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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　両面から光を照射可能な基板と、
　一端に前記基板が取付けられた基板取付台と、
　前記基板取付台の他端が取り付けられた本体平面板と、
　前記本体平面板が設置されている外郭部と
を備え、
　前記基板の一方の面は、前記一端に設けられた基板取付面であって、前記一方の面より
小さい基板取付面に当接しており、
　前記基板取付台の側面は、前記一方の面から照射される光を反射する照明装置。
【請求項２】
　前記基板取付台の側面は、光が反射する表面加工が施されている請求項１に記載の照明
装置。
【請求項３】
　前記基板取付台の側面は、表面が磨かれている請求項１または請求項２に記載の照明装
置。
【請求項４】
　前記基板取付台の側面は、前記基板取付面の周縁から広がるテーパー部を備えた請求項
１から請求項３のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
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　前記一方の面の裏面である前記基板の他方の面は、
　前記基板取付面と当接している前記一方の面の領域に対応した領域に第１の光源が実装
されている請求項１から請求項４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記一方の面は、
　前記基板取付面と当接していない領域に第２の光源が実装されている請求項５に記載の
照明装置。
【請求項７】
　前記第２の光源は、
　前記一方の面のうちの前記基板取付面と当接している領域を囲むように、前記一方の面
に実装されている請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記第２の光源は、
　前記他方の面のうちの前記第１の光源が実装された領域より外側の領域に実装されてい
る請求項６または請求項７に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、発光ダイオード素子を用いる照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　白熱電球に近い広い配光のＬＥＤ電球を実現するためにいろいろな改良がされてきてい
る。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２４３８０７号公報
【特許文献２】特開２００９－４１３０号公報
【特許文献３】特開２００４－２９６２４５号公報
【特許文献４】特開２００８－１０３１１２号公報
【特許文献５】特開２０１０－１２９３００号公報
【特許文献６】特開２０１０－１５７４５９号公報
【特許文献７】特開２０１２－１８１９６９号公報
【特許文献８】米国特許第０５９２９７８８号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この発明は、発光ダイオード素子を用いて、広い配光の照明装置を実現することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る照明装置は、両面から光を照射可能な基板と、前記基板が取付けられた基
板取付台とを備え、前記基板の一方の面は、前記基板取付台の一端に設けられた基板取付
面であって前記一方の面より小さい基板取付面に当接しており、前記基板取付台の側面は
、前記一方の面から照射される光を反射する。
【発明の効果】
【０００６】
　本発明に係る照明装置は、両面から光を照射可能な基板と、前記基板が取付けられた基
板取付台とを備える。基板の一方の面は、基板取付台の一端に設けられた基板取付面であ
って一方の面より小さい基板取付面に当接している。また、基板取付台の側面は、一方の
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面から照射される光を反射する。よって、本発明に係る照明装置によれば、広い配光の照
明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】実施の形態１の照明装置１００の構造図である。
【図２】実施の形態１の照明装置１００において、透光性グローブ１０を外した状態の平
面図である。
【図３】実施の形態１の照明装置１００の光路の概略図である。
【図４】実施の形態２に係る照明装置１００ｃの構造図である。
【図５】実施の形態２に係る照明装置１００ｃの光路の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　実施の形態１．
