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(57)【要約】
【課題】均斉度の高い間接照明を可能とする照明器具を
提供する。
【解決手段】実施形態によれば、本体部と支持部と配光
制御部とフードとを備えた照明器具が提供される。本体
部は、筒状の枠体とフランジ部とを含む。フランジ部は
、枠体の一端に設けられ、枠体の中心軸に対して垂直な
方向において枠体の外側に突出し、取り付け時に取付対
象の取付面と対向する対向面を有する。支持部は、枠体
に挿通された状態で枠体に支持され、中心軸に対して光
軸を傾斜させた状態で光源を支持し、光源から照射され
る照射光を枠体の一端側から出射させる。配光制御部は
、照射光の配光を、中心軸に対して平行な方向よりも中
心軸及び光軸に対して垂直な方向に長くする。フードは
、枠体の一端から枠体の外側に向かって対向面よりも突
出し、中心軸に対して垂直で中心軸から光源の中心に向
かう方向への照射光の広がりを抑制する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　筒状の枠体と、
　　前記枠体の一端に設けられ、前記枠体の中心軸に対して垂直な方向において前記枠体
の外側に突出し、取り付け時に取付対象の取付面と対向する対向面を有するフランジ部と
、
　を含む本体部と、
　前記枠体に挿通された状態で前記枠体に支持され、前記中心軸に対して光軸を傾斜させ
た状態で光源を支持し、前記光源から照射される照射光を前記枠体の前記一端側から出射
させ、かつ前記照射光の照射される方向に対して反対の方向に前記中心軸から離間した位
置に前記光源の中心を配置する支持部と、
　前記照射光の配光を、前記中心軸に対して平行な方向よりも前記中心軸及び前記光軸に
対して垂直な方向に長くする配光制御部と、
　前記本体部に設けられ、前記枠体の前記一端から前記枠体の外側に向かって前記対向面
よりも突出し、前記中心軸に対して垂直で前記中心軸から前記光源の前記中心に向かう方
向への前記照射光の広がりを抑制するフードと、
　を備えた照明器具。
【請求項２】
　前記支持部は、前記枠体の内部に前記光源を配置する請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　前記支持部は、前記枠体の前記一端から前記枠体の外側に向かって前記対向面よりも突
出した位置に前記光源の中心を配置する請求項１記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天井面や壁面などに光を反射させる間接照明がある。天井面に光を反射させる間接照明
には、例えば、コーブ照明がある。壁面に光を反射させる間接照明には、例えば、コーニ
ス照明がある。コーブ照明やコーニス照明では、例えば、天井面や壁面などにおいて高い
均斉度を得ることができる。例えば、天井面や壁面などにおける照度のムラを抑え、天井
面や壁面などを実質的に均一に明るくすることができる。
【０００３】
　しかしながら、コーブ照明やコーニス照明では、照明器具を設置する建築側にも専用の
建築要素が必要となる。一般的なダウンライトなどを用いて天井面や壁面などを照らすこ
とも考えられる。しかしながら、この場合には、照度のムラ（例えばスカラップ(scallop
s)）が、天井面や壁面などに生じてしまう。このため、照明器具では、建築要素に依存す
ることなく、均斉度の高い間接照明を可能とすることが望まれる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２５６５７２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の実施形態は、均斉度の高い間接照明を可能とする照明器具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の実施形態によれば、本体部と、支持部と、配光制御部と、フードと、を備えた
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照明器具が提供される。前記本体部は、筒状の枠体と、フランジ部と、を含む。前記フラ
