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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明されると、白色光を発する第１の光源と、
　第１のフィルタであって、前記第１の光源からの光が前記第１のフィルタから出射する
と、前記白色光から青色光の少なくとも幾分かをフィルタリングして改変光を生成し、前
記改変光は白色光でない第１のフィルタと、
　第２の光源を備える照明装置であって、
　前記改変光および前記第２の光源から発せられた光を含む光の混合光が、混合光を作り
出し、前記混合光は白色光であることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記照明装置は、照明されると、白色光を発する第３の光源をさらに備えることを特徴
とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記照明装置は、照明されると、約６００ｎｍから約６５０ｎｍの範囲の主波長を有す
る光を発する第４の光源をさらに備えることを特徴とする請求項１または２に記載の照明
装置。
【請求項４】
　前記第１の光源から発せられた光が前記第１のフィルタから出射すると、前記第１のフ
ィルタは、前記白色光から青色光の少なくとも幾分か、および黄色光の少なくとも幾分か
をフィルタリングして前記改変光を生成することを特徴とする請求項１乃至３のいずれか
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に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１のフィルタは、少なくとも第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成
部品を備え、
　前記第１のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の壁領域を備え、前記第１の壁領域は
、少なくとも１つの窓領域を備え、
　前記第２のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の反射領域および第２の反射領域を備
え、
　白色である第１の光の混合体が前記第１の反射領域に入射すると、前記第１の反射領域
は、第１の反射光を反射させ、前記第１の反射光は、前記第１の光の混合体が前記第２の
反射領域に入射すると、前記第２の反射領域によって反射される第２の反射光とは色が異
なり、
　前記第１のフィルタ構成部品および前記第２のフィルタ構成部品の少なくとも一方は、
前記第１の反射領域の異なる部分を前記窓領域から露出させることができるように可動で
あり、前記第１のフィルタ構成部品と前記第２のフィルタ構成部品との間の位置関係を調
整することによって、前記フィルタから出射する光の色を調整することができることを特
徴とする請求項１乃至４のいずれかに記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第２の光源は、約６００ｎｍから約６３０ｎｍの範囲の主波長を有する光を発する
ことを特徴とする請求項１乃至５のいずれかに記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第１の光源は、固体白色光源を備えることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか
に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記固体白色光源は、発光ダイオードおよび発光体を備えることを特徴とする請求項７
に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記第２の光源は、少なくとも１つの固体発光素子を備えることを特徴とする請求項１
乃至８のいずれかに記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記第２の光源は、照明されると、赤色光および赤みの橙色光からなる群から選択され
た少なくとも１つの色の光を発することを特徴とする請求項１乃至９のいずれかに記載の
照明装置。
【請求項１１】
　第１の光源からの白色光から青色光の少なくとも幾分かを選択的にフィルタリングして
白色でない光をもたらすこと、
　少なくとも１つの第２の光源からの第２の光をもたらすこと、および
　前記白色でない光と、前記第２の光とを混合して白色光をもたらすことを含むことを特
徴とする照明方法。
【請求項１２】
　前記第１の光源からの白色光をフィルタリングすることは、前記第１の光源および前記
少なくとも１つの第２の光源からの混合光に対して実行されることを特徴とする請求項１
１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記第１の光源からの白色光をフィルタリングすることは、前記第１の光源からの光を
前記第２の光源からの光と混合する前に実行されることを特徴とする請求項１１に記載の
方法。
【請求項１４】
　前記白色でない光と前記第２の光とを混合して白色光をもたらすことは、前記第１の光
源からの光の色温度よりも低い色温度を有する白色光をもたらすことを特徴とする請求項
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１１乃至１３のいずれかに記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２の光は、赤色光および／または赤みの橙色光であることを特徴とする請求項１
１乃至１４のいずれかに記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置および照明方法に関する。いくつかの態様では、本発明は、１つま
たは複数の固体発光素子および／または１つまたは複数のルミファ（ｌｕｍｉｐｈｏｒ）
を含む照明装置に関する。本発明はまた、光フィルタ、および光をフィルタリングする方
法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　毎年米国で発電される電気の大部分（いくつかの推定によれば、２５パーセントにも上
る）が、照明に当てられている。したがって、よりエネルギー効率の良い照明を提供する
ことが現在求められている。白熱電球は非常にエネルギー効率の悪い光源であることが良
く知られており、白熱電球が消費する電気の約９０パーセントは、光ではなく熱として放
出される。蛍光電球は、白熱電球よりも効率が良い（約１０倍）が、それでもやはり、発
光ダイオードなどの固体発光素子ほどは効率が良くない。
【０００３】
　さらに、固体発光素子、例えば発光ダイオードの通常の寿命に比べると、白熱電球は、
比較的短い寿命、すなわち典型的には約７５０～１０００時間の寿命を有する。それに比
べて、発光ダイオードは、例えば、５０，０００から７０，０００時間の典型的な寿命を
有する。蛍光電球は、白熱灯よりも長い寿命（例えば、１０，０００～２０，０００時間
）を有するが、色再現があまり好ましくない。
【０００４】
　色再現は、典型的には演色評価数（ＣＲＩ　Ｒａ）を用いて測定される。ＣＲＩ　Ｒａ
は、基準色を用いて照明したときに、ある照明システムの演色性が、基準放射体の演色性
に比べてどのようであるかを示す相対測定の修正平均値であり、すなわち、特定のランプ
によって照らされたときの、物体の表面色のズレの相対測定である。照明システムによっ
て照明される一組の試験色の色座標が、基準放射体によって照射される同じ試験色の座標
と同じである場合、ＣＲＩ　Ｒａは、１００に等しくなる。昼光は、高いＣＲＩ（Ｒａが
約１００）を有し、白熱電球もやはり比較的近似し（Ｒａが９５超）、蛍光灯はそれほど
正確ではない（典型的にはＲａが７０～８０）。ある種の特殊照明は、非常に低いＣＲＩ
を有する（例えば、水銀灯またはナトリウム灯は、約４０ほど、またはさらに低いＲａを
有する）。ナトリウム灯は、例えば、ハイウェイを照明するのに使用されるが、運転者の
応答時間は、ＣＲＩ　Ｒａ値が低いと大幅に低減する（いかなる所与の輝度でも、ＣＲＩ
　Ｒａが低いと可読性が低減する）。
【０００５】
　従来の照明器具が直面している別の問題に、照明装置（例えば、電球など）を定期的に
取り替える必要があることが挙げられる。こうした問題は、アクセスしにくい場所（例え
ば、アーチ形天井、橋梁、高層建築、交通トンネル）および／または取替え費用が極めて
高額となる場合には特に顕著である。従来の器具の典型的な寿命は約２０年であり、これ
は少なくとも約４４，０００時間（１日６時間で２０年間の使用に基づく）の発光装置の
使用に相当する。発光装置の寿命は、典型的にはこれよりも遙かに短く、したがって、定
期的な取替えの必要が生じる。
【０００６】
　したがって、上記およびその他の理由で、多種多様な用途において、白熱灯、蛍光灯、
およびその他の発光装置の代わりに固体発光素子を使用することができる手法を開発する
取組みが行われてきている。さらに、発光ダイオード（または他の固体発光素子）が既に
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使用されている場合には、例えば、エネルギー効率、演色評価数（ＣＲＩ　Ｒａ）、コン
トラスト、有効性（ｌｍ／Ｗ）、および／または耐用時間に関して改善された発光ダイオ
ード（または他の固体発光素子）を提供する取組みが行われている。さらに、照明（例え
ば蛍光灯、固体発光素子、および白熱灯）のＣＲＩ　Ｒａ値を改善することができる手法
を開発する取組みが行われてきている。
【０００７】
　白色として知覚される光は、必然的に２色以上の光（または波長）の調合（ｂｌｅｎｄ
）であるため、白色光を作り出すことができる単一の発光ダイオード接合は開発されてい
ない。赤色、緑色、および青色発光ダイオードでそれぞれ形成された発光ダイオードピク
セル／クラスタを有する「白色」発光ダイオードランプが作製されている。これまでに作
製されている別の「白色」ＬＥＤランプは、（１）青色光を作り出す発光ダイオードと、
（２）発光ダイオードによって発せられた光による励起に応答して黄色光を発する発光体
（例えば蛍光体）とを含み、これらの青色光と黄色光とが混ざり合うと、白色光として知
覚される光が作り出される。
【０００８】
　一般に、１９３１ＣＩＥ色度図（１９３１年に確立された原色の国際標準）、および１
９７６ＣＩＥ色度図（１９３１色度図に類似しているが、この色度図上では、相似距離が
、知覚される相似色差を表すように修正されている）が、色を原色の加重和として定義す
る際の有用な基準となっている。
【０００９】
　効率の良い白色ＬＥＤランプのＣＲＩは、白熱光源（Ｒａが１００）に比べると一般に
低い（Ｒａが６５～７５の範囲）。さらに、ＬＥＤの色温度は、一般に「冷調（ｃｏｏｌ
ｅｒ）」（約５５００Ｋ）であり、白熱電球またはＣＣＦＬ電球の色温度（約２７００Ｋ
）に比べると望ましくない。ＬＥＤの上記欠点はどちらも、選択された飽和色の他のＬＥ
Ｄ、またはルミファを加えることによって改善することができる。上述のように、本発明
による光源は、特定の（ｘ，ｙ）色度座標の光源の特定の色の「調合（ｂｌｅｎｄｉｎｇ
）」を利用することができる（全体を参照により本明細書に組み込む、２００５年１２月
２１日出願の特許文献１、名称「Lighting Device and Lighting Method」（発明者：Ant
ony Paul Van de VenおよびGerald H. Negley）参照）。例えば、追加の選択された飽和
色源からの光を、飽和色でない広範囲にわたるスペクトル源（複数可）と混合して、いか
なる変色領域もない一様な照明を実現することができ、望むなら、装飾的理由で、個々の
発光素子は、照明源または開口を直接見たときに、離散した（ｄｉｓｃｒｅｔｅ）素子ま
たは離散した色領域として見えないように作製することができる。
【００１０】
　したがって、発光ダイオードは、個々に、またはいかなる組合せでも使用することがで
き、任意選択で、１つまたは複数の発光体（例えば、蛍光体またはシンチレータ（ｓｃｉ
ｎｔｉｌｌｔｏｒ））および／またはフィルタと共に用いて、任意の所望の知覚色（白色
を含む）の光を作り出すことができる。したがって、例えば、エネルギー効率、演色評価
数（ＣＲＩ　Ｒａ）、有効性（ｌｍ／Ｗ）、および／または耐用時間を改善するために、
既存の光源を発光ダイオード光源と取り替える取組みが行われている分野は、いかなる特
定の色または色調合の光にも限定されない。
【００１１】
　本発明に関する諸態様は、１９３１ＣＩＥ（国際照明委員会）色度図または１９７６Ｃ
ＩＥ色度図のいずれかで表すことができる。図１は、１９３１ＣＩＥ色度図を示す。図２
は、１９７６色度図を示す。図３は、黒体軌跡をより詳細に示すための１９７６色度図の
拡大部分を示す。当業者であれば、これらの図に精通しており、これらの図は、（例えば
、インターネットで「ＣＩＥ色度図（ＣＩＥ　Ｃｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ　Ｄｉａｇｒａ
ｍ）」を検索することによって）容易に入手可能である。
【００１２】
　ＣＩＥ色度図は、２つのＣＩＥパラメータｘおよびｙ（１９３１図の場合）またはｕ’
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およびｖ’（１９７６図の場合）によって人間の色知覚を綿密に描き出す。ＣＩＥ色度図
の技術的説明については、例えば、非特許文献１を参照されたい。スペクトル色は、輪郭
が描かれた空間の縁部周辺に分布し、この輪郭空間には、人間の目によって知覚される全
ての色相が含まれる。境界線は、スペクトル色の最大彩度を表す。上記のように、１９７
６ＣＩＥ色度図は、１９７６図では図上の相似距離が、知覚される相似色差を表すように
修正されていることを除いては、１９３１図に類似している。
【００１３】
　１９３１図では、図上のあるポイントからの偏差は、座標によって、あるいは、知覚さ
れる色差の程度を示すためにマカダム楕円（ＭａｃＡｄａｍ　ｅｌｌｉｐｓｅ）によって
表すことができる。例えば、１９３１図上の特定の組の座標によって画定される指定され
た色相から１０マカダム楕円であるとして画定される諸ポイントの軌跡は、その指定され
た色相から共通した程度異なるとしてそれぞれ知覚される色相からなる（また、特定の色
相から、他のマカダム楕円量だけ間隔が空いているとして画定される諸ポイントの軌跡に
ついても同様である）。
【００１４】
　１９７６図上の相似距離は、知覚される相似色差を表すため、１９７６図上のあるポイ
ントからの偏差は、座標ｕ’およびｖ’によって表すことができ、例えば、ポイントから
の距離＝（Δｕ’2＋Δｖ’2）1/2であり、指定された色相からそれぞれ共通した距離に
ある諸ポイントの軌跡によって画定される色相は、その指定された色相から共通した程度
異なるとしてそれぞれ知覚される色相からなる。
【００１５】
　図１～３に示す色度座標およびＣＩＥ色度図は、いくつかの書籍および他の刊行物（非
特許文献２および非特許文献３など）に詳細に説明されており、両文献を参照により本明
細書に組み込む。
【００１６】
　黒体軌跡に沿って位置する色度座標（すなわち、色ポイント）は、プランクの方程式（
Ｐｌａｎｃｋ’ｓ　ｅｑｕａｔｉｏｎ）：Ｅ（λ）＝Ａλ-5／ｅ(B/T)－１）に従い、式
中、Ｅは発光強度、λは発光波長、Ｔは黒体の色温度であり、ＡおよびＢは定数である。
黒体軌跡上、またはその付近に位置する色座標は、人間の目にとって心地良い白色光をも
たらす。１９７６ＣＩＥ図は、黒体軌跡に沿った温度リストを含む。これらの温度リスト
は、かかる温度に上昇させる黒体放射体の色経路を示す。被加熱物体が光を発するにつれ
て、この物体はまず赤みがかり、次いで黄みがかり、その後白くなり、最後には青みを帯
びる。これは、黒体放射体のピーク放射に伴う波長が、ウィーンの変位法則（Ｗｉｅｎ　
Ｄｉｓｐｌａｃｅｍｅｎｔ　Ｌａｗ）に従い、温度が上昇するにつれて次第に短くなるた
めである。したがって、黒体軌跡上、またはその付近の光を作り出す発光体は、それらの
色温度によって表すことができる。
【００１７】
　また、１９７６ＣＩＥ図上には表示Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、およびＥが記され、これらは、そ
れぞれ対応する発光体Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、およびＥとして識別されるいくつかの標準発光体
が作り出す光を指す。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１８】
【特許文献１】米国特許仮出願第６０／７５２，５５５号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１１／６１３，７１４号明細書
【特許文献３】米国特許仮出願第６０／７９３，５２４号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１１／７３６，７６１号明細書
【特許文献５】米国特許仮出願第６０／７９３，５１８号明細書
【特許文献６】米国特許出願第１１／７３６，７９９号明細書
【特許文献７】米国特許仮出願第６０／８５７，３０５号明細書
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【特許文献８】米国特許出願第１１／９３６，１６３号明細書
【特許文献９】米国特許仮出願第６０／９１６，５９６号明細書
【特許文献１０】米国特許仮出願第６０／９１６，６０７号明細書
【特許文献１１】米国特許仮出願第６０／８３９，４５３号明細書
【特許文献１２】米国特許出願第１１／８４３，２４３号明細書
【特許文献１３】米国特許第７，２１３，９４０号明細書
【特許文献１４】米国特許仮出願第６０／８６８，１３４号明細書
【特許文献１５】米国特許出願第１１／９４８，０２１号明細書
【特許文献１６】米国特許仮出願第６０／８６８，９８６号明細書
【特許文献１７】米国特許出願第１１／９５１，６２６号明細書
【特許文献１８】米国特許仮出願第６０／９１６，５９７号明細書
【特許文献１９】米国特許仮出願第６０／９４４，８４８号明細書
【特許文献２０】米国特許仮出願第６０／９９０，４３５号明細書
【特許文献２１】米国特許第４，９１８，４８７号明細書
【特許文献２２】米国特許第５，６３１，１９０号明細書
【特許文献２３】米国特許第５，９１２，４７７号明細書
【特許文献２４】米国特許仮出願第６０／７５３，１３８号明細書
【特許文献２５】米国特許出願第１１／６１４，１８０号明細書
【特許文献２６】米国特許仮出願第６０／７９４，３７９号明細書
【特許文献２７】米国特許出願第１１／６２４，８１１号明細書
【特許文献２８】米国特許仮出願第６０／８０８，７０２号明細書
【特許文献２９】米国特許出願第１１／７５１，９８２号明細書
【特許文献３０】米国特許仮出願第６０／８０８，９２５号明細書
【特許文献３１】米国特許出願第１１／７５３，１０３号明細書
【特許文献３２】米国特許仮出願第６０／８０２，６９７号明細書
【特許文献３３】米国特許出願第１１／７５１，９９０号明細書
【特許文献３４】米国特許仮出願第６０／８５１，２３０号明細書
【特許文献３５】米国特許出願第１１／８７０，６７９号明細書
【特許文献３６】米国特許仮出願第６０／９１６，６０８号明細書
【特許文献３７】米国特許仮出願第６０／９８２，９００号明細書
【特許文献３８】米国特許第６，６００，１７５号明細書
【特許文献３９】米国特許仮出願第６０／７５２，７５３号明細書
【特許文献４０】米国特許出願第１１／６１３，６９２号明細書