（１）第１の実施の形態（図１、図２、図３）
　図１は、実施の形態１の照明装置１００の構造図である。図２は、実施の形態１の照明
装置１００において、透光性グローブ１０を外した状態の平面図（図１のＰ方向から見た
図）である。図３は、実施の形態１の照明装置１００の光路の概略図である。図１～３を
用いて、実施の形態１に係る照明装置１００の構成について説明する。
【０００９】
　図１に示すように、本実施の形態に係る照明装置１００は、口金部７と、外郭部６０と
、透光性グローブ１０と、段差部４０と、ＬＥＤ基板３ａ，３ｂとを備える。ＬＥＤ基板
３（３ａ，３ｂ）は、発光面３１（３１ａ，３１ｂ）にＬＥＤ素子８（８ａ，８ｂ）を実
装する。
【００１０】
　ＬＥＤ基板３ａ，３ｂは、発光面３１ａ，３１ｂではない面（非発光面３２ａ，３２ｂ
）同士が当接されて固定されている。発光面３１ａ，３１ｂではない面（非発光面３２ａ
，３２ｂ）同士が当接されて固定されているＬＥＤ基板３ａ，３ｂを、ＬＥＤ基板３と呼
ぶ場合もある。ＬＥＤ基板３は基板の一例である。また、ＬＥＤ基板３ａの発光面３１ａ
は基板の表面の一例であり、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂは基板の裏面の一例である。
【００１１】
　ＬＥＤ基板３は、ＬＥＤ素子８が実装されているＬＥＤ基板３の発光面３１を覆うポリ
カーボネート製の透光性グローブ１０と外郭部６０と口金部７とからなる筐体内に設置さ
れている。ＬＥＤを点灯する点灯回路基板（図示せず）は筐体を形成する外郭部６０の内
部に設置されている。
【００１２】
　外郭部６０の透光性グローブ１０側の面にある本体平面板５１はアルミニウム製である
。本体平面板５１は、透光性グローブ１０と照明装置本体５０とを接合する平面にある。
【００１３】
　照明装置本体５０は、外郭部６０の内部に設置されている点灯回路基板と、外郭部６０
と、口金部７と、本体平面板５１などから構成されている。
【００１４】
　透光性グローブ１０は、後述する段差部４０と、段差部４０に取り付けられたＬＥＤ基
板３とを包み込むように設置される。透光性グローブ１０は、例えば、ポリカーボネート
製である。透光性グローブ１０には、周囲３６０度、本体平面板の半径Ｓ（図１参照）よ
りも外側に張り出したグローブ張出部１１が設けられている。
【００１５】
　透光性グローブ１０の内部（内面）には光を拡散、反射する酸化チタンなどの光拡散反
射剤および光拡散剤が塗布され、光拡散膜２が形成されている。光拡散膜２には、光を反
射、拡散する材料であればシリカ、アルミナ等どの材料を用いても構わない。また樹脂自
体をフロスト加工しても構わないし光拡散剤を添加した樹脂でも構わない。
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【００１６】
　筐体は、上述したように、透光性グローブ１０と、外郭部６０と、口金部７とよりなる
。外郭部６０は、ＬＥＤ素子８を冷却するアルミニウム製の放熱体を兼ねるものであり、
複数の放熱体６１を有している。
【００１７】
　ＬＥＤ素子８ａ，８ｂが実装されたＬＥＤ基板３ａ，３ｂが、筐体内に設置されている
。ＬＥＤ点灯する点灯回路基板（図示せず）は筐体を形成する外郭部６０（放熱体）の内
部に設置されている。
【００１８】
　ＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）の面をｚ方向とし、照明装置１００の中心軸をｘ方向とす
る。
ｘ：ＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）の基板面垂直（照明装置軸）方向
ｚ：ＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）の基板面水平方向
【００１９】
　外郭部６０の透光性グローブ１０側の円盤面（本体平面板５１）はアルミニウム製であ
る。ＬＥＤ素子８ａ，８ｂが実装されたＬＥＤ基板３ａ，３ｂは、照明装置１００の本体
平面板５１の上に設けられた段差部４０（基板取付台の一例）上に設けられる。
【００２０】
　段差部４０は、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ（基板の裏面）の面積より小さい基板取
付面４４（取付面の一例）と、基板取付面４４に対向する底部４５（対向面の一例）であ
って基板取付面４４の面積よりも大きい底部４５とを備える。そして、段差部４０は、基
板取付面４４の周縁から底部４５の周縁に向かって広がる側面を備える。段差部４０は、
ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ（基板の裏面）に基板取付面４４を当接させてＬＥＤ基板
３を取り付ける基板取付台の一例である。
【００２１】
　ＬＥＤ基板３は、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ（基板の裏面）の領域のうち基板取付
面４４が当接されていない領域にＬＥＤ素子８ｂ（光源）が実装される。
【００２２】
　図１に示すように、段差部４０の側面は、テーパー状に広がるテーパー面４１であり、
ＬＥＤ素子８ｂから発せられる光を反射して透光性グローブ１０を通過させる反射面であ
る。
【００２３】
　段差部４０は、本体平面板５１からＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）に向かうテーパー面４
１（側面の一例）を有し、円錐形状をしている。段差部４０は、透光性グローブ１０と反
対側にテーパー状に広がっているテーパー面４１（テーパー部）を備える。
【００２４】
　段差部４０は、例えば、熱伝導性のポリブチレンテレフタラート樹脂製である。段差部
４０のテーパー面４１（テーパー部）には光拡散剤が塗布されている。
【００２５】
　図２に示すように、基板取付面４４、底部４５、ＬＥＤ基板３ａ，３ｂ、本体平面板５
１はいずれも円形状である。基板取付面４４の中心、底部４５の中心、ＬＥＤ基板３ａ，
３ｂ、本体平面板５１の中心とが重なるように配置される。基板取付面４４は、ＬＥＤ基
板３ｂの発光面３１ｂ（基板の裏面）の領域のうちの中央の領域に当接され、ＬＥＤ素子
８ｂは、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ（基板の裏面）の中央の領域を囲むように実装さ
れる。
【００２６】
　図２に示すように、発光面３１ｂの周縁近傍に、基板取付面４４が当接されている領域
を囲むように、８つのＬＥＤ素子８ｂが実装されている。また、ＬＥＤ基板３ａの発光面
３１ａには、ＬＥＤ基板３ａの発光面３１ａの中心を囲むように８つのＬＥＤ素子８ａが
実装されている。
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【００２７】
　透光性グローブ１０は、基板取付面４４に平行な面による断面が環形状である。図１に
示すように、ＬＥＤ基板３は、透光性グローブ１０の基板取付面４４に平行な面による断
面のうち、直径が最大となる最大直径の部分（最大直径断面ともいう）と同一面に取り付
けられる。
【００２８】
　ＬＥＤ基板３ａ，３ｂは、照明装置１００の本体平面板５１の中心位置と透光性グロー
ブ１０の頂部を結ぶ線ｘが、ＬＥＤ基板３ａ，３ｂの中心又は中心付近に位置するように
配置される。また、ＬＥＤ基板３ａ，３ｂは、グローブ張出部１１の最大直径の部分に配
置される。
【００２９】
　図２に示すように、ＬＥＤ基板３ａ，３ｂは、円形であり、表面（ＬＥＤ基板３ａの発
光面３１ａ）に、ＬＥＤ素子８ａが複数（例えば、８個）実装される。そして、裏面（Ｌ
ＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ）の周囲（縁）に環状にＬＥＤ素子８ｂが複数（例えば、８
個）実装される。
【００３０】
　本実施の形態に係るＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）は、アルミニウム製である。図１に示
すように、ＬＥＤ基板３ａの非発光面３２ａとＬＥＤ基板３ｂの非発光面３２ｂとを合わ
せることで、金属性の１つのＬＥＤ基板３を製造する。２つの基板（ＬＥＤ基板３ａ，Ｌ
ＥＤ基板３ｂ）の非発光面３２同士を合わせることで、両面にＬＥＤ素子８を配置するこ
とができる。
【００３１】
　基板の表面は、上側の面であり、ＬＥＤ基板３ａの発光面３１ａとその外周からはみ出
して見えるＬＥＤ基板３ｂの非発光面３２ｂである。ＬＥＤ基板３ａの直径Ｍ（図２参照
）は、基板の裏面である下側の面（ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ）の直径Ｌ（図２参照
）よりも小さい。
【００３２】
　図２に示すように、ＬＥＤ基板３ｂの半径Ｌは、本体平面板５１の半径Ｈの２分の１か
ら４分の３の長さであることが好ましい。半径Ｌは、半径Ｈの３分の２の長さでもよい。
また、半径Ｌは、半径Ｈの２分の１から４分の３の長さ以外の長さでも構わない。
【００３３】
　図２に示すように、基板取付面４４の半径Ｔは、ＬＥＤ基板３ｂの半径Ｌの２分の１か
ら４分の３の長さであることが好ましい。半径Ｔは、半径Ｌの３分の２の長さでもよい。
また、半径Ｔは、半径Ｌの２分の１から４分の３の長さ以外の長さでも構わない。
