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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの発光ダイオード（ＬＥＤ）を含む光ユニットと、
　リフレクタであって、前記リフレクタ上に入射する光の少なくとも一部が反射されるよ
うに配されているリフレクタと、
　入力端部、出力端部、及び前記入力端部と前記出力端部との間の中央領域を有する光透
過性の光ガイドであって、光軸方向に沿って延在している光ガイドと、
を有する光源であって、
　前記光ユニットは、光を前記中央領域内に注入する前記入力端部に隣接して配されてお
り、
　前記光ガイドは、前記中央領域内に注入される光が、全内部反射に基づいて、前記出力
端部に向かって輸送されるように、自身の屈折率が前記光ガイドの外側の媒体の屈折率よ
りも高いように配されており、
　前記リフレクタは、前記出力端部に隣接して配されており、前記出力端部に向かって面
していると共に前記出力端部の少なくとも一部を覆っている反射表面を有しており、
　前記リフレクタは、少なくとも１つの透過部分に入射する光の少なくとも一部が、前記
リフレクタを通って透過されるように配されている前記少なくとも１つの透過部分を有し
、
　前記少なくとも１つの透過部分がスルーホールを有している、光源。
【請求項２】
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　前記光源が白熱光源を使用している照明器具内へのレトロフィットのために配されてい
る、請求項１に記載の光源。
【請求項３】
　前記スルーホールが、前記光軸方向と平行な直線状の軸に沿って延在している、請求項
１に記載の光源。
【請求項４】
　前記反射表面は、前記反射表面の少なくとも一部が凹状及び凸状の一方であるように配
されている、請求項１に記載の光源。
【請求項５】
　前記光ガイドは、前記光軸方向に沿って延在している色混合棒体を有しており、前記色
混合棒体は、前記中央領域の少なくとも一部を含んでおり、六角形の断面を有すると共に
前記光ユニット内の複数のＬＥＤからの光を混合するように配されている、請求項１に記
載の光源。
【請求項６】
　少なくとも１つの反射ファセットが、前記反射ファセット上に入射する光の少なくとも
一部が反射されるように、前記反射表面上に配されている、請求項１に記載の光源。
【請求項７】
　前記反射表面が
　金属コーティング、
　干渉フィルタ、
　拡散コーティング、及び
　蛍光コーティング、
の１つ以上を有している、請求項１に記載の光源。
【請求項８】
　前記リフレクタを少なくとも部分的に囲んでいる少なくとも１つの半透明エンベロープ
を更に有する、請求項１に記載の光源。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの半透明エンベロープは、光散乱要素を有する、請求項８に記載の
光源。
【請求項１０】
　前記光ガイドは、透明ポリマ、ポリマ化合物、ガラス、ポリカーボネート、ポリメチル
メタクリレート、アクリル及びプラスチック並びにこれらの組み合わせのグループから選
択された物質を有する、請求項１に記載の光源。
【請求項１１】
　この上に前記光ユニットが配されるベースを更に有する請求項１に記載の光源であって
、前記ベースは、前記照明器具のソケットコネクタと嵌合するように配されている電気コ
ネクタを有しており、前記ベースは、前記電気コネクタに接続されている電気回路を含ん
でおり、前記電気回路は、前記電気コネクタから電力を受け取るように配されていると共
に、前記電力によって前記光ユニットを動作させる、光源。
【請求項１２】
　前記ベースが、前記光ユニットによって生成される熱を放散するのに適しているヒート
シンクを更に含んでいる、請求項１１に記載の光源。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般には、照明設計の分野に関する。詳細には、本発明は、ライトバルブの
ような、白熱光源を使用している照明器具におけるレトロフィットのために配されること
ができる発光ダイオード（ＬＥＤ）光源に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　従来の白熱光源は、一般に、フィラメント（典型的には、タングステンでできている）