【特許文献４１】米国特許仮出願第６０／７９８，４４６号明細書
【特許文献４２】米国特許出願第１１／７４３，７５４号明細書
【特許文献４３】米国特許仮出願第６０／８０９，６１８号明細書
【特許文献４４】米国特許出願第１１／７５５，１５３号明細書
【特許文献４５】米国特許仮出願第６０／８４５，４２９号明細書
【特許文献４６】米国特許出願第１１／８５６，４２１号明細書
【特許文献４７】米国特許仮出願第６０／８４６，２２２号明細書
【特許文献４８】米国特許出願第１１／８５９，０４８号明細書
【特許文献４９】米国特許仮出願第６０／８５８，５５８号明細書
【特許文献５０】米国特許出願第１１／９３９，０４７号明細書
【特許文献５１】米国特許仮出願第６０／８５８，８８１号明細書
【特許文献５２】米国特許出願第１１／９３９，０５２号明細書
【特許文献５３】米国特許仮出願第６０／８５９，０１３号明細書
【特許文献５４】米国特許仮出願第６０／８５３，５８９号明細書
【特許文献５５】米国特許出願第１１／８７７，０３８号明細書
【特許文献５６】米国特許仮出願第６０／８６１，９０１号明細書
【特許文献５７】米国特許仮出願第６０／９１６，３８４号明細書
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【特許文献５８】米国特許出願第１１／９４８，０４１号明細書
【特許文献５９】米国特許仮出願第６０／９１６，０３０号明細書
【特許文献６０】米国特許仮出願第６０／９１６，４０７号明細書
【特許文献６１】米国特許仮出願第６０／８０９，９５９号明細書
【特許文献６２】米国特許出願第１１／６２６，４８３号明細書
【特許文献６３】米国特許仮出願第６０／８０９，５９５号明細書
【特許文献６４】米国特許出願第１１／７５５，１６２号明細書
【特許文献６５】米国特許仮出願第６０／８４４，３２５号明細書
【特許文献６６】米国特許出願第１１／８５４，７４４号明細書
【特許文献６７】米国特許仮出願第６０／９４３，９１０号明細書
【特許文献６８】米国特許出願第１２／０１７，５５８号明細書
【特許文献６９】米国特許仮出願第６０／８８５，９３７号明細書
【特許文献７０】米国特許仮出願第６０／９８２，８９２号明細書
【特許文献７１】米国特許仮出願第６０／９８６，６６２号明細書
【特許文献７２】米国特許出願第１２／０１７，６００号明細書
【特許文献７３】米国特許仮出願第６０／９８２，９０９号明細書
【特許文献７４】米国特許仮出願第６０／９８６，７９５号明細書
【特許文献７５】米国特許出願第１２／０１７，６７６号明細書
【非特許文献】
【００１９】
【非特許文献１】“Encyclopedia of Physical Science and Technology”, vol. 7, 230
-231 (Robert A Meyers ed., 1987)
【非特許文献２】pages 98-107 of K. H. Butler, “Fluorescent Lamp Phosphors” (Th
e Pennsylvania State University Press 1980)
【非特許文献３】pages 109-110 of G. Blasse et al., “Luminescent Materials” (Sp
ringer-Verlag 1994)
【非特許文献４】Chapters 12-14 of Sze, Physics of Semiconductor Devices, (2d Ed.
 1981)
【非特許文献５】Chapter 7 of Sze, Modern Semiconductor Device Physics (1998)
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　本発明は、高効率ＬＥＤ光源のＣＲＩ　Ｒａおよび色温度を改善する方法および装置、
ならびに魅力的な白色光を作り出す独特かつ有用な方法を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００２１】
　通常、光源からのスペクトル発光は、ｍＷ／ｎｍ空間で見られる。かかるプロットでは
、青色光がフィルタリングされると、スペクトル差は大きくなる。その結果、白色光源の
全体的な有効性／ＣＲＩ　Ｒａ特性を改善する方法の一部として、白色光源から発せられ
た光から青色光をフィルタリングする提案は、直観に反すると思われる。しかし、人間の
目は、青色光に対しては、他の色に対するほどには敏感でない。その結果、白色光のルー
メン／ｎｍスペクトルのプロットと、青色光を幾分かフィルタリングした同じ白色光のル
ーメン／ｎｍスペクトルのプロットとを比較した場合、その差は、対応するそれぞれのｍ
Ｗ／ｎｍのプロットの差に比べて遙かに小さくなる。
【００２２】
　ルーメン／ｎｍの犠牲が非常に小さいという事実に鑑みて、本発明によれば、白色光源
から発せられた光に含まれる青色光の一部分をフィルタリングしてフィルタリング済み光
を得、次いで、このフィルタリング済み光に赤色光（「補光」）を加えると、有効性をそ
れほど犠牲にせずに、ＣＲＩ　Ｒａが改善された白色光を得ることが可能となる。その結
果、人間の目は青色光にはそれほど敏感でないので、青色光を除去しても、かかるランプ
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の全体的有効性にはそれほど影響を及ぼさず（典型的にはほんの数パーセントだけ）、ま
た、ルーメンもそれほど低減しない（典型的には２％）。したがって、青色ミリワットが
大幅に低減（例えば、約６０％の低減）しても、全体的なルーメンの低減は約２％だけで
ある。
【００２３】
　同様の類似したフィルタリングおよび混合は、他のいかなる光源および他の補光色を用
いても行うことができ、また、青色光のフィルタリングは、どのステージにおいても、す
なわち、補光と混合する前または後（またはその最中）にでも実行することができる。
【００２４】
　本発明の第１の態様によれば、
　照明されると、白色光を発する第１の光源と、
　第１の光源から発せられた白色光と接触すると、白色光から青色光の少なくとも幾分か
をフィルタリングして改変光（ｍｏｄｉｆｉｅｄ　ｌｉｇｈｔ）を生成する第１のフィル
タと、
　照明されると、赤色光および赤みの橙色光からなる群から選択された少なくとも１つの
色の光を発する第２の光源とを備える照明装置が提供される。
【００２５】
　本発明の第２の態様によれば、
　第１の光源を照明し、それによって第１の光源が白色光を発すること、
　第２の光源を照明し、それによって第２の光源が、赤色光および赤みの橙色光からなる
群から選択された少なくとも１つの色の第２の光を発することであって、第１の光源およ
び第２の光源は、少なくとも白色光と第２の光とが混ざり合って第１の混合光を生成する
ように、互いに配置配向されること、ならびに
　第１の混合光を、第１の混合光から青色光の少なくとも幾分かをフィルタリングする第
１のフィルタと接触させて、フィルタリング済み混合光を生成することを含む照明方法が
提供される。
【００２６】
　本発明の第３の態様によれば、
　第１の光源を照明し、それによって第１の光源が白色光を発すること、
　白色光を、白色光から青色光の少なくとも幾分かをフィルタリングする第１のフィルタ
と接触させて改変光を生成すること、ならびに
　第２の光源を照明し、それによって第２の光源が、赤色光および赤みの橙色光からなる
群から選択された少なくとも１つの色の第２の光を発することであって、第１の光源、第
１のフィルタ、および第２の光源は、少なくとも改変光と第２の光とが混ざり合って混合
光を生成するように、互いに配置配向されることを含む照明方法が提供される。
【００２７】
　本発明の第４の態様によれば、
　少なくとも第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品を備える光フィルタ
であって、
　第１のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の壁領域を備え、第１の壁領域は、少なく
とも１つの窓領域を備え、
　第２のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の反射領域および第２の反射領域を備え、
　第１の反射領域は、白色である第１の光の混合体と接触すると、第１の反射光を反射さ
せ、この反射光は、第２の反射領域が第１の光の混合体と接触すると第２の反射領域によ
って反射される第２の反射光とは色が異なり、
　第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品の少なくとも一方は、第１の反
射領域の異なる部分を窓領域から露出させることができるように可動であり、したがって
、第１の光の混合体がフィルタに入射すると、第１のフィルタ構成部品と第２のフィルタ
構成部品との間の位置関係を調整することによって、フィルタから出射する光の色を調整
することができる光フィルタが提供される。
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【００２８】
　本発明の第５の態様によれば、
　光をフィルタと接触させることを含む照明方法であって、フィルタは、少なくとも第１
のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品を備え、
　第１のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の壁領域を備え、第１の壁領域は、少なく
とも１つの窓領域を備え、
　第２のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の反射領域および第２の反射領域を備え、
　第１の反射領域は、白色である第１の光の混合体と接触すると、第１の反射光を反射さ
せ、この反射光は、第２の反射領域が第１の光の混合体と接触すると、第２の反射領域に
よって反射される第２の反射光とは色が異なり、
　第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品の少なくとも一方は、第１の反
射領域の異なる部分を窓領域から露出させることができるように可動であり、したがって
、第１のフィルタ構成部品と第２のフィルタ構成部品との間の位置関係を調整することに
よって、フィルタから出射する光の色を調整することができる方法が提供される。
【００２９】
　本発明の第６の態様によれば、
　フィルタの少なくとも第１のフィルタ構成部品を、フィルタの第２のフィルタ構成部品
に対して動かすことを含む照明方法であって、
　第１のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の壁領域を備え、第１の壁領域は、少なく
とも１つの窓領域を備え、
　第２のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の反射領域および第２の反射領域を備え、
　第１の反射領域は、白色である第１の光の混合体と接触すると、第１の反射光を反射さ
せ、この反射光は、第２の反射領域が第１の光の混合体と接触すると、第２の反射領域に
よって反射される第２の反射光とは色が異なり、
　第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品の少なくとも一方は、第１の反
射領域の異なる部分を窓領域から露出させることができるように可動であり、したがって
、第１のフィルタ構成部品と第２のフィルタ構成部品との間の位置関係を調整することに
よって、フィルタから出射する光の色を調整することができる方法が提供される。
【００３０】
　本発明によるいくつかの実施形態では、照明装置は、照明されると、白色光を発する１
つまたは複数の追加の光源をさらに備える。本発明によるいくつかの実施形態では、照明
装置は、照明されると、白色光を発する第３の光源をさらに備える。本発明によるいくつ
かの実施形態では、照明装置は、照明されると、約６００ｎｍから約６５０ｎｍの範囲の
主波長を有する光を発する第４の光源をさらに備える。
【００３１】
　本発明によるいくつかの実施形態では、照明装置は、照明されると、赤色光および赤み
の橙色光からなる群から選択された少なくとも１つの色の光を発する１つまたは複数の追
加の光源をさらに備える。
【００３２】
　本発明によるいくつかの実施形態では、改変光は、いかなる追加の光もない場合、第１
、第２、第３、第４、および第５の線分によって囲まれた１９３１ＣＩＥ色度図上の領域
内のあるポイントを画定するｘ，ｙ色座標を有し、第１の線分は第１のポイントを第２の
ポイントにつなぎ、第２の線分は第２のポイントを第３のポイントにつなぎ、第３の線分
は第３のポイントを第４のポイントにつなぎ、第４の線分は第４のポイントを第５のポイ
ントにつなぎ、第５の線分は第５のポイントを第１のポイントにつなぎ、第１のポイント
は０．３２，０．４０のｘ，ｙ座標を有し、第２のポイントは０．３６，０．４８のｘ，
ｙ座標を有し、第３のポイントは０．４３，０．４５のｘ，ｙ座標を有し、第４のポイン
トは０．４２，０．４２のｘ，ｙ座標を有し、第５のポイントは０．３６，０．３８のｘ
，ｙ座標を有する。
【００３３】
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　本発明によるいくつかの実施形態では、改変光および第２の光源から発せられた光から
なる光の混合体によって混合光が生じ、この混合光は白色光である。いくつかの実施形態
では、混合光は、１９３１ＣＩＥ色度図上の黒体軌跡上の少なくとも１つのポイントの１
０マカダム楕円内のあるポイントを画定する１９３１ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有す
る。
【００３４】
　本発明は、添付の図面および本発明の以下の詳細な説明を参照すればより完全に理解で
きよう。
【図面の簡単な説明】
【００３５】
【図１】１９３１ＣＩＥ色度図を示す図である。
【図２】１９７６色度図を示す図である。
【図３】黒体軌跡を詳細に示すための１９７６色度図の拡大部分を示す図である。
【図４Ａ】黄みの緑色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタから
生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度のプロットである。
【図４Ｂ】黄みの緑色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタから
生成される例での、フィルタから出射する入射光対波長の比のプロットである。
【図４Ｃ】黄みの緑色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタから
生成される例での、フィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。
【図４Ｄ】この例での、白色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済み光を示
す１９３１ＣＩＥ図である。
【図５Ａ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタから生成
される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度のプロットである。
【図５Ｂ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタから生成
される例での、フィルタから出射する入射光対波長の比のプロットである。
【図５Ｃ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタから生成
される例での、フィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。
【図５Ｄ】この例での、白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済
み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。
【図６Ａ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色段階式低域フィル
タから生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度のプロットである。
【図６Ｂ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色段階式低域フィル
タから生成される例での、フィルタから出射する入射光対波長の比のプロットである。
【図６Ｃ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色段階式低域フィル
タから生成される例での、フィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。
【図６Ｄ】この例での、白色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済み光を示
す１９３１ＣＩＥ図である。
【図７Ａ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色ノッチフィルタか
ら生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度のプロットである。
【図７Ｂ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色ノッチフィルタか
ら生成される例での、フィルタから出る入射光対波長の比のプロットである。
【図７Ｃ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色ノッチフィルタか
ら生成される例での、フィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。
【図７Ｄ】この例での、白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済
み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。
【図８Ａ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色帯域フィルタから
生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度のプロットである。
【図８Ｂ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色帯域フィルタから
生成される例での、フィルタから出射する入射光対波長の比のプロットである。
【図８Ｃ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色帯域フィルタから
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生成される例での、フィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。
【図８Ｄ】この例での、白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済
み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。
【図９Ａ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色低域フィルタから