【００３４】
　ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂに対する基板取付面４４の占める割合が、小さ過ぎると
ＬＥＤ基板３の放熱が不十分となってしまう。また、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂに対
する基板取付面４４の占める割合が大き過ぎると、ＬＥＤ素子８ｂを実装する領域が狭く
なりすぎてしまい、明るさを確保できなくなってしまう。
【００３５】
　また、本体平面板５１と底部４５とはほぼ等しいことが好ましい。図２では、照明装置
１００をＰ方向から見た場合に本体平面板５１がＲ１領域分だけやや大きくなっている。
この環状のＲ１領域には、透光性グローブ１０が取り付けられることが想定されており、
図１に示すように、Ｒ１領域は実際には隠れている状態となる。これにより、ＬＥＤ素子
８ｂから発せられる光は全てが直接透光性グローブ１０を通過するか、あるいは段差部４
０のテーパー面４１に反射して透光性グローブ１０を通過するので、光の無駄がない。
【００３６】
　図２において、点線で囲まれた円形の領域は、段差部４０の基板取付面４４と、ＬＥＤ
基板３ｂの発光面３１ｂ（基板裏面）とが当接している領域である。図１、図２に示すよ
うに、ＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）は、ＬＥＤ基板３ａの発光面３１ａから透光性グロー
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ブ１０の方向（上方（図１参照））に光を照射するＬＥＤ素子８ａを、ＬＥＤ基板３ａの
発光面３１ａに実装する。また、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂから本体平面板５１の方
向に光を照射するＬＥＤ素子８ｂを、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂの領域のうちの基板
取付面４４に当接されていない領域に実装する。
【００３７】
　ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂの領域のうちの基板取付面４４が当接されていない部分
を、段差部４０の基板取付面４４の周縁から張り出した基板張出部３５とする（図１、図
２参照）。つまり、ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂから本体平面板５１の方向（下方）に
光を照射するＬＥＤ素子８ｂは、基板張出部３５に実装される。
【００３８】
　段差部４０のテーパー面４１と本体平面板５１（ｚ方向）とがなす角度θ１は、４０度
から６０度であるが、４０度から５０度が好適である。また、段差部４０のテーパー面４
１とＬＥＤ基板（ｚ方向）とがなす角度θ２は、１４０度から１２０度であるが、１４０
度から１３０度が好適である。
【００３９】
　段差部４０のテーパー面４１と本体平面板５１（ｚ方向）とがなす角度θ１は、４０度
から５０度の中でも４５度がより好適である。また、段差部４０のテーパー面４１とＬＥ
Ｄ基板（ｚ方向）とがなす角度θ２は、１４０度から１３０度の中でも１３５度がより好
適である。
【００４０】
　上述したように、本実施の形態の照明装置１００では、２つのＬＥＤ基板３ａ，３ｂを
接合することにより、両面にＬＥＤ素子８を実装した１つのＬＥＤ基板３を製造している
。しかし、両面実装型の基板を用いても良い。その場合は、両面実装型の基板の面積は、
ＬＥＤ基板３ｂの面積（半径Ｌ）と同様となるように設計する。
【００４１】
　段差部４０の底部４５（底面）は、本体平面板５１に取り付けられる。段差部４０の底
部４５の面積（半径Ｓ）は、本体平面板５１の面積（半径Ｈ）と同じかやや小さい。段差
部４０の天部（基板取付面４４）から段差部４０の底部４５に向かって、テーパー面４１
（斜面）が形成され、段差部４０の底部４５が本体平面板５１に取り付けられる。
【００４２】
　ＬＥＤ基板３（３ｂ）には、段差部４０より張出した基板張出部３５が存在する。基板
張出部３５とは、ＬＥＤ基板３（３ｂ）の発光面３１（３１ｂ）の領域のうち段差部４０
の基板取付面４４（天部）から周囲３６０度はみ出した部分である。
【００４３】
　ＬＥＤ基板３（３ａ）の透光性グローブ１０側（上側）の表面（発光面３１ａ）にＬＥ
Ｄ素子８ａが実装され、ＬＥＤ基板３（３ｂ）の段差部４０側（下側）の基板張出部３５
の裏面（ＬＥＤ基板３ｂの発光面３１ｂ）にＬＥＤ素子８ｂが実装される。すなわち、Ｌ
ＥＤ基板３の両側の面にＬＥＤ素子８が実装される。