に電流を供給することによって電流を光に変換し、前記フィラメントを光らせている。前
記フィラメントは、一般にガラスバルブの中心の近くに懸架されており、これにより、例
えば、部屋を照明するのに使用されることができる光の放射分布を提供している。このよ
うな従来の白熱光源は、典型的には、シャンデリアにおいて使用されている。グローフィ
ラメントの高いブライトネス（～１Ｍｃｄ／ｍ２）のために、前記シャンデリア内の結晶
は、装飾的なスパーク光効果を呈する。しかしながら、白熱光源の寿命の期間は、典型的
には、比較的短く、通常、前記フィラメントの寿命の期間に限定されている。更に、前記
ガラスバルブは、一般に、前記フィラメントの高温により非常に熱くなり、燃焼する対象
が前記ガラスバルブと接触するようになるという潜在的な危険性を呈している。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　白熱光源のＬＥＤ光源との交換は、一般に、上述の問題を軽減する又は取り除く。更に
、このような交換は、有効性、即ちこれを製造するのに必要なエネルギ（又は電力）量に
対する比としての前記光源によって生成される光束）の著しい向上をもたらす。しかしな
がら、ほとんどのＬＥＤは、半球（立体角２πｒ）内に発光することができるのみである
のに対し、グローフィラメントを使用している白熱光源は、一般に、完全な球体（立体角
４πｓｒ）内に均一に光を発する。
【０００４】
　欧州特許出願第１６１００５４号は、自動車と共に使用するためのＬＥＤランプアセン
ブリであって、前記ＬＥＤランプアセンブリは中心光学光ガイドを有しており、前記中心
光学光ガイドは、複数のＬＥＤ光源によって発される光を、前記中心光学光ガイドの軸に
対して或る角度をなして横向きに投射するための偏向器に導く、ＬＥＤランプアセンブリ
を記載している。
【０００５】
　上述を鑑みて、本発明の目的は、上述の問題を軽減する又は取り除く光源を提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この及び他の目的は、添付の独立請求項による光源によって完全に又は部分的に達成さ
れる。
【０００７】
　本発明によれば、少なくとも１つのＬＥＤと、自身に入射する光の少なくとも一部が反
射されるように配されたリフレクタと、入力端部、出力端部、及び前記入力端部と前記出
力端部との間の中心領域を持つと共に軸方向に沿って延在している光透過性光ガイドとを
含む光ユニットを含む光源が、提供される。前記光ユニットは、前記光ガイドの中心領域
内に光を注入するための入力端部に隣接して配されている。前記光ガイドは、自身の屈折
率が前記光ガイドの外側の媒体の屈折率よりも高いように、配される。更に、前記リフレ
クタは、前記出力端部に隣接して配されており、前記出力端部に面していると共に前記出
力端部の少なくとも一部を覆っている反射表面を有している。前記リフレクタは、少なく
とも１つの透過部分に入射する光の少なくとも一部が前記リフレクタを通って透過される
ように配されている前記少なくとも１つの透過部分を有している。
【０００８】
　本発明の一実施例によれば、前記少なくとも１つの透過部分は、軸に沿って延在してい
るスルーホールを有することができる。例えば、前記軸は、前記光ガイドの軸方向と一致
する又は前記光ガイドの軸方向に平行な直線状の軸であることができる。
【０００９】
　従って、これらの配置によって、前記光ガイド内の光は、前記透過部分（又は前記スル
ーホール）を通って通過するか、又は前記反射表面で反射され、この後、前記光ガイドか
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ら結合導出されるかの何れかによって前記光源を出ることを可能にされている。
【００１０】
　従って、前記反射表面及び／又は前記透過部分（又はスルーホール）の構成によって、
前記光源からの光は、白熱光源の光輝度分布と実質的に類似である空間輝度分布を有する
ことができる。更に、前記透過部分（又はスルーホール）によって、殆ど視野角依存性の
ない光輝度（即ち前記輝度は、前記光源がユーザによって見られる角度から実質的に独立
している）が、達成されることができる。この結果として生じる光輝度分布は、白熱光源
の光輝度分布と実質的に類似である。即ち、前記光源は、完全な球体（立体角4πｓｒ）
内に実質的に均一に光を発することができる。従って、本発明によって、ＬＥＤを使用し