生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度のプロットである。
【図９Ｂ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色低域フィルタから
生成される例での、フィルタから出射する入射光対波長の比のプロットである。
【図９Ｃ】温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色低域フィルタから
生成される例での、フィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。
【図９Ｄ】この例での、白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済
み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。
【図１０】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１１】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１２】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１３】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１４】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１５】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１６】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１７】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１８】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図１９】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図２０】本発明による照明装置の代表的な実施形態を示す図である。
【図２１】本発明による光フィルタの代表的な実施形態を示す図である。
【図２２】本発明による光フィルタの代表的な実施形態を示す図である。
【図２３】本発明による光フィルタの代表的な実施形態を示す図である。
【図２４】本発明による光フィルタの代表的な実施形態を示す図である。
【図２５】本発明による光フィルタの代表的な実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００３６】
　次に、本発明の実施形態を示す添付の図面を参照しながら、本発明を以下でより詳しく
説明する。しかし、本発明は、本明細書に記載する実施形態のみに限定されるものと解釈
すべきではない。そうではなく、以下の実施形態は、本開示を網羅的かつ完璧なものとし
、本発明の範囲を当業者に完全に伝えるために示すものである。同じ番号は、全体を通し
て同じ要素を指す。本明細書で使用する用語「および／または（ａｎｄ／ｏｒ）」は、列
挙された関連する品目の１つまたは複数の任意の組合せ、およびあらゆる組合せを含む。
【００３７】
　本明細書で使用する用語は、特定の実施形態を説明するためのものにすぎず、本発明を
限定するものではない。本明細書では、単数形「１つの（ａ、ａｎ）」、および「その（
ｔｈｅ）」は、文脈において別段の明白な指示がない限り、複数形も同様に含むものであ
る。さらに、用語「含む（ｃｏｍｐｒｉｓｅ）」および／または「含んでいる（ｃｏｍｐ
ｒｉｓｉｎｇ）」は、本明細書では、記載された機構（ｆｅａｔｕｒｅ）、実体物（ｉｎ
ｔｅｇｅｒ）、ステップ、動作、要素、および／または構成部品の存在を明示するが、１
つまたは複数の他の機構、実体物、ステップ、動作、要素、構成部品、および／またはそ
れらの群の存在または追加を排除するものではないことが理解されよう。
【００３８】
　層、領域、または基板などの要素が別の要素の「上に（ｏｎ）」ある、または「上へと
（ｏｎｔｏ）」延びると本明細書で称される場合、その要素は、他方の要素のすぐ上にあ
るか、もしくはすぐ上へと延びても、または介在要素が存在してもよい。逆に、ある要素
が別の要素の「すぐ上に（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｏｎ）」ある、または「すぐ上へと（ｄｉ
ｒｅｃｔｌｙ　ｏｎｔｏ）」延びると本明細書で称される場合、介在要素は存在しない。
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また、ある要素が別の要素に「接続される（ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」、または「結合され
る（ｃｏｕｐｌｅｄ）」と本明細書で称される場合、その要素は、他方の要素に直接接続
もしくは結合されても、または介在要素が存在してもよい。逆に、ある要素が別の要素に
「直接接続される（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」、または「直接結合され
る（ｄｉｒｅｃｔｌｙ　ｃｏｕｐｌｅｄ）」と本明細書で称される場合、介在要素は存在
しない。
【００３９】
　本明細書では、「第１の（ｆｉｒｓｔ）」、「第２の（ｓｅｃｏｎｄ）」などの用語を
用いて様々な要素、構成部品、領域、層、区画、および／またはパラメータを説明するこ
とがあるが、これらの要素、構成部品、領域、層、区画、および／またはパラメータは、
これらの用語によって限定されるべきものではない。これらの用語は、ある要素、構成部
品、領域、層、または区画を、別の領域、層、または区画から区別するために使用するに
すぎない。したがって、以下で論じる第１の要素、構成部品、領域、層、または区画は、
本発明の教示から逸脱することなく、第２の要素、構成部品、領域、層、または区画と呼
ぶことができる。
【００４０】
　さらに、本明細書では、「下部の（ｌｏｗｅｒ）」または「底部（ｂｏｔｔｏｍ）」、
および「上部の（ｕｐｐｅｒ）」または「頂部（ｔｏｐ）」などの相対語を用いて、図に
示す際にある要素と別の要素との位置関係を説明することがある。かかる相対語は、図に
描かれた向きに加えて、装置の異なる向きをも包含するものである。例えば、図の装置を
上下逆にした場合、他の要素の「下部」側にあるとして説明されている要素は、この場合
他の要素の「上部」側に向くことになる。したがって、例示的な用語「下部の」は、図の
特定の向きに応じて、「下部の」および「上部の」の両方の向きを包含し得る。同様に、
諸図のうちの１つの装置を上下逆にした場合、他の要素の「下の（ｂｅｌｏｗ）」または
「下に（ｂｅｎｅａｔｈ）」と説明された要素は、この場合他の要素の「上に（ａｂｏｖ
ｅ）」向くことになる。したがって、例示的な用語「下の」または「下に」は、上および
下の両方の向きを包含し得る。
【００４１】
　固体発光素子に関して本明細書で使用する表現「照明（ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ）」
（または「照明された（ｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄ）」）とは、少なくとも幾分かの電流が
固体発光素子に供給されて、固体発光素子が少なくとも幾分かの光を発することになるこ
とを意味する。「照明された」という表現には、固体発光素子が連続的に、または人間の
目には固体発光素子が連続して光を発していると知覚されるような速度で断続的に光を発
する状況、あるいは人間の目には固体発光素子が連続して光を発していると知覚されるよ
うな形で、同色または異色の複数の固体発光素子が（「オン（ｏｎ）」時の重なりの有無
にかかわらず）断続的かつ／または交互に（異色が発せられる場合には、それらの色の混
合光として）光を発する状況が包含される。
【００４２】
　ルミファ（ｌｕｍｉｐｈｏｒ）に関して本明細書で使用する表現「励起された（ｅｘｃ
ｉｔｅｄ）」とは、少なくとも幾分かの電磁放射（例えば、可視光、紫外光、または赤外
光）がルミファに接触し、それによってルミファが少なくとも幾分かの光を発することを
意味する。「励起された」という表現には、ルミファが連続的に、または人間の目にはル
ミファが連続して光を発していると知覚されるような速度で断続的に光を発する状況、あ
るいは人間の目にはルミファが連続して光を発していると知覚されるような形で、同色ま
たは異色の複数のルミファが（「オン（ｏｎ）」時の重なりの有無にかかわらず）断続的
かつ／または交互に（異色が発せられる場合には、それらの色の混合光として）光を発す
る状況が包含される。
【００４３】
　本明細書で使用する表現「照明装置（ｌｉｇｈｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）」は、装置が
光を発することが可能であることを示す点を除いては、限定的なものではない。すなわち
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、照明装置は、ある領域または体積を照明する装置でよく、例えば、構造物、水泳プール
もしくは温泉場、部屋、倉庫、表示器、道路、駐車場、車両、標識類、例えば道路標識、
広告板、船舶、玩具、鏡、貨物船、電子デバイス、ボート、航空機、競技場、コンピュー
タ、遠隔式音響装置、遠隔式ビデオ装置、携帯電話、樹木、窓、液晶表示装置、洞窟、ト
ンネル、庭、街灯柱、または閉鎖空間を照明する装置もしくは装置のアレイ、またはエッ
ジ照明もしくはバック照明（例えば、バック照明ポスター、標識類、液晶表示装置）に使
用される装置、（例えば、交流白熱灯、低圧灯、蛍光灯などに取って代わる）電球代替品
、野外照明に使用される照明灯、保安照明に使用される照明灯、居宅の屋外照明（壁取付
け、柱／支柱取付け）に使用される照明灯、天井灯／壁面燭台、キャビネット下部照明、
ランプ（床および／またはテーブルおよび／または机）、庭園照明、トラック照明、作業
照明、特殊照明、天吊扇照明、資料／美術品展示照明、舞台照明などの高振動／高インパ
クト照明、鏡／鏡台照明、あるいは他のいかなる発光素子でもよい。
【００４４】
　表現「主波長（ｄｏｍｉｎａｎｔ　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ）」は、本明細書では、知覚
されるスペクトル色を指すその周知で容認されている意味に従って使用するものであり、
すなわち、光源によって発せられた光を見て知覚される色覚に最も類似した色覚を生じる
単一の波長の光を指し（すなわち、大雑把には「色相」と同種である）、光源のスペクト
ル出力分布において最大出力のスペクトル線を指すことで周知の「ピーク波長（ｐｅａｋ
　ｗａｖｅｌｅｎｇｔｈ）」とは異なる。人間の目は、全ての波長を等しく知覚するとい
うわけではない（人間の目は、赤色および青色よりも、黄色および緑色を良く知覚する）
ので、また、多くの固体発光素子（例えばＬＥＤ）によって発せられる光は実際に波長範
囲であるので、知覚される色（すなわち主波長）は、必ずしも最高出力（ピーク波長）を
有する波長に等しくなるというわけではない（そして、しばしば異なる）。レーザなどの
真に単色の光は、同じ主波長およびピーク波長を有する。
【００４５】
　本明細書において、装置内の２つの構成部品が「電気的に接続されている（ｅｌｅｃｔ
ｒｉｃａｌｌｙ　ｃｏｎｎｅｃｔｅｄ）」と述べる場合には、それらの構成部品間には電
気的に何の構成部品もないことを意味し、そうした構成部品が挿入されると、装置がもた
らす１つまたは複数の機能に物質的に影響が及ぼされる。例えば、２つの構成部品は、そ
れらの構成部品間に、装置がもたらす１つまたは複数の機能に物質的に影響を及ぼさない
小型抵抗器を有していても（実際に、２つの構成部品を接続するワイヤは、小型抵抗器と
考えられ得る）、これら２つの構成部品は電気的に接続されていると称することができ、
同様に、２つの構成部品は、それらの構成部品間に、装置が追加の機能を実施することが
可能となる追加の電気構成部品を有することがあっても、この追加の構成部品を含まない
ことを除いては同一である装置がもたらす１つまたは複数の機能に物質的に影響を及ぼさ
ない場合、これら２つの構成部品は電気的に接続されていると呼ぶことができ、同様に、
互いに直接接続されている２つの構成部品、または回路板もしくは別の媒体上でワイヤも
しくはトレースの両端に直接接続された２つの構成部品もやはり、電気的に接続されてい
る。
【００４６】
　本明細書では、用語「実質的に（ｓｕｂｓｔａｎｔｉａｌｌｙ）」、例えば、「実質的
に同軸」、「実質的に平坦」、「実質的に円筒形」、または「実質的に円錐台形」といっ
た表現は、説明される特徴と少なくとも約９５％一致することを意味し、例えば、
　表現「実質的に平坦」は、実質的に平坦であるとして特徴付けられる表面にある諸ポイ
ントの少なくとも９５％が、互いに平行かつ、表面の最大寸法の５％以下の距離で間隔を
置いて配置された１対の平面の一方またはそれらの間に位置することを意味し、
　表現「実質的に同軸」は、それぞれの表面の軸が、それぞれの表面の最大寸法の５％以
下の距離で合わさり、それぞれの軸によって５度以下の角度が画定されることを意味し、
　表現「実質的に円筒形」は、本明細書では、実質的に円筒形であるとして特徴付けられ
る表面にある諸ポイントの少なくとも９５％が、最大寸法の５％以下の距離で互いに間隔
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を置いて配置された１対の仮想円筒形構造の一方またはそれらの間に位置することを意味
し、
　表現「実質的に円錐台形」は、本明細書では、実質的に円錐台形であるとして特徴付け
られる表面にある諸ポイントの少なくとも９５％が、最大寸法の５％以下の距離で互いに
間隔を置いて配置された１対の仮想円錐台形構造の一方またはそれらの間に位置すること
を意味する。
【００４７】
　本明細書で使用する用語（技術的および科学的用語を含めて）は全て、別段の定義がな
い限り、本発明が属する分野の当業者によって一般に理解されている意味と同じ意味を有
する。さらに、一般に使用されている辞書に定義されているものなどの用語は、関連技術
および本開示の文脈における意味と一致する意味を有するものとして解釈すべきであり、
本明細書にて明白にそのように定義されない限り、理想化された、または過度に形式的な
意味で解釈すべきものではないことが理解されよう。また、別の機構に「隣接して（ａｄ
ｊａｃｅｎｔ）」配設された構造または機構に関する言及は、その隣接する機構と重なり
合う、またはその下に延びる部分を有する場合があることが当業者には理解されよう。
【００４８】
　本明細書では、色に関する言及（例えば「白色」光、「青色」光など）は全て、図２お
よび３に詳細に示す１９７６ＣＩＥ図上のポイント（および１９３１ＣＩＥ図上の対応す
るポイント）を指す。
【００４９】
　本発明によるいくつかの実施形態では、
　照明装置は、電力線（ｐｏｗｅｒ　ｌｉｎｅ）をさらに備え、
　第１の光源および第２の光源は、電力線に電気的に接続され、
　電流が電力線に供給されると、（１）照明装置から出射する第１の光源によって発せら
れた光と、（２）照明装置から出射する第２の光源によって発せられた光との組合せによ
って、いかなる追加の光もない場合に混合光が生じ、この混合光は白色光である。いくつ
かのかかる実施形態では、混合光は、１９３１ＣＩＥ色度図上の黒体軌跡上の少なくとも
１つのポイントの１０マカダム楕円内のあるポイントを画定する１９３１ＣＩＥ色度図上
のｘ，ｙ座標を有する。
【００５０】
　本発明によるいくつかの実施形態では、
　照明装置は、電力線をさらに備え、
　第１の光源および第２の光源は、電力線に電気的に接続され、
　電流が電力線に供給されると、照明装置は白色光を発する。いくつかのかかる実施形態
では、混合光は、１９３１ＣＩＥ色度図上の黒体軌跡上の少なくとも１つのポイントの１
０マカダム楕円内のあるポイントを画定する１９３１ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有す
る。
【００５１】
　本発明によるいくつかの実施形態では、第１の光源は、
　活性化されると、それぞれが第１の色の光を発する少なくとも１つの第１の群の発光素
子と、
　活性化されると、それぞれが第２の色の光を発する少なくとも１つの第２の群の発光素
子とを備え、第２の色は、第１の色とは異なる。
【００５２】
　いくつかのかかる実施形態では、第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第
１の群の固体発光素子を備える。　
　いくつかのかかる実施形態では、第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第
１の群の固体発光素子を備え、第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第１の
群のＬＥＤを備える。　
　いくつかのかかる実施形態では、第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第
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１の群の固体発光素子を備え、第２の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第２の
群の固体発光素子を備える。　
　いくつかのかかる実施形態では、第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第
１の群の固体発光素子を備え、第２の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第２の
群のルミファを備える。
【００５３】
　上述のいくつかの実施形態では、第１の群の発光素子はそれぞれ、照明されると、紫外
光を発する少なくとも１つの固体発光素子を備え、
　第１の光源は、活性化されると、それぞれが第３の色の光を発する少なくとも１つの第
３の群の発光素子をさらに備え、第３の色は、第１の色および第２の色とは異なり、第３
の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第３の群のルミファを備える。　
　上述のいくつかの実施形態では、第１の光源は、少なくとも１つの第３の群の固体発光
素子をさらに備える。
【００５４】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、青色光を発し、
　第２の群のルミファはそれぞれ、励起されると、黄色光を発し、
　第３の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、赤色光を発する。
【００５５】
　上述のいくつかの実施形態では、第２の群のルミファの少なくとも第１のルミファは、
第１の群の固体発光素子の第１の固体発光素子が励起されると、第１の固体発光素子から
発せられた光の一部分が第１のルミファによって吸収され、それによって第１のルミファ
を励起するように配置される。
【００５６】
　上述の実施形態では、第１の光源は、少なくとも１つのパッケージ化固体発光素子を備
え、パッケージ化固体発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第１の群の固体発光素子と
、少なくとも１つの第２の群のルミファとを備える。
【００５７】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の発光素子は、照明されると、約４３０ｎｍから約４８０ｎｍの範囲のピーク