【００４４】
　本実施の形態によるＬＥＤ基板３の各面に配置されたＬＥＤ素子８による光路の概略図
を、図３に示す。
【００４５】
　ＬＥＤ素子８ａから発せられる光Ｌ１は、直接、光拡散膜２及び透光性グローブ１０に
到達し、光拡散膜２及び透光性グローブ１０の光拡散作用により拡散されて外部に照射さ
れる。
【００４６】
　ＬＥＤ素子８ｂから発せられる光Ｌ２は、段差部４０のテーパー面４１に到達し反射し
てＬ２１の光路をとる。Ｌ２１は、光拡散膜２及び透光性グローブ１０に到達し、光拡散
膜２及び透光性グローブ１０の光拡散作用により拡散されて外部に照射される。
【００４７】
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　ＬＥＤ素子８ｂから発せられる光Ｌ３は、段差部４０のテーパー面４１に到達し反射し
てＬ３１の光路をとる。Ｌ３１は、光拡散膜２及び透光性グローブ１０に到達し、光拡散
膜２及び透光性グローブ１０の光拡散作用により拡散されて外部に照射される。
【００４８】
　グローブ張出部１１、透光性グローブ１０内部に塗布された光拡散膜２（光拡散反射剤
）および光拡散剤、テーパー状の段差部４０によりＬＥＤ基板の両面に配置されたＬＥＤ
光は、上述したように図３のような光路となり、１８０°以上の配光を実現するとともに
、ｚ方向により多くの光を配光することが出来る。
【００４９】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、光源が実装された基板と、前記光源を冷却する
放熱体と、前記光源を点灯する点灯回路基板と、光源の発光面を覆う透光性のグローブと
を備える照明装置において前記光源は前記グローブと前記照明装置本体とを接合する前記
照明装置の平面上に設けられた段差部上に設けられた基板上に実装され、前記基板は段差
部より張出した張出部が設けられ、前記基板の前記透光性のグローブ側の面と前記基板の
段差部側の張出部の面の両方に光源を実装したことを特徴とする。したがって、本実施の
形態に係る照明装置１００によれば、基板の段差部側の張出部の面に光源を実装したこと
により透光性グローブと照明装置本体とを接合する平面上に対し、反透光性グローブ方向
にも光が放射され、１８０以上の配光を実現することができる。
【００５０】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記光源が実装された基板の位置は前記グロー
ブと前記照明装置本体とを接合する前記照明装置の平面の中心位置と前記グローブの頂部
を結ぶ線の中心付近に設けられることを特徴とする。したがって、本実施の形態に係る照
明装置１００によれば、光源を実装する基板を透光性グローブの中央部に設けることで、
透光性グローブの基部方向にも光が放射され、１８０度以上の配光を実現することが出来
る。
【００５１】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記段差部は透光性のグローブと反対側にテー
パー状に広がることを特徴とする。したがって、本実施の形態に係る照明装置１００によ
れば、段差部を透光性のグローブと反対側にテーパー状に広げることにより、本体とを接
合する平面上に対し、透光性グローブの基部方向にも光が放射され、１８０°以上の配光
を実現するとともに、上記平面方向に従来に比べより多くの光を配光することが出来る。
また、テーパー状の段差部は、透光性グローブと照明装置本体とを接合する平面上より上
の部分に、両面に光源を実装した基板を搭載する架台の役目をし、かつ当該テーパー状の
段差部は、基板張出部下面の光源を反射する反射部を兼ねており、基板下面の段差部と接
触固定する面以外の張り出し部分に光源を搭載して段差部に固定されるため、光源が両面
実装されているにもかかわらず、簡便かつ強固に段差部に光源基板を固定することができ
、更に、当該段差部が反射部を兼ねることにより、基板の直下に反射部を設けることが出
来るため、上記の配光を実現できる。
【００５２】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記テーパー状の段差部のテーパー面は曲面で
あることを特徴とする。したがって、本実施の形態に係る照明装置１００によれば、テー
パー状の段差部を曲面とすることにより光を反射することにより、上記平面方向により多
くの光を配光することが出来る。
【００５３】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記段差部は光を反射する部材よりなることを
特徴とする。したがって、本実施の形態の照明装置１００によれば、テーパー状の段差部