ている様々な光源であって、各々が特定のユーザのニーズ及び／又は照明環境要件による
異なる光輝度特性を一般に有する光源が、製造されることができる。
【００１１】
　本発明の一実施例によれば、前記光源は、白熱光源を通常使用している照明器具内への
レトロフィットのために配される。このような構成によって、前述したように、従来の白
熱光源の不利な点を克服する又は軽減すると共に当該有効性の著しい向上を提供する光源
が、提供される。
【００１２】
　本発明の状況において、「レトロフィット」なる語によって、フィラメントライトバル
ブ、ハロゲンランプ等のような、白熱光源に通常使用される光器具内への嵌入が意味され
ている。即ち、白熱光源を通常使用している照明器具内への本発明による光源のレトロフ
ィットによって、照明器具内の白熱光源の本発明による光源との交換が意味されている。
【００１３】
　本発明の他の実施例によれば、前記反射表面は、少なくとも一部の前記反射表面が凹状
の及び凸状の一方であるように配される。これらの構成の１つを使用して、前記光源から
の光は、白熱光源の光輝度分布と実質的に類似である空間輝度分布を有することができる
。更に、前記反射表面の少なくとも一部の凹状の又は凸状の形状の特定の選択によって、
所望の照明用途の件に依存して、前記光源からの光束は、例えば、前記軸方向に対して垂
直な平面に関して実質的に対称であっても良く、又は非対称であっても良い。従って、本
実施例において、ＬＥＤを使用している様々な光源であって、特定のユーザのニーズ及び
／又は照明環境要件に適応化されている光輝度特性を各々持っている光源が、製造される
ことができる、
【００１４】
　本発明の状況において、「凹状」及び「凸状」なる語によって、内側に湾曲している又
は内側に窪んでいる、及び外側に湾曲している又は外側に隆起していることが意味されて
いる。
【００１５】
　本発明の更に他の実施例によれば、前記光ガイドは、前記軸方向に沿って延在している
色混合棒体を有し、前記色混合棒体は、前記光ガイドの中央領域の少なくとも一部を有し
ている。前記色混合棒体は、前記光ユニット内の複数のＬＥＤからの光を混合するように
配されており、六角形の断面を有することができる。このように、複数のマルチカラーＬ
ＥＤからの光が前記色混合棒体の前記出力端部に到達する場合に良好に混合されるように
配されたＬＥＤ光源が、提供され、良好に混合された光は、白熱光源と類似の輝度分布を
有する前記光ガイドから結合導出されることができる。
【００１６】
　本発明の更に他の実施例によれば、少なくとも１つの反射ファセットが、前記ファセッ
ト上に入射する光の少なくとも一部が反射されるように、前記反射表面上に配される。こ
のような反射ファセットは、ユーザの視野角の関数として実質的な光輝度変化を生成する
ように使用されることができる。従って、このような構成によって、強い視野角依存性の
あるスパーク光効果（即ち前記視野角にかなり依存して変化する光輝度を有する）を呈す
るＬＥＤ光源が、提供されることができる。
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【００１７】
　本発明の更に他の実施例によれば、前記反射表面は、金属コーティング（例えば、アル
ミニウムコーティング）、干渉フィルタ（例えば、薄いＳｉＯ２及びＺｒＯ２層の多層）
、拡散コーティング及び蛍光体コーティングの１つ以上を有する。前記干渉フィルタは、
この上に入射する光の小さい部分を故意に透過するように、配されることができる。前記
拡散コーティングによって、前記光源のブライトネスは、かなり低減されることができ、
視覚的な快適さを改善するための幾つかの用途において望ましいものであることができる
。金属コーティング（例えば、アルミニウム）を施すことによって、比較的廉価であるが
、高い反射性の表面が、達成される。
【００１８】
　本発明の更に他の実施例によれば、前記光源は、更に、前記リフレクタを少なくとも部
分的に囲んでいる少なくとも１つの半透明エンベロープを含んでいる。このような構成に
よって、前記光学性能（即ち前記光輝度分布）又は視覚的な快適さ（例えば、ブライトネ
スの低減）が、改善されることができる。前記少なくとも１つ半透明エンベロープは、光
散乱要素を有することができる。このように、前記光源のブライトネスは低減されること
ができる、及び／又は、前記光源の光輝度分布は、滑らかにされることができる。