波長を有する光を発する少なくとも１つの固体発光素子を備え、
　第２の群の発光素子は、照明されると、約５５５ｎｍから約５８５ｎｍの範囲の主波長
を有する光を発する少なくとも１つのルミファを備える。
【００５８】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第１の群のルミファを備え、
　第２の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第２の群のルミファを備える。　
　上述のいくつかの実施形態では、第１の光源は、活性化されると、それぞれが第３の色
の光を発する少なくとも１つの第３の群の発光素子をさらに備え、第３の色は、第１の色
および第２の色とは異なる。
【００５９】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第１の群のルミファを備え、
　第２の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第２の群のルミファを備え、
　第３の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第３の群のルミファを備える。
【００６０】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群のルミファはそれぞれ、励起されると、青色光を発し、
　第２の群のルミファはそれぞれ、励起されると、緑色光を発し、
　第３の群のルミファはそれぞれ、励起されると、赤色光を発する。
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【００６１】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群のルミファはそれぞれ、励起されると、青色光を発し、
　第２の群のルミファはそれぞれ、励起されると、黄みの緑色光、黄緑色光、緑みの黄色
光、および黄色光からなる群から選択された少なくとも１つの色の光を発し、
　第３の群のルミファはそれぞれ、励起されると、赤色光を発する。
【００６２】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第１の群の固体発光素子を備え、
　第２の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第２の群の固体発光素子を備え、
　第３の群の発光素子はそれぞれ、少なくとも１つの第３の群の固体発光素子を備える。
【００６３】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、青色光を発し、
　第２の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、緑色光を発し、
　第３の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、赤色光を発する。
【００６４】
　上述のいくつかの実施形態では、
　第１の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、青色光を発し、
　第２の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、黄みの緑色光、黄緑色光、緑みの
黄色光、および黄色光からなる群から選択された少なくとも１つの色の光を発し、
　第３の群の固体発光素子はそれぞれ、励起されると、赤色光を発する。
【００６５】
　本発明によるいくつかの実施形態では、第２の光源は、少なくとも１つの固体発光素子
を備える。　
　いくつかのかかる実施形態では、第２の光源は、少なくとも１つのルミファをさらに備
える。　
　本発明によるいくつかの実施形態では、第２の光源は、少なくとも１つのルミファを備
える。　
　本発明によるいくつかの実施形態では、第１のフィルタは、第１の光源から発せられた
白色光と接触すると、白色光から青色光の少なくとも幾分か、および黄色光の少なくとも
幾分かをフィルタリングして改変光を生成する。
【００６６】
　本発明によるいくつかの実施形態では、第１のフィルタは、透過フィルタである。　
　本発明によるいくつかの実施形態では、第１のフィルタは、反射フィルタである。
【００６７】
　本発明によるいくつかの実施形態では、
　第１のフィルタは、少なくとも第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品
を備え、
　第１のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の壁領域を備え、第１の壁領域は、少なく
とも１つの窓領域を備え、
　第２のフィルタ構成部品は、少なくとも第１の反射領域および第２の反射領域を備え、
　第１の反射領域は、白色である第１の光の混合体と接触すると、第１の反射光を反射さ
せ、この反射光は、第２の反射領域が、第１の光の混合体と接触すると、第２の反射領域
によって反射される第２の反射光とは色が異なり、
　第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品の少なくとも一方は、第１の反
射領域の異なる部分を窓領域から露出させることができるように可動であり、したがって
、第１の光の混合体がフィルタに入射すると、第１のフィルタ構成部品と第２のフィルタ
構成部品との間の位置関係を調整することによって、フィルタから出射する光の色を調整
することができる。
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【００６８】
　いくつかのかかる実施形態では、
　第１のフィルタ構成部品の軸は、第２のフィルタ構成部品の軸と実質的に同軸であり、
かつ／または
　第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部品はそれぞれ、実質的に円錐台形
の少なくとも一部分を含む領域を備える。
【００６９】
　上述のいくつかの実施形態では、第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部
品はそれぞれ、実質的に円錐台形である領域を備える。
【００７０】
　上述のいくつかの実施形態では、第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部
品はそれぞれ、実質的に円筒形の少なくとも一部分を含む領域を備える。
【００７１】
　上述のいくつかの実施形態では、第１のフィルタ構成部品および第２のフィルタ構成部
品はそれぞれ、実質的に円筒形である領域を備える。
【００７２】
　本発明によるいくつかの実施形態では、白色光は、少なくとも４，０００Ｋ、例えば、
約４，０００Ｋから約５０，０００Ｋの範囲の色温度を有する。
【００７３】
　いくつかのかかる実施形態では、
　照明装置は、電力線をさらに備え、
　第１の光源および第２の光源は、電力線に電気的に接続され、
　電流が電力線に供給されると、（１）照明装置から出射する第１の光源によって発せら
れた光と、（２）照明装置から出射する第２の光源によって発せられた光との組合せによ
って、いかなる追加の光もない場合に混合光が生じ、この混合光は、白色光の色温度より
も低い色温度を有する白色光である。
【００７４】
　本発明によるいくつかの実施形態では、第２の光源は、照明されると、約６００ｎｍか
ら約６３０ｎｍの範囲の主波長を有する光を発する。　
　本発明によるいくつかの実施形態では、第１のフィルタは、第１の光源から発せられた
白色光と接触すると、白色光から青色光をｍＷベースで少なくとも２５％フィルタリング
して改変光を生成する。　
　本発明によるいくつかの実施形態では、第１のフィルタは、第１の光源から発せられた
白色光と接触すると、白色光から青色光をｍＷベースで少なくとも２５％、および緑色光
をｍＷベースで少なくとも２５％フィルタリングして改変光を生成する。
【００７５】
　上記のように、本発明の様々な態様は、照明されると、白色光を発する１つまたは複数
の光源を備える。当業者であれば、白色光を発する多種多様な光源に精通し、容易に入手
可能であり、かかる光源のいかなるものでも本発明に使用することができる。
【００７６】
　例えば、ＬＥＤおよび／またはルミファから白色光を生じさせるいくつかの方法（およ
び装置）について以下で説明する。
【００７７】
　赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、および青色ＬＥＤなど、２つ以上の異なる単色ＬＥＤを規定
された比率で組み合わせて、白色光を作り出す。この方法はまた、青系ランプを黄系ラン
プと組み合わせるなど、２つの補色ランプを用いて白色光を作り出すこともできる。
【００７８】
　ＹＡＧ：Ｃｅなどの１つまたは複数の蛍光体と青色ＬＥＤとを、青色発光の幾分かが黄
色および／または赤色に変換されるように組み合わせ、変換されていない残りの青色光と
混合して白色光を生成する。
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【００７９】
　紫外ＬＥＤエミッタと２つ以上の蛍光体とを、紫外光が可視色に変換されるように組み
合わせて用いて白色光を生成し、例えば１対の補色として、または３原色（またはそれ以
上）を組み合わせて白色光を生成する。
【００８０】
　上述の装置および／またはそれらの装置の一部分の組合せ、例えば、１つまたは複数の
ＬＥＤをＬＥＤと蛍光体との組合せ体と組み合わせて、例えば、１つまたは複数の赤色Ｌ
ＥＤを、青色ＬＥＤと黄色蛍光体との組合せ体と組み合わせて（この場合、青色ＬＥＤに
よって発せられた青色光の幾分かが、黄色蛍光体によって黄色光に変換され、残りの青色
光と混合する）、白色光を生成する。
【００８１】
　白色光をもたらす他の手法には、黄みの緑色の極めて非飽和色の（ｈｉｇｈｌｙ　ｕｎ
ｓａｔｕｒａｔｅｄ）ランプ（青色エミッタおよび過分な黄色蛍光体を備える）を、赤色
ＬＥＤと組み合わせて、白色光を生成することが含まれ、これらについては以下の文献に
記載されている。
【００８２】
　（１）参照により全体を本明細書に組み込む、２００５年１２月２１日出願の特許文献
１、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul Van de Ven
およびGerald H. Negley、代理人整理番号931_004 PRO）、および２００６年１２月２０
日出願の特許文献２。
【００８３】
　（２）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年４月２０日出願の特許文献３
、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAnt
ony Paul van de Ven、代理人整理番号931_012 PRO）、および２００７年４月１８日出願
の特許文献４。
【００８４】
　（３）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年４月２０日出願の特許文献５
、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAnt
ony Paul van de Ven、代理人整理番号931_013 PRO）、および２００７年４月１８日出願
の特許文献６。
【００８５】
　（４）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１１月７日出願の特許文献７
、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Venお
よびGerald H. Negley、代理人整理番号931_027 PRO）、および２００７年１１月７日出
願の特許文献８。
【００８６】
　（５）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月８日出願の特許文献９、
名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Venおよ
びGerald H. Negley、代理人整理番号931_031 PRO）。
【００８７】
　（６）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月８日出願の特許文献１０
、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Venお
よびGerald H. Negley、代理人整理番号931_032 PRO）。
【００８８】
　（７）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年８月２３日出願の特許文献１
１、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Ven
およびGerald H. Negley、代理人整理番号931_034 PRO）、および２００７年８月２２日
出願の特許文献１２。
【００８９】
　（８）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月８日発行の特許文献１３
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、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Venお
よびGerald H. Negley、代理人整理番号931_035 NP）。
【００９０】
　（９）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１２月１日出願の特許文献１
４、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Ven
およびGerald H. Negley、代理人整理番号931_035 PRO）。
【００９１】
　（１０）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年１１月３０日出願の特許文
献１５、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de 
VenおよびGerald H. Negley、代理人整理番号931_035 NP2）。
【００９２】
　（１１）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１２月７日出願の特許文献
１６、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Ve
nおよびGerald H. Negley、代理人整理番号931_053 PRO）、および２００７年１２月６日
出願の特許文献１７。
【００９３】
　（１２）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月８日出願の特許文献１
８、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Ven
およびGerald H. Negley、代理人整理番号931_073 PRO）、および２００７年６月１９日
出願の特許文献１９（代理人整理番号931_073 PRO2）。
【００９４】
　（１３）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年１１月２７日出願の特許文
献２０、名称「WARM WHITE ILLUMINATION WITH HIGH CRI AND HIGH EFFICACY」（発明者
：Antony Paul van de VenおよびGerald H. Negley、代理人整理番号931_081 PRO）。
【００９５】
　本発明は、特に、１つまたは複数の固体発光素子および／または１つまたは複数のルミ
ファを含む白色光源に関するものであるが、本発明は、いかなる種類の白色光源、例えば
蛍光灯や白熱灯も企図するものである。
【００９６】
　上記のように、本発明の様々な態様は、光と接触すると、その光から青色光の少なくと
も幾分かをフィルタリングする１つまたは複数のフィルタを備え、すなわち、青色光を含
む光がフィルタに向けて送られると、このフィルタから出射する光は、フィルタに入射し
た光とは異なることになる。これは、フィルタに入射した光に含まれる青色光の幾分かが
、フィルタから出射する光（すなわち「フィルタリング済み光（ｆｉｌｔｅｒｅｄ　ｌｉ
ｇｈｔ）」）には存在しないからである。当業者であれば、多種多様なかかるフィルタに
精通し、容易に入手可能であり、かかるフィルタのいかなるものでも本発明に使用するこ
とができる。かかるフィルタには、（１）透過フィルタ、すなわち、フィルタリングすべ
き光がフィルタに向けて送られ、光の幾分か、または全てがフィルタを透過し（例えば、
光の幾分かはフィルタを透過しない）、フィルタを透過した光がフィルタリング済み光と
なるフィルタ、（２）反射フィルタ、すなわち、フィルタリングすべき光がフィルタに向
けて送られ、光の幾分か、または全てがフィルタによって反射され（例えば、光の幾分か
はフィルタによって反射されない）、フィルタによって反射された光がフィルタリング済
み光となるフィルタ、および（３）透過フィルタリングと反射フィルタリングとの両方の
組合せを備えるフィルタが含まれる。
【００９７】
　本発明の理想的な実施形態の概略図である断面（および／または平面）図を参照しなが
ら、本発明による実施形態を本明細書で説明する。したがって、例えば、製造技術および
／または製造公差の結果による、例示の図の形状からの変形形態が予想される。したがっ
て、本発明の実施形態は、本明細書に記載の特定の領域形状に限られるものと解釈すべき
ではなく、例えば製造から生じる形状の偏差も含むものである。例えば、長方形として例
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る。したがって、諸図に示す領域は概略的な性質のものであり、それらの形状は、装置の
領域の正確な形状を示すものでも、本発明の範囲を限定するものでもない。
【００９８】
　図４Ａ～４Ｃは、黄みの緑色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィ
ルタから生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度、フィルタから出射す
る入射光対波長の比率、およびフィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである
。図４Ｄは、この例での白色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済み光を示
す１９３１ＣＩＥ図である。１９３１ＣＩＥ図上のｘおよびｙ座標、相関色温度（ＣＣＴ
）、ミリワットの百分率（すなわち、残存する元の光出力の百分率、すなわち、未フィル
タリング光では、この値は１００％（全くフィルタリング除去されていない）であり、フ
ィルタリング済み光では、この百分率は、フィルタによって除去された光出力の百分率だ
け低減する）、ＣＲＩ、ルーメンの百分率（すなわち、残存する元のルーメンの百分率、
すなわち、未フィルタリング光では、この値は１００％（全くフィルタリング除去されて
いない）であり、フィルタリング済み光では、この百分率はフィルタによって除去された
ルーメンの百分率だけ低減する）、およびワット当たりのルーメンを以下の表１に記載す
る。
【００９９】
【表１】