ンジ部は、前記枠体の一端に設けられ、前記枠体の中心軸に対して垂直な方向において前
記枠体の外側に突出し、取り付け時に取付対象の取付面と対向する対向面を有する。前記
支持部は、前記枠体に挿通された状態で前記枠体に支持され、前記中心軸に対して光軸を
傾斜させた状態で光源を支持し、前記光源から照射される照射光を前記枠体の前記一端側
から出射させ、かつ前記照射光の照射される方向に対して反対の方向に前記中心軸から離
間した位置に前記光源の中心を配置する。前記配光制御部は、前記照射光の配光を、前記
中心軸に対して平行な方向よりも前記中心軸及び前記光軸に対して垂直な方向に長くする
。前記フードは、前記本体部に設けられ、前記枠体の前記一端から前記枠体の外側に向か
って前記対向面よりも突出し、前記中心軸に対して垂直で前記中心軸から前記光源の前記
中心に向かう方向への前記照射光の広がりを抑制する。
【発明の効果】
【０００７】
　均斉度の高い間接照明を可能とする照明器具が提供される。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１（ａ）及び図１（ｂ）は、実施形態に係る照明器具を表す模式図である。
【図２】実施形態に係る照明器具を表す模式的断面図である。
【図３】実施形態に係る照明器具を表す模式的斜視図である。
【図４】図４（ａ）～図４（ｃ）は、実施形態に係る照明器具の一部を表す模式図である
。
【図５】図５（ａ）及び図５（ｂ）は、照明器具の特性の一例を表す模式図である。
【図６】実施形態に係る別の照明器具を表す模式的断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。　
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。　
　なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【００１０】
　図１（ａ）及び図１（ｂ）は、実施形態に係る照明器具を表す模式図である。　
　図２は、実施形態に係る照明器具を表す模式的断面図である。　
　図１（ａ）は、照明器具１０の模式的平面図であり、図１（ｂ）は、照明器具１０の模
式的正面図である。図２は、図１（ａ）のＡ１－Ａ２線断面を模式的に表す。　
　図１（ａ）、図１（ｂ）及び図２に表したように、照明器具１０は、本体部１２と、支
持部１４と、レンズ１６（配光制御部）と、フード１８と、を備える。
【００１１】
　本体部１２は、枠体２０と、フランジ部２２と、天板２４と、を含む。枠体２０は、筒
状である。この例において、枠体２０は、円筒状である。枠体２０は、円筒状に限ること
なく、例えば、角筒状などでもよい。枠体２０には、複数の開口２０ｐが設けられている
。各開口２０ｐは、例えば、点灯時に発生した熱を逃がすための通気口として機能する。
【００１２】
　ここで、枠体２０の延びる方向をＺ軸方向とする。Ｚ軸方向に対して垂直な１つの方向
をＸ軸方向とする。Ｚ軸方向及びＸ軸方向に対して垂直な方向をＹ軸方向とする。Ｚ軸方
向は、還元すれば、枠体２０の中心軸ＣＡに対して平行な方向である。
【００１３】
　フランジ部２２は、枠体２０の一端２０ａに設けられる。フランジ部２２は、枠体２０
の中心軸ＣＡに対して垂直な方向において枠体２０の外側に突出する。すなわち、フラン
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ジ部２２は、Ｘ－Ｙ平面に対して平行な方向において枠体２０の外側に突出する。フラン
ジ部２２は、照明器具１０の取り付け時に取付対象の取付面と対向する対向面２２ａを有
する。
【００１４】
　フランジ部２２は、例えば、環状である。この例では、フランジ部２２が、円環状であ
る。フランジ部２２の形状は、円環状に限ることなく、例えば、四角環状などでもよい。
フランジ部２２の形状は、枠体２０の形状に合わせて設定すればよい。また、フランジ部
２２は、完全な環状に限ることなく、例えば、一部分において途切れた形状でもよい。
【００１５】
　本体部１２は、例えば、支持部１４、レンズ１６及びフード１８などの支持に用いられ
るとともに、照明器具１０の取付対象への取り付けに用いられる。照明器具１０は、例え