【００１９】
　半透明エンベロープは、更に、ユーザの視野から前記光源の他の光学要素を隠すように
配されることができる点において装飾的な向上を提供するように使用されることもできる
ことも認識されるであろう。例えば、適切な表面処理によって、前記半透明エンベロープ
は、霜で覆われている外観（frosted appearance）を呈するように配されることができ、
又はオプションとして若しくは代替的には、前記半透明エンベロープは、前記半透明エン
ベロープが製造される材料内に分散された色素によって僅かに着色されるように、配され
ることができる。
【００２０】
　本発明の更に他の実施例によれば、前記光源は、更に、この上に前記光ユニットが配さ
れているベースを含んでおり、前記ベースは、照明器具又は光器具のソケットコネクタと
嵌合する電気コネクタを含んでいる。前記ベースは、更に、前記電気コネクタに接続され
ている電気回路を含んでおり、前記電気回路は、前記電気コネクタから電力を受け取り、
前記電力によって、前記光ユニットを動作させる。このように、前記光源の、白熱光源を
通常使用している光器具又は照明器具内への容易な嵌入が、達成される。前記光源は、前
記ベース内に配されるヒートシンク装置を更に含むことができ、前記ヒートシンク装置は
、前記光ユニットによって生成される熱を拡散する。従って、前記光源の表面は、前記光
源との接触によって生じるユーザのやけどを回避するように比較的冷たく保持されること
ができる。更に、前記光源の寿命の期間は、前記光源の構成要素内の熱応力及び／又は歪
みが小さいので、増大されることができる。
【００２１】
　本発明の他の目的、フィーチャ及び効果は、以下の詳細な開示、添付請求項、及び添付
図面から明らかになるであろう。
【００２２】
　一般に、添付請求項において使用されている全ての語は、本願明細書においてそうでな
いと明示されていない限り、当該技術分野の通常の意味に従って解釈されるべきである。
単数形の要素、装置、構成要素、ユニット、手段及びステップ等の全ては、そうでないと
明確に述べられていない限り、公然と、前記要素、装置、構成要素、ユニット、手段及び
ステップ等の少なくとも１つの例の参照として開放的に解釈されるべきである。
【００２３】
　本発明は、添付請求項に列挙されているフィーチャの全てのあり得る組み合わせに関す
るものであることに留意されたい。
【００２４】
　本発明の上述の及び更なる目的、フィーチャ及び有利な点は、添付図面を参照して、本
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発明の好ましい実施例の以下の説明的で非限定的な詳細な記載によって、より良好に理解
されるであろう。添付図面において、同一の符号は、同一又は類似の符号に使用されてい
る。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１ａ】本発明の例示的な実施例の模式図である。
【図１ｂ】図１ａに示されている本発明の例示的な実施例の一部の模式図である。
【図２】図１ｂに示されている図の一部である。
【図３】本発明の更に他の例示的な実施例の模式図である。
【図４ａ】本発明の更に他の例示的な実施例の模式図である。
【図４ｂ】例示的な実施例による光源から発される光の遠方場角度光輝度分布の例示的な
光輝度プロファイルである。
【図５】本発明の更に他の例示的な実施例の模式図である。
【図６】本発明の更に他の例示的な実施例の模式図である。
【図７】本発明の更に他の例示的な実施例の模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２６】
　本発明の様々な例示的な実施例は、ここで、主に、白熱光源を通常使用している照明器
具内へのレトロフィットのために配されている光源に関して記載される。しかしながら、
前記光源は、レトロフィット用途の例示的な場合に限定されるものではなく、むしろ、様
々な用途において使用される光源であり得ることを理解されたい。
【００２７】
　図１ａは、本発明の例示的な実施例を示している光源１であって、白熱光源（例えば、
フィラメントライトバルブ）を通常使用している照明器具（図示略）内へのレトロフィッ
トのために配されている光源１の模式的な断面図である。このような照明器具は、ハロゲ
ンランプ等であっても良い。本発明の状況において、「レトロフィット」なる語によって