【０１００】
　図５Ａ～５Ｃは、温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色フィルタ
から生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度、フィルタから出射する入
射光対波長の比率、およびフィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである。図
５Ｄは、この例での白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済み光
を示す１９３１ＣＩＥ図である。１９３１ＣＩＥ図上のｘおよびｙ座標、相関色温度（Ｃ
ＣＴ）、ミリワットの百分率（上記の通りに定義）、ＣＲＩ、ルーメンの百分率（上記の
通りに定義）、およびワット当たりのルーメンを以下の表２に記載する。
【０１０１】
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【表２】

【０１０２】
　図６Ａ～６Ｃは、温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色段階式低
域フィルタから生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度、フィルタから
出射する入射光対波長の比率、およびフィルタリング済み光対波長の相対強度のプロット
である。図６Ｄは、この例での白色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済み
光を示す１９３１ＣＩＥ図である。１９３１ＣＩＥ図上のｘおよびｙ座標、相関色温度（
ＣＣＴ）、ミリワットの百分率（上記の通りに定義）、ＣＲＩ、ルーメンの百分率（上記
の通りに定義）、およびワット当たりのルーメンを以下の表３に記載する。
【０１０３】

【表３】

【０１０４】
　図７Ａ～７Ｃは、温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色ノッチフ
ィルタから生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度、フィルタから出射
する入射光対波長の比率、およびフィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットであ
る。図７Ｄは、この例での白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング
済み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。１９３１ＣＩＥ図上のｘおよびｙ座標、相関色温
度（ＣＣＴ）、ミリワットの百分率（上記の通りに定義）、ＣＲＩ、ルーメンの百分率（
上記の通りに定義）、およびワット当たりのルーメンを以下の表４に記載する。
【０１０５】
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【表４】

【０１０６】
　図８Ａ～８Ｃは、温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色帯域フィ
ルタから生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度、フィルタから出射す
る入射光対波長の比率、およびフィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである
。図８Ｄは、この例での白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済
み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。１９３１ＣＩＥ図上のｘおよびｙ座標、相関色温度
（ＣＣＴ）、ミリワットの百分率（上記の通りに定義）、ＣＲＩ、ルーメンの百分率（上
記の通りに定義）、およびワット当たりのルーメンを以下の表５に記載する。
【０１０７】
【表５】