ば、フランジ部２２側を下方に向けた状態で、室内の天井に取り付けられ、壁面を照らす
間接照明に用いられる。照明器具１０は、例えば、軒下に取り付けて外壁を照らす間接照
明に用いてもよいし、室内の内壁に取り付けて天井面を照らす間接照明に用いてもよい。
すなわち、取付対象とは、例えば、天井板や内壁板などであり、取付面とは、例えば、天
井面や内壁面などである。以下では、取付対象を天井板とし、内壁面を照らす場合を例に
、説明を行う。この例において、照明器具１０は、いわゆるダウンライトである。
【００１６】
　枠体２０の外側面には、照明器具１０を天井板に取り付けるための一対の取付金具２６
が設けられている。各取付金具２６は、例えば、枠体２０の中心軸ＣＡを挟んで互いに対
向する位置に設けられる。取付金具２６の形状は、図示の形状に限ることなく、例えば、
板ばね状でもよいし、トーションバネ状でもよい。また、取付金具２６の数は、２つに限
ることなく、例えば、１つでもよいし、３つ以上でもよい。
【００１７】
　図３は、実施形態に係る照明器具を表す模式的斜視図である。　
　図３は、照明器具１０を天井に設置した状態を模式的に表す。　
　照明器具１０を天井に設置にする場合には、埋込穴を天井板ＣＢ（取付対象）に予め設
ける。このとき、埋込穴の直径は、枠体２０の外径よりも大きく、フランジ部２２の外径
よりも小さくする。照明器具１０は、フランジ部２２を室内側に向けた状態で、室内側か
ら枠体２０を埋込穴に挿通し、フランジ部２２の対向面２２ａを天井面ＣＳ（取付面）に
対向させる。例えば、フランジ部２２の対向面２２ａを天井面ＣＳに当接させる。そして
、例えば、各取付金具２６を埋込穴の縁に係合させる。これにより、照明器具１０が、天
井板ＣＢに取り付けられる。フランジ部２２の対向面２２ａと反対側の面は、天井に露呈
される。フランジ部２２は、例えば、埋込穴などを覆い隠す化粧枠としても機能する。
【００１８】
　この例では、フランジ部２２が、枠体２０に対して別体である。フランジ部２２は、例
えば、一対のＶ字バネ２８を介して枠体２０に保持される。フランジ部２２には、各Ｖ字
バネ２８を取り付けるための一対のバネ取付部３０が設けられている。バネ取付部３０の
一端には、Ｖ字バネ２８のコイル部分２８ａに挿通されて、コイル部分２８ａと係合する
環状部３０ａが設けられている。Ｖ字バネ２８は、例えば、コイル部分２８ａと環状部３
０ａとの係合により、バネ取付部３０を介してフランジ部２２に保持される。
【００１９】
　一方、枠体２０の内側面には、各Ｖ字バネ２８と係合する一対の係合部３２が設けられ
ている。フランジ部２２を枠体２０に取り付ける場合には、例えば、各Ｖ字バネ２８を押
し縮めた状態で、各Ｖ字バネ２８を各係合部３２に係合させる。この後、各Ｖ字バネ２８
の押し縮めた状態を解除し、各Ｖ字バネ２８を開かせる。これにより、例えば、各Ｖ字バ
ネ２８の角度に沿ってフランジ部２２が枠体２０側に引き付けられ、フランジ部２２が枠
体２０に保持される。なお、フランジ部２２は、例えば、枠体２０と一体に形成されてい
てもよい。フランジ部２２を枠体２０と一体に形成する場合には、例えば、フランジ部２
２を複数の箇所で分断してもよい。換言すれば、中心軸ＣＡを中心とする軸周りに円弧状
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の複数のフランジ部２２を並べて設けてもよい。
【００２０】
　天板２４は、枠体２０の他端２０ｂに設けられる。天板２４は、例えば、枠体２０の他
端２０ｂを塞ぐ。この例において、天板２４は、円板状である。天板２４の形状は、円板
状に限ることなく、例えば、枠体２０の形状に応じて適宜設定すればよい。天板２４は、
例えば、ネジ止めなどによって、枠体２０に取り付けられる。天板２４は、例えば、枠体
２０と一体に形成されていてもよい。
【００２１】
　本体部１２の枠体２０、フランジ部２２及び天板２４には、例えば、鉄、アルミニウム
、または、ステンレスなどの金属材料が用いられる。
【００２２】
　支持部１４は、枠体２０に挿通された状態で枠体２０に支持される。すなわち、支持部
１４は、枠体２０の内部に設けられる。枠体２０の内部とは、より詳しくは、筒状の枠体