、白熱光源のために通常使用されている光器具内への嵌入（即ち、前記照明器具内で通常
使用されている白熱光源の、本発明による光源との交換）が意味されていることを理解さ
れたい。
【００２８】
　図１ａに示されているように、光源１は、透明なガラス容器又はエンベロープ２を有し
ていても良く、透明なガラス容器２内には、以下において更に記載されるように、白熱光
源（例えば、グローフィラメント）と類似の空間輝度分布を有する光を発することができ
る所謂リモート発光体３が位置されている。更に、「リモート発光体」という語によって
、１つ以上のＬＥＤ、光ガイド及びリフレクタを有する発光装置が意味されている。前記
１つ以上のＬＥＤの発光領域は、前記リフレクタが配される前記光ガイドの端部に実質的
にシフトされる又は交換される。光源１は、この上にリモート発光体３が配される又はこ
れにリモート３が結合されるベース４をより更に有していても良い。ベース４は、フィラ
メントライトバルブのような白熱光源を使用している照明器具（図示略）の（好ましくは
、ねじ切りされている）ソケットコネクタ（図示略）と嵌合することができるように配さ
れている（好ましくは、ねじ切りされている）電気コネクタ５を有することができる。
【００２９】
　図１ｂは、図１ａを参照して記載されているリモート発光体３の模式的な側断面図であ
り、非限定的な例示的な実施例によって本発明の思想を示している。図１ｂに示されてい
るように、リモート発光体３は、好ましくは、鏡面的反射壁を有するキャビティ７内に配
されている少なくとも１つのＬＥＤ（この例示的な場合においては２つのＬＥＤを有する
）を有する光ユニット６を有している。一例によれば、前記キャビティは、円柱形の形状
を有しているが、前記キャビティの形状が、この選択に限られていないことを理解された
い。本発明は、何らかの数のＬＥＤを有する光ユニット６を有する実施例を含むことを理
解されたい。例えば、光ユニット６は、ソウル・セミコンダクター社のＡｃｒｉｃｈｅ 
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ＬＥＤのような単一の大型ＬＥＤ、又はフィリップス・ルミレッズ社のＬＵＸＥＯＮ Ｒ
ｅｂｅｌのようなＬＥＤアレイを有することができる。
【００３０】
　リモート発光体３は、更に、入力端部８ａ、出力端部８ｂ及びこれらの間の中央領域８
ｃを持つ光透過性光ガイド８を更に有する。図１ｂに示されているように、光ユニット６
は、中央領域８ｃ内に光を注入するための入力端部８ａに隣接して配されている。図１ｂ
に更に示されているように、光ガイド８は、一般に軸方向に沿って延在するように構成さ
れることができる。
【００３１】
　光ガイド８は、入力端部８ａに向かって僅かにテーパーがかけられていても良く、即ち
前記軸方向及び前記軸方向に対して垂直な横方向によって規定される平面内の光ガイド８
の寸法は、出力端部８ｂに向かって前記軸方向に沿って次第に大きくなることができるこ
とも意図されている。円柱形状を有する光ガイド８の当該例示的な場合において、このこ
とは、光ガイド８の直径が出力端部８ｂに向かって前記軸方向に沿った距離と共に次第に
大きくなることを意味している。
【００３２】
　リモート発光体３は、更に、出力端部８ｂに隣接して配されているリフレクタ９であっ
て、リフレクタ９に入射する少なくとも一部の光が反射されるように構成されているリフ
レクタ９を更に有する。リフレクタ９から反射される光の割合は、リフレクタ９の反射率
に依存する。リフレクタ９は、更に、出力端部８ｂに面していると共に出力端部８ｂの少
なくとも一部を覆っている反射表面１０を有するように、配されている。例えば、出力端
部８ｂの表面の８０％乃至９０％が、反射表面１０によって覆われていても良い。代替的
には、反射表面１０は、出力端部８ｂの表面を完全に覆っていても良い。反射表面１０は
、例えば、金属コーティング（例えば、高い反射性のアルミニウム）、高反射率干渉フィ
ルタ（例えば、薄いＳｉＯ２及びＺｒＯ２層の多層）、白色拡散コーティング及び蛍光体
コーティングの１つ以上を有し得る。前記干渉フィルタ又はコーティングは、自身に入射
する光の少ない一部を故意に透過するように配されることができる。例えば、前記干渉コ
ーティングは、自身に入射する光の約４％を透過する及び自身に入射する光の残りを（鏡
面的に）反射するように設計されることができる。前記拡散コーティングによって、光源