【０１０８】
　図９Ａ～９Ｃは、温白色光が、標準の白色ランプ、赤色ランプ、および淡黄色低域フィ
ルタから生成される例での、未フィルタリング光対波長の相対強度、フィルタから出射す
る入射光対波長の比率、およびフィルタリング済み光対波長の相対強度のプロットである
。図９Ｄは、この例での白色光、赤色光、未フィルタリング光、およびフィルタリング済
み光を示す１９３１ＣＩＥ図である。１９３１ＣＩＥ図上のｘおよびｙ座標、相関色温度
（ＣＣＴ）、ミリワットの百分率（上記の通りに定義）、ＣＲＩ、ルーメンの百分率（上
記の通りに定義）、およびワット当たりのルーメンを以下の表６に記載する。
【０１０９】



(23) JP 5476128 B2 2014.4.23

10

20

30

40

50

【表６】

【０１１０】
　本発明に使用するフィルタはまた、光をフィルタリングする部分と、光をフィルタリン
グしない部分（例えば、透明部分）とを含む構造を備えることができる。
【０１１１】
　上記のように、本発明の様々な態様は、照明されると、例えば、赤色光および赤みの橙
色光からなる群から選択された少なくとも１つの色の光を発する１つまたは複数の光源を
備える。当業者であれば、多種多様なかかる光源に精通し、容易に入手可能であり、かか
る光源のいかなるものでも本発明に使用することができる。例えば、かかる光源は、１つ
または複数のＬＥＤ、１つまたは複数のルミファ、および／またはそれらの組合せを備え
ることができる。
【０１１２】
　上記のように、本発明の様々な実施形態は、１つまたは複数の固体発光素子を備える。
当業者であれば、多種多様なかかる固体発光素子に精通し、容易に入手可能であり、かか
る固体発光素子のいかなるものでも本発明に使用することができる。かかる固体発光素子
には、無機発光素子および有機発光素子が含まれる。かかる発光素子の種類の例には、多
種多様な発光ダイオード（ポリマー発光ダイオード（ＰＬＥＤ）を含む、無機または有機
発光ダイオード）、レーザダイオード、薄膜電気発光素子、発光ポリマー（ＬＥＰ）、当
技術分野でそれぞれ周知の様々な発光素子が含まれる（したがって、かかる素子および／
またはかかる素子が作製される材料について詳細に説明する必要はない）。
【０１１３】
　それぞれの発光素子は、互いに類似していても、互いに異なっていても、またはいかな
る組合せでもよい（すなわち、１種類の複数の固体発光素子でも、またはそれぞれが２種
類以上の１つまたは複数の固体発光素子でもよい）。
【０１１４】
　例えば、固体発光素子の１種類には、発光ダイオードがある。　
　発光ダイオードは、電流を光に変換する半導体素子である。多種多様な発光ダイオード
が、ますます広範な目的で多様な分野で使用されている。　
　より具体的には、発光ダイオードは、ｐ－ｎ接合構造の両端に電位差が印加されると光
（紫外、可視、または赤外）を発する半導電性素子である。発光ダイオードおよび多くの
関連構造を作製するいくつかの周知の手法があり、本発明は、かかる素子のいかなるもの
でも使用することができる。例を挙げると、非特許文献４および非特許文献５には、発光
ダイオードを含めて、様々な光子素子が記載されている。
【０１１５】
　表現「発光ダイオード」は、本明細書では、基礎的な半導体ダイオード構造（すなわち
、チップ）を指すものとして使用している。一般に認識され、（例えば）電子部品販売店
で販売されている市販の「ＬＥＤ」は、典型的には、いくつかの部品から構成された「パ
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ッケージ化（ｐａｃｋａｇｅｄ）」素子を代表する。これらのパッケージ化素子には、典
型的には、（それだけに限られるものではないが）特許文献２１、特許文献２２、特許文
献２３に記載されているものなどの半導体ベースの発光ダイオード、様々なワイヤ接続部
、および発光ダイオードを封入するパッケージが含まれる。
【０１１６】
　周知のように、発光ダイオードは、半導体活性（発光）層の、伝導帯と価電子帯との間
のバンドギャップにわたって電子を励起させることによって光を生じる。電子遷移によっ
て、バンドギャップに依存した波長の光が生成される。したがって、発光ダイオードによ
って発せられる光の色（波長）は、その発光ダイオードの活性層の半導体材料に依存する
。
【０１１７】
　例えば、本発明を実施するために使用することができる発光ダイオードおよびＬＥＤ（
ならびにルミファ）は、以下の文献に記載されている。
【０１１８】
　（１）参照により全体を本明細書に組み込む、２００５年１２月２２日出願の特許文献
２４、名称「LIGHTING DEVICE」（発明者：Gerald H. Negley、代理人整理番号931_003 P
RO）、および２００６年１２月２１日出願の特許文献２５。
【０１１９】
　（２）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年４月２４日出願の特許文献２
６、名称「SHIFTING SPECTRAL CONTENT IN LEDS BY SPATIALLY SEPARATING LUMIPHOR FIL
MS」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人整理番号931_00
6 PRO）、および２００７年１月１９日出願の特許文献２７。
【０１２０】
　（３）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年５月２６日出願の特許文献２
８、名称「LIGHTING DEVICE」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ve
n、代理人整理番号931_009 PRO）、および２００７年５月２２日出願の特許文献２９。
【０１２１】
　（４）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年５月２６日出願の特許文献３
０、名称「SOLID STATE LIGHT EMITTING DEVICE AND METHOD OF MAKING SAME」（発明者
：Gerald H. NegleyおよびNeal Hunter、代理人整理番号931_010 PRO）、および２００７
年５月２４日出願の特許文献３１。
【０１２２】
　（５）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年５月２３日出願の特許文献３
２、名称「LIGHTING DEVICE AND METHOD OF MAKING」（発明者：Gerald H. Negley、代理
人整理番号931_011 PRO）、および２００７年５月２２日出願の特許文献３３。
【０１２３】
　（６）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年４月２０日出願の特許文献３
、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAnt
ony Paul van de Ven、代理人整理番号931_012 PRO）、および２００７年４月１８日出願
の特許文献４。
【０１２４】
　（７）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年８月２３日出願の特許文献１
１、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Ven
およびGerald H. Negley、代理人整理番号931_034 PRO）、および２００７年８月２２日
出願の特許文献１２。
【０１２５】
　（８）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１０月１２日出願の特許文献
３４、名称「LIGHTING DEVICE AND METHOD OF MAKING SAME」（発明者：Gerald H. Negle
y、代理人整理番号931_041 PRO）、および２００７年１０月１１日出願の特許文献３５。
【０１２６】
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　（９）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月８日出願の特許文献３６
、名称「LIGHTING DEVICE AND LIGHTING METHOD」（発明者：Antony Paul van de Venお
よびGerald H. Negley、代理人整理番号931_072 PRO）。
【０１２７】
　（１０）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年１０月２６日出願の特許文
献３７、名称「ILLUMINATION DEVICE HAVING ONE OR MORE LUMIPHORS, AND METHODS OF F
ABRICATING SAME」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人
整理番号931_079 PRO）。
【０１２８】
　上記のように、本発明の様々な実施形態は、１つまたは複数のルミファを備える。当業
者であれば、多種多様なかかるルミファに精通し、容易に入手可能であり、かかるルミフ
ァのいかなるものでも本発明に使用することができる。
【０１２９】
　多種多様なルミファ（例えば、参照により全体を本明細書に組み込む特許文献３８に開
示のように、発光体（ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｔ　ｍａｔｅｒｉａｌ）または蛍光媒体（ｌ
ｕｍｉｎｏｐｈｏｒｉｃ　ｍｅｄｉａ）としても知られる）が当業者には周知であり、入
手可能である。例えば、蛍光体は、励起放射源によって励起されると応答性放射（例えば
、可視光）を発する発光体である。多くの例において、応答性放射は、励起放射の波長と
は異なる波長を有する。発光体の他の例には、シンチレータ、紫外光で照明されると可視
スペクトルで輝く昼光テープおよび昼光インクが含まれる。
【０１３０】
　発光体は、ダウンコンバートするもの、すなわち、光子をより低いエネルギー準位（よ
り長い波長）に変換する材料、またはアップコンバートするもの、すなわち、光子をより
高いエネルギー準位（より短い波長）に変換する材料として分類することができる。
【０１３１】
　発光体をＬＥＤ素子内に含めることは、様々な手法で実現されてきており、代表的な一
手法には、上記で論じたように、発光体を、例えば調合工程または被覆工程によって透明
な封入材料（例えば、エポキシベース、シリコーンベース、ガラスベース、または金属酸
化物ベースの材料）に加えることによるものがある。
【０１３２】
　例えば、従来の発光ダイオードランプの代表的な一例は、発光ダイオードチップ、発光
ダイオードチップを覆う弾丸形透明ハウジング、発光ダイオードチップに電流を供給する
リード線、および発光ダイオードチップの発光を一様な方向に反射させるカップリフレク
タを含み、発光ダイオードチップは、このカップリフレクタ内に第１の樹脂部分を用いて
封入され、この第１の樹脂部分は第２の樹脂部分を用いてさらに封入される。第１の樹脂
部分は、カップリフレクタに樹脂材料を充填し、カップリフレクタの底部に発光ダイオー
ドチップを取り付け、次いで、そのカソード電極およびアノード電極をワイヤによってリ
ード線に電気的に接続した後に樹脂材料を硬化させることによって得られる。発光体は、
発光ダイオードチップから発せられた光Ａで励起されるように、第１の樹脂部分内に分散
させることができ、励起された発光体は、光Ａよりも長い波長を有する蛍光発光（ｆｌｕ
ｏｒｅｓｃｅｎｃｅ）（「光Ｂ」）を生じ、光Ａの一部分は、発光体を含む第１の樹脂部
分を透過し、その結果、光Ａと光Ｂとの混合光としての光Ｃが照明として使用される。
【０１３３】
　本発明の照明装置は、いかなる所望の様式にも配置し、取り付け、電気供給することが
でき、いかなる所望のハウジングまたは固定具（ｆｉｘｔｕｒｅ）にも取り付けることが
できる。当業者であれば、多種多様な配置、取付け方式、電力供給装置、ハウジング、お
よび固定具に精通しており、かかる配置、方式、装置、ハウジング、および固定具のいか
なるものでも本発明と共に使用することができる。本発明の照明装置は、いかなる所望の
電源にも電気的に接続する（または選択的に接続する）ことができ、当業者であれば、様
々なかかる電源に精通している。
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【０１３４】
　本発明による装置および方法は、いかなる所望の照明装置の配置、照明装置の取付け方
式、照明装置に電気供給する装置、照明装置用ハウジング、照明装置用固定具、他の取付
け構造、完全な照明組立体、および照明装置用電源も使用することができる。照明装置の
配置、照明装置の取付け方式、照明装置に電気供給する装置、照明装置用ハウジング、照
明装置用固定具、他の取付け構造、完全な照明組立体、および照明装置用電源の代表的な
例が、以下の文献に記載されており、これらは全て、本発明の照明装置に適している。
【０１３５】
　（１）参照により全体を本明細書に組み込む、２００５年１２月２１日出願の特許文献
３９、名称「LIGHTING DEVICE」（発明者：Gerald H. Negley、Antony Paul van de Ven
、およびNeal Hunter、代理人整理番号931_002 PRO）、および２００６年１２月２０日出
願の特許文献４０。
【０１３６】
　（２）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年５月５日出願の特許文献４１
、名称「LIGHTING DEVICE」（発明者：Antony Paul van de Ven、代理人整理番号931_008
 PRO）、および２００７年５月３日出願の特許文献４２。
【０１３７】
　（３）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年５月３１日出願の特許文献４
３、名称「LIGHTING DEVICE AND METHOD OF LIGHTING」（発明者：Gerald H. Negley、An
tony Paul van de Ven、およびThomas G. Coleman、代理人整理番号931_017 PRO）、およ
び２００７年５月３０日出願の特許文献４４。
【０１３８】
　（４）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年９月１８日出願の特許文献４
５、名称「LIGHTING DEVICES, LIGHTING ASSEMBLIES, FIXTURES AND METHODS OF USING S
AME」（発明者：Antony Paul van de Ven、代理人整理番号931_019 PRO）、および２００
７年９月１７日出願の特許文献４６。
【０１３９】
　（５）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年９月２１日出願の特許文献４
７、名称「LIGHTING ASSEMBLIES, METHODS OF INSTALLING SAME, AND METHODS OF REPLAC