２０に囲まれた空間である。支持部１４は、例えば、ネジ止めなどにより、天板２４に取
り付けられ、天板２４を介して枠体２０に支持される。
【００２３】
　支持部１４は、枠体２０の中心軸ＣＡに対して光軸ＯＡを傾斜させた状態で光源４０を
支持する。また、支持部１４は、光源４０から照射される照射光が枠体２０の一端２０ａ
側から出射されるように、光源４０を支持する。すなわち、支持部１４は、斜め下方に向
けて照射光が照射されるように、光源４０を支持する。
【００２４】
　この例において、支持部１４は、Ｘ軸方向を軸とする軸周りに光源４０を傾斜させる。
中心軸ＣＡに対してＸ軸方向を軸とする軸周りに光軸ＯＡを傾斜させる。従って、照射光
は、Ｙ軸方向の一方の向きに向かう成分を持つ。ここで、Ｙ軸方向のうちの照射光の向か
う側の向きを前方とし、これと反対の方向を後方とする。照明器具１０では、例えば、前
方に壁面が来るように、照明器具１０を天井に設置する。これにより、照明器具１０では
、天井に設置された状態で、壁面に向けて照射光を照射することができる。
【００２５】
　支持部１４は、中心軸ＣＡに対して傾斜した支持面１４ａを有する。光源４０は、支持
面１４ａの上に設けられる。これにより、上述のように、斜め下方に向けて照射光が照射
される。
【００２６】
　また、支持部１４は、照射光の照射される方向に対して反対の方向に中心軸ＣＡから離
間した位置に光源４０の中心４０ｃを配置する。照射光の照射される方向とは、矢線Ｄ１
で示す方向である。照射光の照射される方向とは、例えば、光軸ＯＡに対して平行な照射
光の進行方向である。すなわち、照射光の照射される方向とは、例えば、斜め下方に向か
う方向である。反対の方向とは、矢線Ｄ２で示す方向である。
【００２７】
　支持部１４は、例えば、枠体２０内において、光源４０をなるべく後方に配置する。こ
れにより、例えば、斜め下方に照射される照射光が、枠体２０に遮られることを抑制する
ことができる。例えば、埋込穴の位置が決まっている場合に、光源４０をより壁面から離
すことができる。例えば、壁面に対してより均一な光量の光を照射することができる。
【００２８】
　光源４０には、例えば、ＣＯＢ（Chip On Board）タイプの発光モジュールが用いられ
る。ＣＯＢタイプの発光モジュールは、例えば、基板と、基板上に並べて設けられた複数
のＬＥＤ（Light Emitting Diode）チップと、各ＬＥＤチップの上に設けられる蛍光体層
と、を含む。基板には、例えば、セラミックスなどが用いられる。ＬＥＤチップには、例
えば、青色光を照射するＬＥＤが用いられる。蛍光体層には、例えば、黄色蛍光体が用い
られる。これにより、例えば、実質的に白色の光を照射することができる。光源４０は、
例えば、ＳＭＤ（Surface Mount Device）タイプの発光モジュールでもよい。また、光源
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４０には、例えば、有機発光ダイオード（Organic Light Emitting Diode：ＯＬＥＤ）、
無機エレクトロルミネッセンス（Inorganic ElectroLuminescence）発光素子、有機エレ
クトロルミネッセンス（Organic ElectroLuminescence）発光素子、または、その他の電
界発光型の発光素子などを用いてもよい。
【００２９】
　支持部１４には、例えば、鉄、アルミニウム、または、ステンレスなどの金属材料が用
いられる。支持部１４と光源４０との間には、放熱板４２が設けられている。放熱板４２
には、例えば、鉄、アルミニウム、または、ステンレスなどの金属材料が用いられる。放
熱板４２は、支持部１４及び光源４０と熱的に結合する。すなわち、光源４０は、放熱板
４２を介して支持部１４と熱的に結合する。これにより、例えば、光源４０の点灯にとも
なって生じる熱を支持部１４及び放熱板４２に逃がすことができる。例えば、光源４０の
放熱性を高めることができる。なお、放熱板４２は、支持部１４及び光源４０に直接接触
してもよいし、例えば、放熱グリスや放熱シートなどを介して接触してもよい。このよう
に、本願明細書において、「熱的に結合」には、直接接する場合の他に、放熱グリスや放