１のブライトネスは、かなり低減されることができ、視覚の快適さを改善するための幾つ
か用途において望ましいものであり得る。このような拡散コーティングは、半透過性にさ
れても良い。
【００３３】
　光ガイド８は、円柱形の形状を有することができるが、本発明は、この特定の場合に限
定されるものではない。逆に、光源１の機能及び特性を達成するのに適している光ガイド
８の如何なる幾何学的な形状も、本発明の範囲内にあるように意図されている。光ガイド
８は、透明ポリマ、ポリマ化合物、ガラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレー
ト、アクリル及び他の種類のプラスチック並びにこれらの組み合わせのグループから選択
される物質でできていることができる。
【００３４】
　また、図１ｂに更に示されているように、リフレクタ９は、透過部分１１に入射する光
の少なくとも一部がリフレクタ９を通って透過されるように配されている透過部分１１を
更に有しており、この結果、光ガイド８からの光は、透過部分１１を通過することによっ
てか、又は反射表面１０において反射され、この後、光ガイド８から結合導出されるかの
何れかによって、光源１を出ることができる。この構成によって、殆ど視野角依存性のな
い光輝度が、達成されることができる。例えば、透過部分１１は、反射材料によって覆わ
れていないリフレクタ９の一部であることができる。透過部分１１は、前記軸方向（ｚ軸
）に沿って延在しているスルーホール１１を有することもできる。このようなスルーホー
ル１１は、前記軸方向に対して或る角度をなす軸に沿って延在することもできることを理
解されたい。スルーホール１１が延在する軸は、好ましくは、直線状であるが、或る程度
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まで湾曲されているスルーホールが意図されることもできる。
【００３５】
　リモート発光体３の動作は、以下の通りである。
【００３６】
　光ユニット６内のＬＥＤから発される光は、光ガイド８の中央領域８ｃ内に注入される
（透過される）。一般的に、光ガイド８に入る前に、当該光をコリメートする必要はない
。前記ＬＥＤからの光の少ない一部は、入力端部８ａにおける光ガイドの境界において反
射され（典型的には約４％）、前記光の残りは、光ガイド８の中央領域８ｃ内に注入され
ることを理解されたい。次いで、光ガイド８内の光は、一般に、出力端部８ｂに向かって
光ガイド８の延長部に沿って輸送される。
【００３７】
　光ガイド８は、好ましくは、光ガイド８の屈折率が光ガイド８の外側の媒体の屈折率よ
りも高いように、構成されており、この外側の媒体は、典型的には、約１の屈折率を有す
る空気である。即ち、光ガイド８は、好ましくは、光ガイド８の外側の媒体よりも高い光
学密度（屈折率）を有するように配される。典型的には、光ガイド８は、約１．５以上の
屈折率を有するように配されるが、この特定の例に限定されるものではない。光ガイド８
内の光の輸送は、全内部反射に基づく。光ガイド８内で進行する光は、当該光が光ガイド
８と、光ガイド８の外側の媒体（光ガイド８よりも低い光学密度である）との境界に到達
した場合、一般に、光ガイド８を出ないが、光ガイド８内に反射され戻される。一方、境
界線８ｄ上に入射する光の入射角は、臨界角（即ち、前記光が境界表面８ｄに沿って進行
するように屈折する入射角）よりも大きい場合、前記光は、損失を伴うことなく、反射さ
れ戻される。他方では、ますます小さい入射角の場合、前記入射光のますます大きな割合
が、光ガイド８から外へ境界表面８ｄを通って透過される。
【００３８】
　本発明の状況において、「内部境界面」なる語によって、光ガイド８とリモート発光体
３の直接的な周りのものとの間の境界面の表面であって、光ガイド８内に面している法線
を有する表面が意味されている。
【００３９】
　本発明の状況において、「入射角」なる語によって、特にそうでないと特定されていな
い限り、表面上に入射する光線とこの入射点における前記表面の法線との間の角度を意味
している。
【００４０】
　従って、光ガイド８内で輸送される光ユニット６からの光が、リフレクタ９の反射表面
１０に当たる場合、前記光の一部は、反射表面１０の反射率に依存して反射される。例え
ば、反射表面１０は、１の近く又は実質的に１の反射係数を有するように配されることが
