発明の記載を
不必要に分かりにくくするからである。それでも、最も単純な形態では異なるカラーフィ
ルタ、例えばＲＧＢと一緒に配設される３つのフォトダイオード（図示せず）であり得る
カラーセンサが一般的に用いられる。デジタルカメラ及びウェブカメラにおいて用いられ
ており、今や移動体電話にも用いられている画像センサに一般的に組み込まれているよう
なＣＣＤチップも用いられ得る。 
【００３７】
　検出器２０７は、色カード２０９によって反射された白色光源２１９からの光２２２を
受け取る。次いで、コントローラ２０５が、検出器２０７によって生成された、受け取っ
た光２２２の色を示す信号を分析し、ディフューザ２１１によって散乱された後に所望の
光２１５として知覚できる光２１３を発するようＬＥＤ２０１乃至２０３を制御する。
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【００３８】
　好ましくは、検出器２０７及び白色光源２１９は、一緒に、スリット２２５を持つ小さ
いボックス２２３内に組み立てられ、ユーザが照明装置２００の色を変えたい場合、スリ
ット２２５に色カード２０９が挿入される。ボックス２２３は、スリット２２５が、それ
が有色面の上に配置される場合に、前記面が上記のようにカラースキャンされるような「
目」の形態をしているようにも構成され得る。このような「色制御ボックス」２２３の変
形例は、ユーザによって、所望の色を持つ有色面を指し示すためのポインティングデバイ
スとして用いられるペンのような装置に白色光源２１９及びカラーセンサ２０７を組み込
むものであってもよい。好ましくはコントローラ２２４を含む「色制御ボックス」２２３
は、コントローラ２０５に接続され、（図２に示されているような）有線接続又は無線接
続によってコントローラ２０５と通信する。他の例においては、コントローラ２２４は、
コントローラ２０５と一体にされ得る。
【００３９】
　ここで、図３のシステムを説明する前に、図４ａ及び４ｂに目を向ける。図４ａ及び４
ｂは、フィードバックシステムを組み込んでいる照明装置の実施例を図示している。図１
及び２に関連して上に記載されている装置１００、２００と同様に、照明装置４００は、
好ましくは先の実施例と同様に３つのＬＥＤを含む、光源４０１を有する。この実施例に
おいては、シーケンシャルなカラースキャニングは行なわれないことに注意されたい。
【００４０】
　光源４０１による光４１３の放射は、光源４０１及び（簡単にするために示されていな
い）電源に接続されるコントローラ４０５によって制御される。カラーセンサの形態の光
検出器４０７もまた、コントローラ４０５に接続され、光検出器４０７は、図１の実施例
と同様にディフューザ４１１の穴４０６を通して色基準面４０９によって反射された光４
１６を受け取るだけでなく、光源４０１から直接的にも光４１３'を受け取るよう構成さ
れる。コントローラは、外部システム４５１から外部で生成された制御信号を受け取るよ
う構成される。このような信号は、当業者には分かるであろうように、ＤＡＬＩ、ＤＭＸ
、ＲＦなどといった任意の関連規格に準拠していてもよく、色基準面４０９の色を「コピ
ー」するよう照明装置に命令する信号だけでなく、色及び減光のレベルの設定も含んでも
よい。コントローラ４０５は、例えば、照明装置の非常に近くに保持される基準面４０９
による周囲光の大きな変化という形態の、トリガ信号を検出器４０７を介して検出するよ
うにも構成されてもよく、トリガは、装置４００によって発せられる光４１７の色を変更
したいユーザの要求を示す。
【００４１】
　図４ｂは、コントローラ４０５をもう少し詳細に図示している。コントローラ４０５は
、当業者には分かるであろうように、ハードウェア回路及びソフトウェアの両方を用いて
実施される３つの機能ユニットを有する。
【００４２】
　インタフェースユニット４４１は、接続部４３５を介して外部システム４５１から信号
を受け取り、接続部４３３を介して光源４０１内の個々の発光ユニット（例えばＬＥＤ）