熱シートなどを介して接する場合も含む。
【００３０】
　レンズ１６は、光源４０の上に設けられる。レンズ１６は、例えば、支持面１４ａの上
に設けられ、光源４０を覆う。レンズ１６は、光透過性である。レンズ１６は、例えば、
透明である。レンズ１６は、例えば、光源４０から照射される光の配光を制御する。
【００３１】
　枠体２０の内部には、反射板４４がさらに設けられている。反射板４４は、例えば、上
方に向かう照射光の一部を反射させ、下方に向かわせる。これにより、例えば、光の出射
効率を高めることができる。反射板４４には、例えば、鉄、アルミニウム、または、ステ
ンレスなどの金属材料が用いられる。
【００３２】
　フード１８は、本体部１２に設けられる。フード１８は、枠体２０の一端２０ａから枠
体２０の外側に向かって対向面２２ａよりも突出する。フード１８は、中心軸ＣＡに対し
て垂直で中心軸ＣＡから光源４０の中心４０ｃに向かう方向（矢線Ｄ３で示す方向）への
照射光の広がりを抑制する。すなわち、フード１８は、照射光の後方への広がりを抑制す
る。これにより、例えば、後方にいる人の眼に光源４０からの直接光が入射することを抑
制することができる。すなわち、グレア（眩輝）を抑制できる。
【００３３】
　また、この例では、支持部１４が、枠体２０の内部に光源４０を配置する。すなわち、
この例では、照明器具１０を天井に取り付けた状態において、光源４０が、天井面ＣＳよ
りも突出しない。これにより、例えば、グレアをより適切に抑制することができる。対向
面２２ａと光源４０との間のＺ軸方向の距離ＤＴは、例えば、２０ｍｍ以下である。これ
により、例えば、グレアを適切に抑えつつ、照射光が枠体２０に遮られてしまうことを抑
えることができる。
【００３４】
　この例において、フード１８は、筒状である。フード１８の一端には、照射光を透過さ
せる開口１８ｐが設けられる。フード１８の外径は、例えば、フランジ部２２の内径と実
質的に同じである。フード１８の他端には、係合部１８ａが設けられている。係合部１８
ａは、Ｘ－Ｙ平面に対して平行な方向において、筒状の本体部分の外側に突出する。係合
部１８ａの外径は、フランジ部２２の内径よりも大きい。これにより、フード１８は、係
合部１８ａをフランジ部２２に係合させた状態でフランジ部２２に支持される。フード１
８は、例えば、ネジ止めなどによってフランジ部２２に取り付けてもよい。また、フード
１８は、例えば、枠体２０に支持させてもよい。
【００３５】
　フード１８のＺ軸方向の長さは、後方から前方に向かって減少する。すなわち、フード
１８のＺ軸方向の長さは、矢線Ｄ３と反対の方向に向かって減少する。この例では、フー



(7) JP 2014-170688 A 2014.9.18

10

20

30

40

50

ド１８のＺ軸方向の長さが、後方から前方に向かって連続的に減少する。例えば、開口１
８ｐが中心軸ＣＡに対して傾斜している。開口１８ｐの傾斜の方向は、光源４０の傾斜の
方向と同じである。これにより、照射光の後方への広がりを抑制しつつ、斜め下方（矢線
Ｄ１の方向）に向かう照射光が、フード１８に遮られることを抑制することができる。な
お、フード１８の形状は、筒状でなくてもよい。フード１８は、矢線Ｄ３の方向への照射
光の広がりを抑制しつつ、矢線Ｄ１の方向に向かう照射光の妨げとならない任意の形状で
よい。また、この例では、フード１８が、本体部１２に対して別体である。フード１８は
、例えば、枠体２０またはフランジ部２２と一体でもよい。
【００３６】
　照明器具１０は、カバー５０をさらに含む。カバー５０は、光透過性と光拡散性とを有
する。カバー５０は、照射光を拡散させる。これにより、例えば、照射光に色の異なる部
分が生じることを抑えることができる。例えば、照射光の色割れを抑えることができる。
例えば、照射光の色ムラを抑えることができる。カバー５０には、例えば、フロスト処理
を施した光学ガラスや光学プラスチックなどが用いられる。
【００３７】
　カバー５０は、例えば、フード１８に設けられる。カバー５０は、例えば、フード１８
の開口１８ｐを塞ぐ。これにより、例えば、照射光を適切にカバー５０に入射させること
ができる。例えば、照射光の色ムラなどを適切に抑えることができる。