できる。反射表面１０の形状によって、反射表面１０から反射される光の殆どが、光ガイ
ド８と光ガイド８の外側の媒体との間の境界面において、即ち内部境界面８ｄにおいて屈
折され、この後、光ガイド８を出る。反射表面１０の特定の形状によって、反射表面１０
で反射された後に光ガイド８を出る光の輝度は、白熱光源の光輝度に実質的に類似してい
る。
【００４１】
　図２は、光ガイド８及びリフレクタ９の一部を示していている本発明による例示的な実
施例の模式的な側断面図であり、反射表面１０の例示的な形状が、示されている。図２に
示される本発明の実施例は、円柱形棒体の形状における光ガイド８を有しており、図２に
示されている座標（ｘ，ｚ）を使用して適当に記載されている。ここで、ｒ０はｘ軸に沿
った円柱形の棒体のベースの半径であり、Ｌは、ｚ軸に沿った前記リフレクタの延長部の
長さである。この例示的な場合において、ｚ軸は、これに沿って光ガイド８が延在する軸
方向と一致している。
【００４２】
　図３及び４ａは、本発明の２つの例示的な実施例を示している。
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【００４３】
　図３に示されている実施例によれば、リフレクタ９は、光ガイド８の出力端部に面して
いる反射表面１０を有している。この結果、反射表面１０は、図３及び４ａに示されてい
るように、光ガイド８の出力端部に向かって指向される法線ｎを有している。図３に示さ
れている例によれば、反射表面１０は、反射表面１０の少なくとも一部が凸状であるよう
に配されており、外向きに（光ガイド８の内部境界面に向かって）隆起している。
【００４４】
　図４ａに示されている実施例によれば、反射表面１０は、反射表面１０の少なくとも一
部が凹状であるように配されており、従って、内向きに（光ガイド８の内部境界面から離
れて）隆起している。
【００４５】
　図３及び図４ａに示される構成によって、前記光源から発される光は、白熱光源の光輝
度分布と実質的に類似である空間輝度分布を有することができる。前記反射表面の少なく
とも一部の凹状又は凸状の形状の特定の選択によって、前記光源からの光束は、例えば、
前記所望の照明用途の要件に依存して、前記軸方向に対して垂直な平面に関して実質的に
対称であっても良く、又は非対称であっても良い。このことは、示されている実施例によ
る光源を非常に多用途なものにする。即ち、様々なＬＥＤ光源であって、各々が特定のユ
ーザのニーズ及び／又は照明環境要件に適応化された光輝度特性を有する光源が、製造さ
れることができる。
【００４６】
　図４ｂは、図４ａを参照して記載されている実施例に光ガイド８を出る光の遠方場角度
光輝度分布Ｉ（θ（φ））の光輝度プロファイルを示しており、θは、ｚ軸からの極角で
あり、φは、ｘ軸からのｘｙ―平面内の方位座標である。この完全な三次元輝度は、ｚ軸
のまわりの回転面である。図４ｂに示されている光輝度プロファイルは、照明アプリケー
ションのソフトウェア製品ＬｉｇｈｔＴｏｏｌｓ（登録商標）バージョン６．１．０を使
用して図４ａを参照して記載されている光源をモデル化することによって生成された。
【００４７】
　図５は、本発明の更に他の例示的な実施例を示しており、反射表面１０は、自身に入射
する光の少なくとも一部が反射されるように配されている反射ファセット１２を備えてい
る。上述又は及び後述の実施例における光源の何れも、このような反射ファセット１２を
有することができる。更に、任意の適切な数のファセットを有する光源を記述している他
の実施例も、本発明の範囲内にあることを理解されたい。このようなファセット１２は、
ユーザの視野角の関数として実質的な光の輝度変化を生成するように使用されることがで
きる。従って、実質的な空間光輝度変化を生成することができるこのような配置によって
、ＬＥＤ光源は、強調された視野角従属が照明器具（例えば、シャンデリア）の効果を伴
って設計されることができる。
【００４８】
　図６は、本発明の更に他の例示的な実施例を示しており、前記光ガイドは、一般に、互
いからの異なる色（例えば、クールホワイトＬＥＤ及びアンバーＬＥＤ）を持つ光を発す
るキャビティ７内に含まれている光ユニット内の複数の光源（ＬＥＤ）からの光を混合す
る前記軸方向に沿って（示されている実施例においては、ｚ軸に沿って）延在している色
混合棒体１３を有している。図７に示されている例示的な実施例によれば、ｘｙ平面内に