ING LIGHTS」（発明者：Antony Paul van de VenおよびGerald H. Negley、代理人整理番
号931_021 PRO）、および２００７年９月２１日出願の特許文献４８。
【０１４０】
　（６）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１１月１３日出願の特許文献
４９、名称「LIGHTING DEVICE, ILLUMINATED ENCLOSURE AND LIGHTING METHODS」（発明
者：Gerald H. Negley、代理人整理番号931_026 PRO）、および２００７年１１月１３日
出願の特許文献５０。
【０１４１】
　（７）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１１月１４日出願の特許文献
５１、名称「LIGHT ENGINE ASSEMBLIES」（発明者：Paul Kenneth PickardおよびGary Da
vid Trott、代理人整理番号931_036 PRO）、および２００７年１１月１３日出願の特許文
献５２。
【０１４２】
　（８）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１１月１４日出願の特許文献
５３、名称「LIGHTING ASSEMBLIES AND COMPONENTS FOR LIGHTING ASSEMBLIES」（発明者
：Gary David TrottおよびPaul Kenneth Pickard、代理人整理番号931_037 PRO）、およ
び２００７年４月１８日出願の特許文献６。
【０１４３】
　（９）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１０月２３日出願の特許文献
５４、名称「LIGHTING DEVICES AND METHODS OF INSTALLING LIGHT ENGINE HOUSINGS AND
/OR TRIM ELEMENTS IN LIGHTING DEVICE HOUSINGS」（発明者：Gary David TrottおよびP
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aul Kenneth Pickard、代理人整理番号931_038 PRO）、および２００７年１０月２３日出
願の特許文献５５。
【０１４４】
　（１０）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年１１月３０日出願の特許文
献５６、名称「LED DOWNLIGHT WITH ACCESSORY ATTACHMENT」（発明者：Gary David Trot
t、Paul Kenneth Pickard、およびEd Adams、代理人整理番号931_044 PRO）。
【０１４５】
　（１１）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月７日出願の特許文献５
７、名称「LIGHT FIXTURES, LIGHTING DEVICES, AND COMPONENTS FOR THE SAME」（発明
者：Paul Kenneth Pickard、Gary David Trott、およびEd Adams、代理人整理番号931_05
5 PRO）、および２００７年１１月３０日出願の特許文献５８（発明者：Gary David Trot
t、Paul Kenneth Pickard、およびEd Adams、代理人整理番号931_055 NP）。
【０１４６】
　（１２）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月４日出願の特許文献５
９、名称「LIGHTING FIXTURE」（発明者：Paul Kenneth Pickard、James Michael LAY、
およびGary David Trott、代理人整理番号931_069 PRO）。
【０１４７】
　（１３）参照により全体を本明細書に組み込む、２００７年５月７日出願の特許文献６
０、名称「LIGHT FIXTURES AND LIGHTING DEVICES」（発明者：Gary David TrottおよびP
aul Kenneth Pickard、代理人整理番号931_071 PRO）。
【０１４８】
　本発明の照明装置には、いかなる所望の様式でも電気を供給することができる。当業者
であれば、多種多様な電力供給装置に精通しており、かかる装置のいかなるものでも本発
明と共に使用することができる。本発明の照明装置は、いかなる所望の電源にも電気的に
接続する（または選択的に接続する）ことができ、当業者であれば、様々なかかる電源に
精通している。
【０１４９】
　さらに、本発明による照明装置にエネルギーを供給するために、いかなる所望の回路も
使用することができる。本発明を実施する際に使用することができる回路の代表的な例が
、以下の文献に記載されている。
【０１５０】
　（１）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年６月１日出願の特許文献６１
、名称「LIGHTING DEVICE WITH COOLING」（発明者：Thomas G. Coleman、Gerald H. Neg
ley、およびAntony Paul van de Ven、代理人整理番号931_007 PRO）、および２００７年
１月２４日出願の特許文献６２。
【０１５１】
　（２）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年５月３１日出願の特許文献６
３、名称「LIGHTING DEVICE AND METHOD OF LIGHTING」（発明者：Gerald H. Negley、代
理人整理番号931_018 PRO）、および２００７年５月３０日出願の特許文献６４。
【０１５２】
　（３）参照により全体を本明細書に組み込む、２００６年９月１３日出願の特許文献６
５、名称「BOOST/FLYBACK POWER SUPPLY TOPOLOGY WITH LOW SIDE MOSFET CURRENT CONTR
OL」（発明者：Peter Jay Myers、代理人整理番号931_020 PRO）、および２００７年９月
１３日出願の特許文献６６、名称「CIRCUITRY FOR SUPPLYING ELECTRICAL POWER TO LOAD
S」。
【０１５３】
　（４）２００７年６月１４日出願の特許文献６７、名称「DEVICES AND METHODS FOR PO
WER CONVERSION FOR LIGHTING DEVICES WHICH INCLUDE SOLID STATE LIGHT EMITTERS」（
発明者：Peter Jay Myers、代理人整理番号931_076 PRO）。
【０１５４】
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　（５）参照により全体を本明細書に組み込む、２００８年１月２２日出願の特許文献６
８、名称「FAULT TOLERANT LIGHT EMITTERS, SYSTEMS INCORPORATING FAULT TOLERANT LI
GHT EMITTERS AND METHODS OF FABRICATING FAULT TOLERANT LIGHT EMITTERS」（発明者
：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人整理番号931_056 NP）、２０
０７年１月２２日出願の特許文献６９、名称「HIGH VOLTAGE SOLID STATE LIGHT EMITTER
」（発明者：Gerald H. Negley、代理人整理番号931_056PRO）、２００７年１０月２６日
出願の特許文献７０、名称「FAULT TOLERANT LIGHT EMITTERS, SYSTEMS INCORPORATING F
AULT TOLERANT LIGHT EMITTERS AND METHODS OF FABRICATING FAULT TOLERANT LIGHT EMI
TTERS」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人整理番号931
_056 PRO2）、および２００７年１１月９日出願の特許文献７１（代理人整理番号931_056
 PRO3）。
【０１５５】
　（６）参照により全体を本明細書に組み込む、２００８年１月２２日出願の特許文献７
２、名称「ILLUMINATION DEVICES USING EXTERNALLY INTERCONNECTED ARRAYS OF LIGHT E
MITTING DEVICES, AND METHODS OF FABRICATING SAME」（発明者：Gerald H. Negleyおよ
びAntony Paul van de Ven、代理人整理番号931_078 NP）、２００７年１０月２６日出願
の特許文献７３（発明者：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人整理
番号931_078 PRO）、および２００７年１１月９日出願の特許文献７４（代理人整理番号9
31_078 PRO2）。
【０１５６】
　（７）参照により全体を本明細書に組み込む、２００８年１月２２日出願の特許文献７
５、名称「ILLUMINATION DEVICE HAVING ONE OR MORE LUMIPHORS, AND METHODS OF FABRI
CATING SAME」（発明者：Gerald H. NegleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人整理
番号931_079 NP）、２００７年１０月２６日出願の特許文献３７（発明者：Gerald H. Ne
gleyおよびAntony Paul van de Ven、代理人整理番号931_079 PRO）。
【０１５７】
　Ｅｘｃｅｌ（登録商標）、ならびに白色、黄みの緑色、および赤色ＬＥＤ（またはＬＥ
Ｄランプ）の、シミュレートし、測定したスペクトルを用い、それらを組み合わせて、様
々なフィルタ種類についてシミュレートして、システム全体の有効性を確認した。５００
ｎｍから開始し、４００ｎｍでゼロまで減少する傾斜を備えた低域フィルタを用いた場合
、ルーメンの理論上の損失はほんの約５％となると推定されるが、標準の白色ＬＥＤラン
プに関するＣＲＩ　Ｒａの改善は、約７０から約９０へとほぼ２０ポイントとなると推定
されることが観測された。
【０１５８】
　本発明の代表的な実施形態では、５０００から１００００Ｋの間の色温度を有する標準
の白色ＬＥＤランプからの光が、黄みがかったフィルタによってフィルタリングされて青
色成分の約５０％（ｍＷベースで）が除去され、それによって黄みの緑色ランプが作製さ
れる。
【０１５９】
　本発明の別の代表的な実施形態では、より損失の大きいフィルタを用いて、標準の白色
ＬＥＤランプをより温色の（より低い）ｃｃｔ（相関色温度）に色変換し、ＣＲＩ　Ｒａ
を改善している。これは、青色を８０％（ｍＷベースで）減衰させ、スペクトルの緑色部
分を約６０％（ｍＷベースで）減衰させるものである。
【０１６０】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１０に示されている。図１０を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤ１０、ＬＥＤランプ１１、および淡黄色フィルタ１２
を備える。この実施形態では、ＬＥＤ１０は赤色光を発し、ＬＥＤランプ１１は白色光を
発し、赤色光と白色光とが混ざり合って桃色光が生じ、この桃色光はフィルタ１２を透過
し、その結果フィルタ１２から温白色光が出射する。
【０１６１】
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　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１１に示されている。図１１を参
照すると、この照明装置は、白色ＬＥＤランプ２０、およびフィルタ２１を備える。フィ
ルタ２１は、黄色フィルタ領域２２が点在し、かつ／または黄色フィルタ領域２２で被覆
された透明基板を備える。この実施形態では、ＬＥＤランプ２０は白色光を発し、この光
はフィルタを透過して改変光をもたらす。望むなら、改変光を追加の光と組み合わせるこ
とができる（例えば、赤色光と組み合わせて、ＬＥＤランプ２０からの白色光に比べてＣ
ＲＩ　Ｒａが改善された白色光を作り出す）。
【０１６２】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１２に示されている。図１２を参
照すると、この照明装置は、白色ＬＥＤランプ３０、および反射面３１を備える。反射面
３１は、青色スペクトル部分を減衰させる。白色光がＬＥＤランプ３０から発せられ、反
射面３１に接触し、この反射面から改変光が反射される。望むなら、改変光は、追加の光
と組み合わせることができる（例えば、赤色光と組み合わせて、ＬＥＤランプ３０からの
白色光に比べてＣＲＩ　Ｒａが改善された白色光を作り出す）。
【０１６３】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１３に示されている。図１３を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤチップ４１、封入剤４２、および封入剤４２内に配置
されたフィルタ４３を含むパッケージ化白色ＬＥＤランプ４０を備える。
【０１６４】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１４に示されている。図１４を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤチップ５１、封入剤５２、および封入剤５２の表面に
配置されたフィルタ５３を含むパッケージ化白色ＬＥＤランプ５０を備える。
【０１６５】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１５に示されている。図１５を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤチップ６１、封入剤６２、リフレクタ６３、およびリ
フレクタ６３上に配置されたフィルタ６４を含むパッケージ化白色ＬＥＤランプ６０を備
える。
【０１６６】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１６に示されている。図１６を参
照すると、この照明装置は、赤色ＬＥＤ７０および白色ＬＥＤランプ７１のアレイ、リフ
レクタ７４、および可変フィルタ７５を備える。フィルタ７５は、出射光の色温度および
／またはＣＲＩ　Ｒａを変えるために、様々な黄みがかったフィルタの中から変えること
ができる。
【０１６７】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１７に示されている。図１７を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤランプ８０、ＬＥＤ８１、およびフィルタ８２を備え