のテーパー面が光を反射することにより、透光性グローブの基部方向及び上記平面方向に
より多くの光を配光することが出来る。
【００５４】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記段差部は光を拡散する部材よりなることを
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特徴とする。したがって、本実施の形態の照明装置１００によれば、テーパー状の段差部
のテーパー面が光を拡散することにより、透光性グローブの基部方向及び上記平面方向に
より多くの光を配光することが出来る。
【００５５】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記段差部は表面を研磨して光を反射する金属
製であることを特徴とする。したがって、本実施の形態の照明装置１００によれば、段差
部は表面を研磨して光を反射する金属製とすることにより、透光性グローブの基部方向及
び上記平面方向により多くの光を配光することが出来る。
【００５６】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記段差部は前記光源を冷却する放熱体を兼ね
ることを特徴とする。したがって、本実施の形態の照明装置１００によれば、段差部は光
源を冷却する放熱体を兼ねることにより、より効率的な光源の放熱が可能となる。また、
同じ放熱効果の場合、放熱部材の量を減らすことが出来る。
【００５７】
　本実施の形態に係る照明装置１００は、前記基板はそれぞれの基板の片面に光源を配置
した２つの基板の底面を合わせることで基板の両面に光源を配置することを特徴とする。
したがって、本実施の形態の照明装置１００によれば、基板はそれぞれの基板の片面に光
源を配置した２つの基板の底面を合わせることで金属性の基板の両面に光源を配置するこ
とができる。
【００５８】
　実施の形態２．
（２）第２の実施の形態（図４、図５）
　図４は、本実施の形態に係る照明装置１００ｃの構造図である。図５は、本実施の形態
に係る照明装置１００ｃの光路の概略図である。
【００５９】
　本実施の形態では、主として、実施の形態１と異なる点について、以下に説明する。本
実施の形態に係る照明装置１００ｃと実施の形態１に係る照明装置１００との相違点は、
主に、段差部４０ｃの凹曲面部４１ｃの形状と、透光性グローブ１０ｃの形状である。そ
の他の同一の構成部分については、同一の符号を付し、その説明を省略する。
【００６０】
　本実施の形態の透光性グローブ１０ｃは、半球状である。透光性グローブ１０ｃには、
本体平面板５１の直径よりも外側に張り出したグローブ張出部１１（図１参照）がない。
【００６１】
　ＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）は、照明装置１００ｃの本体平面板５１の中心位置と透光
性グローブ１０ｃの頂部を結ぶ線ｘの中心又は中心付近に設けられる。
【００６２】
　段差部４０ｃは、アルミニウム製であり、ＬＥＤ素子８ａ，８ｂを冷却するアルミニウ
ム製の放熱体を兼ねている。段差部４０ｃは、本体平面板５１のｚ方向の３６０度いずれ
の方向から見ても、凹曲面を形成している。段差部４０ｃは、ラッパ形状、富士山形状を
しており、なだらかな裾野を有している。
【００６３】
　段差部４０ｃの凹曲面を形成する凹曲面部４１ｃは、光を反射するよう研磨により、表
面をミラー状にした反射面４３ｃを有する。段差４０ｃ部の凹曲面部４１ｃは、凹面鏡と
して機能する。
【００６４】
　段差部４０ｃの凹曲面部４１ｃと本体平面板５１（ｚ方向）とがなす初期角度θ３は、
０度から１０度である。また、段差部４０ｃの凹曲面部４１ｃとＬＥＤ基板３（３ａ，３
ｂ）（ｚ方向）とがなす初期角度θ４は、９０度から１００度である。段差部４０ｃの凹
曲面部４１ｃと本体平面板５１（ｚ方向）とがなす角度は、θ３から徐々に拡大し、その
後、急勾配になって、段差部４０ｃの凹曲面部４１ｃとＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）（ｚ
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方向）とがなす角度θ４になる。
【００６５】
　透光性グローブ１０ｃはポリカーボネート樹脂製であり、光拡散剤が添加されている。
透光性グローブ１０ｃは、実施の形態１において説明した透光性グローブ１０と同一のも
のでも構わない。
【００６６】
　本実施の形態によるＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）の各面に配置されたＬＥＤ素子８（８