おいて見る場合、色混合棒体１３は、六角形の断面を有している。色混合棒体１３は、前
記軸方向に垂直な平面（例えば、前記ｘｙ―平面）に対して垂直な平面において見られる
場合、正方形断面を有することができると更に想定される。これらの所謂六角形及び正方
形の色混合棒体の両方が、様々な色の光を混合するのに非常に効果的である。好ましくは
、前記軸方向に沿った色混合棒体１３の延在の大きさは、マルチカラー源からの光が、色
混合棒体１３の出力端部に到達する場合に良好に混合されるようなものであり、この結果
、良好に混合された光は、リフレクタ９から反射された後に、光ガイドから結合導出され
ることができる。上述した実施例及び後述する実施例の如何なるものも、このような六角
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【００４９】
　図７は、本発明の更に他の例示的な実施例を示しており、以下の実施例に記載される光
源の何れも、リフレクタ９を少なくとも部分的に囲んでいる１つ以上の半透明エンベロー
プ１４と組み合わされることができる。例えば、半透明エンベロープ１４は、図７に示さ
れているように、中空球体を有することができる。代替的に又はオプションとして、光源
１は、例えば、図１ａにおいて示されているように、内部にリモート発光体が配されてい
る透明なガラスエンベロープ又はバルブを有することができる。図７に示されているよう
な、中空球体及び他の何らかの半透明エンベロープ１４は、光学性能（即ち前記光輝度分
布）又は視覚の快適さ（例えば、当該ブライトネスの低減）を改善するのに適当に使用さ
れることができる。オプションとして、半透明エンベロープ１４は、例えば、前記ブライ
トネスを低減させる及び前記光輝度分布を滑らかにするために、光散乱要素を備えること
ができる。無論、半透明エンベロープ１４は、他の光学要素をユーザによって見られるこ
とから隠すように配されることができる点において、装飾的な向上を提供するのに使用さ
れることもできる。例えば、適切な表面処理によって、半透明エンベロープ１４は、自身
が霜で覆われている外観を呈するように、配されることができ、オプションとして又は代
替的には、半透明エンベロープ１４は、半透明エンベロープ１４（例えば、透明ポリマ）
が製造される材料内に分散されている色素によって僅かに着色されるように配されること
ができる。
【００５０】
　上述された実施例は、これに関連するそれぞれの有利な点から離れて、各実施例は、大
きい光学効率（即ち前記光源から出力される光束の割合及び据付光束の初期量）を可能に
することができる。例えば、各反射表面１０が反射係数１を有し、この上に各光ユニット
が配される表面は反射係数０を有するという仮定の下、図４ａにおいて表されている実施
例に対する結果として生じる光学効率ηは、対応する図４ｂに示されているようになる。
これらの仮定の下、実質的に全ての光学損失は、光ガイド８の入力端部８ａにおける光学
損失に関するものである。
【００５１】
　結論として、本発明は、白熱光源を使用している照明器具内へのレトロフィットのため
に配されることができるＬＥＤ光源に関する。当該光源は、光ガイドであって、自身の端
部に配されている光ユニット内の１つ以上のＬＥＤからの光が注入される光ガイドと、前
記光ガイドの他方の端部に配されていると共に前記光ガイドに面している反射表面であっ
て、前記反射表面上に入射する光を反射することができる反射表面を持つリフレクタとを
有する。本発明によれば、前記リフレクタは、少なくとも１つの透過部分に入射する光の
少なくとも一部が、前記リフレクタを通って透過されるように配されている前記少なくと
も１つの透過部分（例えば、軸に沿って延在しているスルーホール）を有しており、前記
光源の殆ど視野角依存性のない光輝を可能にする。
【００５２】
　本発明は、主に幾つかの実施例に関連して上述された。しかしながら、当業者であれば
、上述されたもの以外の他の実施例も、添付の請求項によって規定されているような本発
明の範囲内で同様に可能である。



(11) JP 5711147 B2 2015.4.30

【図１ａ－１ｂ】 【図２】

【図３】 【図４ａ】



(12) JP 5711147 B2 2015.4.30

【図４ｂ】 【図５】

【図６】
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