に基準電力設定を配信する。インタフェースユニット４４１は、接続部４３１を介してカ
ラーセンサ４０７から出力される信号を（ｘ、ｙ）及び（ｕ、ｖ）といった表色系(color
 coordinate system)に準拠する信号に変換する変換ユニット４３９からも信号を受け取
る。
【００４３】
　色補正機能４３７、即ち、ソフトウェア命令によって実現されるアルゴリズムは、イン
タフェースユニット４４１からの出力、及びカラーセンサ４０７によって出力される信号
を受け取る。色補正機能４３７は、下で更に説明するように、光源４０１に色補正電力レ
ベルを供給する。光源４０１から発する光４１３は、参照符号４１７によって示されてい
るように照明装置４００から出て行く。一部の光は、参照符号４１３'によって示されて
いるように、カラーセンサ４０７に向かって行く。色補正機能／アルゴリズム４３７は、
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これにより、光源４０１の出力は、光源４０１の温度変化に関係なく、非常に長い期間に
わたって、色（及び光束）が一定なままである。これは、照明装置４００が例えばカラー
コピー装置において用いられる場合に有利である。
　光源４０１の色は、ただ単に、外部システム４５１から新しい目標色座標信号をインタ
フェースユニット４３５を介して光源４０１に供給することによって、又は色基準面４０
９の色をコピーすることによって、変更され得る。後者の場合には、光源４０１は、光源
４０１が十分な演色性を持つ白色光を発する動作モードに入れられる。更に、色補正機能
４３７は、カラーセンサ４０７からの最も新しいデータを用いて、一時保留される。カラ
ーセンサ４０７は、色基準面４０９からの反射光４１６を受け取る。次いで、センサ４０
７の出力は、変換ユニット４３９において、光源４０１のための新しい目標色座標に変換
され、インタフェースユニット４４１を介して光源４０１に供給される。これは、光源４
０１から発する光４１３が色基準面４０９の色に変わることをもたらす。
【００４４】
　図３は、好ましくは、図１、２、４ａ及び４ｂに関連して上に記載した装置１００、２
００、４００のような照明装置の形態である、複数の相互に接続された照明装置３０１、
３０３、３０５を含む照明システム３００を非常に概略的に図示している。コントローラ
３０７を有する第１発光装置３０１と、コントローラ３０９を有する第２発光装置３０３
と、コントローラ３１１を有する第３発光装置３０５は、信号接続部３１３によって接続
されている。コントローラ３０７、３０９、３１１は、各々の通信手段を有し、信号接続
部３１３は、有線接続及び無線接続を含む任意の既知の接続手段であってもよい。コント
ローラ３０７、３０９及び３１１の間の通信は、当業者に既知の任意の適切な信号プロト
コルを用いて行われてもよい。
【００４５】
　発光装置３０１、３０３又は３０５のいずれか１つが、或る色カードから色情報を得る
場合、それは、その特定の照明装置のためだけにこの情報を用いることが出来る、又は色
は、全装置３０１、３０２、３０３が同じ光を発するように他の照明装置に通信されるこ
とも出来る。
【００４６】
　当業者には、本発明が決して上記の好ましい実施例に限定されないことは分かるであろ
う。それどころか、添付した特許請求の範囲内で多くの修正例及び変形例が考えられる。
【図面の簡単な説明】
【００４７】
【図１】本発明による装置の第１実施例の断面図を概略的に示す。
【図２】本発明による装置の第２実施例の断面図を概略的に示す。
【図３】本発明によるシステムを概略的に示す。
【図４ａ】色のフィードバックシステムを含む、本発明の実施例を概略的に示す。
【図４ｂ】色のフィードバックシステムを含む、本発明の実施例を概略的に示す。
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【図３】

【図４ａ】

【図４ｂ】
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