ａ，８ｂ）による光路の概略図を図５に示す。
【００６７】
　ＬＥＤ素子８ａから発せられる光Ｌ４は、直接、透光性グローブ１０ｃに到達し、透光
性グローブ１０の光拡散作用により拡散されて外部に照射される。
【００６８】
　ＬＥＤ素子８ｂから発せられる光Ｌ５は、段差部４０ｃの凹曲面部４１ｃに到達し、凹
面鏡作用により反射してＬ５１の光路をとる。Ｌ５１は、透光性グローブ１０ｃに到達し
、透光性グローブ１０ｃの光拡散作用により拡散されて外部に照射される。
【００６９】
　ＬＥＤ素子８ｂから発せられる光Ｌ６は、段差部４０ｃの凹曲面部４１ｃに到達し、凹
面鏡作用により反射してＬ６１の光路をとる。Ｌ６１は、透光性グローブ１０ｃに到達し
、透光性グローブ１０ｃの光拡散作用により拡散されて外部に照射される。
【００７０】
　光拡散剤を添加した樹脂製グローブ（透光性グローブ１０ｃ）と、曲面（凹曲面）を形
成したテーパー状の段差部４０ｃによりＬＥＤ基板３（３ａ，３ｂ）の両面に配置された
ＬＥＤ素子８ａ，８ｂの光は、図５のような光路となり、１８０°以上の配光を実現する
とともに、上記ｚ方向により多くの光を配光することが出来る。
【００７１】
　本実施の形態に係る照明装置１００ｃは、前記テーパー状の段差部のテーパー面は曲面
であることを特徴とする。したがって、本実施の形態に係る照明装置１００ｃによれば、
テーパー状の段差部を曲面（凹曲面）として光を反射することにより、上記平面方向によ
り多くの光を配光することが出来る。
【００７２】
　本実施の形態に係る照明装置１００ｃは、前記段差部は表面を研磨して光を反射する金
属製であることを特徴とする。したがって、本実施の形態に係る照明装置１００ｃによれ
ば、段差部は表面を研磨して光を反射する金属製とすることにより、透光性グローブの基
部方向及び上記平面方向により多くの光を配光することが出来る。
【００７３】
　以上、実施の形態１～２について説明したが、これらの２つの実施の形態を組み合わせ
て実施しても構わない。あるいは、これらのうち、１つの実施の形態を部分的に実施して
も構わない。あるいは、これらの２つの実施の形態を部分的に組み合わせて実施しても構
わない。
【００７４】
　上記した形態では、表面と裏面とを備える基板と、前記裏面の面積より小さい取付面と
、前記取付面に対向する対向面であって前記取付面の面積よりも大きい対向面と、前記取
付面の周縁から前記対向面の周縁に向かって広がる側面とを備え、前記裏面に前記取付面
を当接させて前記基板を取り付ける基板取付台とを備え、前記基板は、前記裏面の領域の
うち前記取付面が当接されていない領域に光源が実装される照明装置の一例を説明した。
【００７５】
　また、前記取付面は、前記裏面の領域のうちの中央の領域に当接され、前記光源は、前
記中央の領域を囲むように実装される照明装置の一例を説明した。
【００７６】
　また、前記基板取付台と前記基板取付台に取り付けられた前記基板とを覆う透光性のグ
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ーブを通過させる反射面である照明装置の一例を説明した。
【００７７】
　また、前記グローブは、前記取付面に平行な面による断面が環形状であり、前記基板は
、前記グローブの前記断面のうち直径が最大となる最大直径断面と同一面に取り付けられ
る照明装置の一例を説明した。
【００７８】
　また、前記基板取付台の側面は、テーパー状である照明装置の一例を説明した。
【００７９】
　また、前記基板取付台は、前記対向面と前記側面との角度が４０度から６０度である照
明装置の一例を説明した。
【００８０】
　また、前記基板取付台の側面は、凹曲面である照明装置の一例を説明した。
【００８１】
　また、前記取付面と前記対向面と前記基板とは円形状であり、前記基板の半径は、前記
対向面の半径の２分の１から４分の３の長さであり、前記取付面の半径は、前記基板の半
径の２分の１から４分の３の長さである照明装置の一例を説明した。
【符号の説明】
【００８２】
　２　光拡散膜、３，３ａ，３ｂ　ＬＥＤ基板、７　口金部、８，８ａ，８ｂ　ＬＥＤ素
子、１０，１０ｃ　透光性グローブ、１１　グローブ張出部、３１　発光面、３２　非発
光面、３５　基板張出部、４０，４０ｃ　段差部、４１　テーパー面、４１ｃ　凹曲面部
、４２　反射面、４３　光拡散膜、４３ｃ　反射面、４４　基板取付面、４５　底部、５
０　照明装置本体、５１　本体平面板、６０　外郭部、６１　放熱体、１００，１００ｃ
　照明装置。
【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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