る。この実施形態では、ＬＥＤランプ８０は白色光を発し、ＬＥＤ８１は赤色光を発する
。ＬＥＤランプ８０から発せられた白色光は、フィルタ８２を透過し、フィルタ８２から
改変光が出射する。改変光は、ＬＥＤ８１からの赤色光（少なくともフィルタに接触しな
い部分）と混ざり合う。
【０１６８】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１８に示されている。図１８を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤランプ９０、ＬＥＤ９１、およびフィルタ９２を備え
る。この実施形態では、ＬＥＤランプ９０は白色光を発し、ＬＥＤ９１は赤色光を発する
。白色光と赤色光とが混ざり合って混合光が生じ、次いでこの混合光はフィルタ９２を透
過し（すなわち、フィルタに入射した白色光の少なくとも幾分かがフィルタから出射する
）、フィルタ９２からフィルタリング済み混合光が出射する（かつ／または、白色光およ
び赤色光は、フィルタ９２を透過してから混ざり合う）。
【０１６９】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図１９に示されている。図１９を参
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照すると、この照明装置は、ＬＥＤランプ１００、およびフィルタ１０１を備える。この
実施形態では、フィルタ１０１は、基板内に分散した光フィルタリング材料を含む。ＬＥ
Ｄランプ１００によって発せられた光はフィルタ１０１を透過し、フィルタ１０１からフ
ィルタリング済み光が出射する。
【０１７０】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図２０に示されている。図２０を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤランプ１１０、およびフィルタ１１１を備える。この
実施形態では、フィルタ１１１は、基板の片面または両面に透過性光フィルタリング材料
を含む。ＬＥＤランプ１１０によって発せられた光はフィルタ１１１を透過し、フィルタ
１１１からフィルタリング済み光が出射する。
【０１７１】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図２１に示されている。図２１を参
照すると、この照明装置は、リフレクタカップ１４３内に取り付けられた青色発光ダイオ
ードチップ１４１および赤色発光ダイオードチップ１４２と、蛍光体１４４と、封入剤１
４５と、封入剤１４５内に配置されたフィルタ１４６とを含むＬＥＤランプ１４０を備え
る。あるいは、フィルタは、いかなる他の適当な位置、例えば、（図１４に示す実施形態
のように）封入剤の表面上に配置してもよく、または図２２に示し、以下で論じるように
、別個の構造としてもよい。
【０１７２】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図２２に示されている。図２２を参
照すると、この照明装置は、ＬＥＤランプ１５０およびフィルタ１５１を備える。このＬ
ＥＤランプは、リフレクタカップ１４３内に取り付けられた青色発光ダイオードチップ１
４１および赤色発光ダイオードチップ１４２と、蛍光体１４４と、封入剤１４５とを含む
。あるいは、フィルタは、いかなる他の適当な位置、例えば、（図１４に示す実施形態の
ように）封入剤の表面上に配置してもよく、または図２２に示し、以下で論じるように、
別個の構造としてもよい。
【０１７３】
　本発明による照明装置の別の代表的な実施形態が、図２３に示されている。図２３を参
照すると、この照明装置は、１つまたは複数の赤色ＬＥＤ１６０、１つまたは複数の白色
ＬＥＤランプ１６１、１つまたは複数の緑色ＬＥＤ１６２、１つまたは複数の青色ＬＥＤ
１６３のアレイ、リフレクタ１６４、およびフィルタ１６５を備える。
【０１７４】
　本発明は、閉鎖空間と、本発明による少なくとも１つの照明装置とを備える照明空間（
ｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄ　ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ）（その容積を一様に、または非一様に照
明することができる）にさらに関し、この照明装置は、閉鎖空間の少なくとも一部分を（
一様に、または非一様に）照明する。
【０１７５】
　本発明は、表面と、本明細書に記載の少なくとも１つの照明装置とを備える照明表面（
ｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄ　ｓｕｒｆａｃｅ）をさらに対象とし、照明装置が照明されると
、この照明装置は、表面の少なくとも一部分を照明することになる。
【０１７６】
　本発明は、例えば、本明細書に記載の少なくとも１つの照明装置が中に、または上部に
取り付けられた構造物、水泳プールもしくは温泉場、部屋、倉庫、表示器、道路、駐車場
、車両、標識類、例えば道路標識、広告板、船舶、玩具、鏡、貨物船、電子デバイス、ボ
ート、航空機、競技場、コンピュータ、遠隔式音響装置、遠隔式ビデオ装置、携帯電話、
樹木、窓、液晶表示装置、洞窟、トンネル、庭、街灯柱などからなる群から選択された少
なくとも１つの品目を備える照明領域をさらに対象とする。
【０１７７】
　上記のように、本発明の様々な態様は、少なくとも第１のフィルタ構成部品および第２
のフィルタ構成部品を備える光フィルタに関する。かかる光フィルタは、追加のフィルタ
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構成部品を含むことができる。　
　フィルタ構成部品は、いかなる所望の寸法および形状でもよく、様々なフィルタ構成部
品が当業者には容易に想定され、作製することができる。
【０１７８】
　図２４は、かかる光フィルタの代表的な実施形態を示す。図２４に示す実施形態は、第
１のフィルタ構成部品１２０および第２のフィルタ構成部品１２１を含む。図２４では、
第１のフィルタ構成部品１２０は、第２のフィルタ構成部品１２１とは分離して示されて
いる。使用時には、第１のフィルタ構成部品１２０は、第２のフィルタ構成部品の内側に
配置され、光は、装置の頂部または底部にある開口の一方から入射する。
【０１７９】
　第１のフィルタ構成部品１２０は、複数の窓領域１２３を含む第１の壁領域１２２を備
える。第２のフィルタ構成部品は、複数の反射領域１２４を備える。反射領域１２４の少
なくとも１つは、白色光源からの光と接触すると、光を反射させることになり、この反射
光は、反射領域１２４の少なくとも１つの他のものが、同じ白色光源からの光と接触する
と反射される光とは色が異なる。
【０１８０】
　窓領域１２３および反射領域１２４を所望のように成形し、所望の色を反射させる反射
領域１２４を選択することによって、光フィルタを、１つまたは複数の選択された色を所
望の比率（または複数の比率）でフィルタリングするように設計することができる。さら
に、窓領域１２３および反射領域１２４を所望のように成形し、所望の色を反射させる反
射領域１２４を選択することにより、第１のフィルタ構成部品１２０の第２のフィルタ構
成部品１２１に対する位置を調整することによって調整できるように光フィルタを設計す
ることができ、したがって、第１のフィルタ構成部品を、第２のフィルタ構成部品に対し
て適当に位置決めすることによって、例えば、フィルタ構成部品の一方をその軸周りで回
転させ、（１）他方のフィルタ構成部品を定位置に保持し、（２）他方のフィルタ構成部
品を反対方向に回転させ、かつ／または（３）他方のフィルタ構成部品を同じ方向ではあ
るがより狭い範囲で回転させることによって、フィルタリングされる色、およびかかる色
全ての減衰度を選択することができる。
【０１８１】
　上記のように、フィルタ構成部品は、いかなる所望の形状でもよい。図２４に示す実施
形態では、フィルタ構成部品は、実質的に円錐台形である。あるいは、フィルタ構成部品
は、いかなる所望の形状でもよく、例えば、円柱形（または軸を中心に対称である任意の
他の形状）、櫛形、多角形（すなわち、軸に対して垂直に引かれた平面が多角形に沿って
交差する）、または実質的に平坦でもよい。さらに、フィルタ構成部品の一方または両方
とも、かかる形状の一部分だけからなってもよく、例えば、フィルタ構成部品はそれぞれ
、円柱の一部分の形状でもよい。
【０１８２】
　例えば、図２５はかかる光フィルタの別の代表的な実施形態を示す。図２５に示す実施
形態は、第１のフィルタ構成部品１３０および第２のフィルタ構成部品１３１を含む。図
２５では、第１のフィルタ構成部品１３０は、第２のフィルタ構成部品１３１とは分離し
て示されている。使用時には、第１のフィルタ構成部品１３０は、第２のフィルタ構成部
品１３１と接触して配置される。
【０１８３】
　第１のフィルタ構成部品１３０は、複数の窓領域１３３を含む第１の壁領域１３２を備
える。第２のフィルタ構成部品は、複数の反射領域１３４を備える。反射領域１３４の少
なくとも１つは、白色光源からの光と接触すると、光を反射させることになり、この反射
光は、反射領域１３４の少なくとも１つの他のものが、同じ白色光源からの光と接触する
と、反射される光とは色が異なる。
【０１８４】
　窓領域１３３および反射領域１３４を所望のように成形し、所望の色を反射させる反射
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領域１３４を選択することによって、光フィルタを、１つまたは複数の選択された色を所
望の比率（または複数の比率）でフィルタリングするように設計することができる。さら
に、窓領域１３３および反射領域１３４を所望のように成形し、所望の色を反射させる反
射領域１３４を選択することにより、第１のフィルタ構成部品１３０の第２のフィルタ構
成部品１３１に対する位置を調整することによって調整できるように光フィルタを設計す
ることができ、したがって、第１のフィルタ構成部品を、第２のフィルタ構成部品に対し
て適当に位置決めすることによって、例えば、フィルタ構成部品の一方を摺動させ、（１
）他方のフィルタ構成部品を定位置に保持し、（２）他方のフィルタ構成部品を反対方向
に摺動させ、かつ／または（３）他方のフィルタ構成部品を同じ方向ではあるがより狭い
範囲で摺動させることによって、フィルタリングされる色、およびかかる色全ての減衰度
を選択することができる。
【０１８５】
　１９３１ＣＩＥ色度図上および／または１９７６ＣＩＥ色度図上の黒体軌跡への近接度
（例えば、マカダム楕円で）によって表す本明細書に記載の任意の混合光に関して、本発
明は、２７００Ｋ、３０００Ｋ、または３５００Ｋの色温度を有する黒体軌跡上の光に近
接したかかる混合光をさらに対象とし、すなわち、
　第１、第２、第３、第４、および第５の線分によって囲まれた１９３１ＣＩＥ色度図上
の領域内のあるポイントを画定するｘ，ｙ色座標を有する混合光であって、第１の線分は
第１のポイントを第２のポイントにつなぎ、第２の線分は第２のポイントを第３のポイン
トにつなぎ、第３の線分は第３のポイントを第４のポイントにつなぎ、第４の線分は第４
のポイントを第５のポイントにつなぎ、第５の線分は第５のポイントを第１のポイントに
つなぎ、第１のポイントは０．４５７８，０．４１０１のｘ，ｙ座標を有し、第２のポイ
ントは０．４８１３，０．４３１９のｘ，ｙ座標を有し、第３のポイントは０．４５６２
，０．４２６０のｘ，ｙ座標を有し、第４のポイントは０．４３７３，０．３８９３のｘ
，ｙ座標を有し、第５のポイントは０．４５９３，０．３９４４のｘ，ｙ座標を有する混
合光（すなわち、２７００Ｋに近接）、または、
　第１、第２、第３、第４、および第５の線分によって囲まれた１９３１ＣＩＥ色度図上
の領域内のあるポイントを画定するｘ，ｙ色座標を有する混合光であって、第１の線分は
第１のポイントを第２のポイントにつなぎ、第２の線分は第２のポイントを第３のポイン
トにつなぎ、第３の線分は第３のポイントを第４のポイントにつなぎ、第４の線分は第４
のポイントを第５のポイントにつなぎ、第５の線分は第５のポイントを第１のポイントに
つなぎ、第１のポイントは０．４３３８，０．４０３０のｘ，ｙ座標を有し、第２のポイ
ントは０．４．５６２，０．４２６０のｘ，ｙ座標を有し、第３のポイントは０．４２９
９，０．４１６５のｘ，ｙ座標を有し、第４のポイントは０．４１４７，０．３８１４の
ｘ，ｙ座標を有し、第５のポイントは０．４３７３，０．３８９３のｘ，ｙ座標を有する
混合光（すなわち、３０００Ｋに近接）、または、
　第１、第２、第３、第４、および第５の線分によって囲まれた１９３１ＣＩＥ色度図上
の領域内のあるポイントを画定するｘ，ｙ色座標を有する混合光であって、第１の線分は
第１のポイントを第２のポイントにつなぎ、第２の線分は第２のポイントを第３のポイン
トにつなぎ、第３の線分は第３のポイントを第４のポイントにつなぎ、第４の線分は第４
のポイントを第５のポイントにつなぎ、第５の線分は第５のポイントを第１のポイントに
つなぎ、第１のポイントは０．４０７３，０．３９３０のｘ，ｙ座標を有し、第２のポイ
ントは０．４２９９，０．４１６５のｘ，ｙ座標を有し、第３のポイントは０．３９９６
，０．４０１５のｘ，ｙ座標を有し、第４のポイントは０．３８８９，０．３６９０のｘ
，ｙ座標を有し、第５のポイントは０．４１４７，０．３８１４のｘ，ｙ座標を有する混
合光（すなわち、３５００Ｋに近接）を対象とする。
【０１８６】
　本明細書に記載の装置のいかなる２つ以上の構造部品も、一体化することができる。本
明細書に記載の装置のいかなる構造部品も、２つ以上の部品として設けることができる（
これらの部品は、必要に応じて一体に保持される）。同様に、いかなる２つ以上の機能も
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同時に実施することができ、かつ／またはいかなる機能も一連のステップで実施すること
ができる。
【０１８７】
　さらに、特定の要素の組合せを参照しながら本発明のある実施形態を説明してきたが、
様々な他の組合せもまた、本発明の教示から逸脱することなく実現することができる。し
たがって、本発明は、本明細書に記載し、図に示した特定の例示的な実施形態に限られる
ものとして解釈すべきではなく、様々な例示の実施形態の諸要素の組合せも包含すること
ができる。
【０１８８】
　本開示の利点を考慮すれば、発明の趣旨および範囲から逸脱することなく、多くの変更
および改変が当業者によって行われることができる。したがって、例示の実施形態は単な
る例示の目的で記載してきたものにすぎず、以下の特許請求の範囲によって定義される本
発明を限定するものと考えるべきではないことを理解されたい。したがって、以下の特許
請求の範囲は、文字通り記載された諸要素の組合せだけでなく、実質的に同じ結果を得る
ために、実質的に同じ機能を、実質的に同じ手法で実施するあらゆる等価な要素も含むも
のとして解釈されたい。したがって、特許請求の範囲は、上記で具体的に示し、説明した
もの、概念的に等価なもの、さらにまた、本発明の基本的な概念を組み込んだものを含む
ものとして理解されたい。

【図１】 【図２】
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