【００３８】
　なお、カバー５０は、必ずしも光拡散性を有していなくてもよい。カバー５０は、光透
過性を少なくとも有していればよい。カバー５０は、例えば、透明でもよい。カバー５０
は、フード１８に対して一体に形成してもよいし、フード１８に対して着脱可能としても
よい。また、カバー５０は、例えば、枠体２０やフランジ部２２に取り付けてもよい。カ
バー５０の取り付け位置は、例えば、照射光の光路上の任意の位置でよい。
【００３９】
　図４（ａ）～図４（ｃ）は、実施形態に係る照明器具の一部を表す模式図である。　
　図４（ａ）は、レンズ１６の模式的平面図である。図４（ｂ）及び図４（ｃ）は、レン
ズ１６の模式的断面図である。図４（ｂ）は、図４（ａ）のＢ１－Ｂ２線断面を模式的に
表す。図４（ｃ）は、図４（ａ）のＣ１－Ｃ２線断面を模式的に表す。図４（ｃ）は、図
２の断面と実質的に同じである。
【００４０】
　図４（ａ）～図４（ｃ）に表したように、レンズ１６は、ベース部１６ａと、ベース部
１６ａの上に設けられたレンズ本体１６ｂと、を含む。ベース部１６ａは、例えば、板状
である。ベース部１６ａは、支持部１４の支持面１４ａと対向する被支持面１６ｆを有す
る。被支持面１６ｆは、例えば、支持面１４ａに当接する。被支持面１６ｆの外形形状は
、例えば、長方形状である。
【００４１】
　ここで、被支持面１６ｆの長手方向に沿う方向をα軸方向とする。被支持面１６ｆの長
手方向に対して垂直な方向をβ軸方向とする。α軸方向及びβ軸方向に対して垂直な方向
をγ軸方向とする。γ軸方向は、例えば、被支持面１６ｆに対して垂直な方向である。γ
軸方向は、例えば、光軸ＯＡに対して平行である。
【００４２】
　レンズ本体１６ｂは、例えば、２つの半球を連結させた形状である。レンズ本体１６ｂ
を被支持面１６ｆに対して平行な平面に投影した形状（被支持面１６ｆに対して直交する
方向に見た形状）は、例えば、８の字状である。レンズ本体１６ｂのα軸方向の長さは、
レンズ本体１６ｂのβ軸方向の長さよりも長い。これにより、レンズ本体１６ｂは、光源
４０から照射される照射光の配光を、β軸方向よりもα軸方向に長くする。レンズ本体１
６ｂの形状（レンズ１６の形状）は、これに限ることなく、照射光の配光をβ軸方向より
もα軸方向に長くできる任意の形状でよい。
【００４３】
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　光源４０から照射される照射光のγ軸方向（光軸方向）に見た配光特性は、例えば、実
質的に円形である。レンズ本体１６ｂは、例えば、この照射光の配光特性をα軸方向に細
長い配光特性に変換する。
【００４４】
　前述のように、図４（ｃ）は、図２の断面と実質的に同じである。すなわち、レンズ１
６は、ベース部１６ａの長手方向をＸ軸方向に延在させて配置される。すなわち、α軸方
向は、Ｘ軸方向と実質的に同じである。これにより、レンズ１６は、照射光の配光を、中
心軸ＣＡに対して平行な方向よりも中心軸ＣＡ及び光軸ＯＡに対して垂直な方向に長くす
る。レンズ１６は、照射光の配光を、Ｚ軸方向よりもＸ軸方向に長くする。すなわち、レ
ンズ１６は、照射光の配光を、上下方向よりも左右方向に長くする。
【００４５】
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、照明器具の特性の一例を表す模式図である。　
　図５（ａ）は、参考例の照明器具１０ｒｅｆを天井に設置し、壁面ＷＳを照らした状態
を表す模式的斜視図である。　
　図５（ｂ）は、本実施形態に係る照明器具１０を天井に設置し、壁面ＷＳを照らした状
態を表す模式的斜視図である。　
　照明器具１０ｒｅｆでは、例えば、照射光の光軸方向に見た配光特性が、実質的に円形
である。
【００４６】
　図５（ａ）に表したように、複数の照明器具１０ｒｅｆを壁面ＷＳに対して平行に並べ
て壁面ＷＳを照明する。この場合には、照度の高い領域Ｒｉｈと、照度の低い領域Ｒｉｌ
と、が生じてしまう。照度の低い領域Ｒｉｌは、例えば、各照明器具１０ｒｅｆのそれぞ
れの間の壁面ＷＳと天井面ＣＳとの境目付近に生じる。このように、照明器具１０ｒｅｆ
を用いて壁面ＷＳを照明する場合には、照度のムラが生じてしまう。こうした照度のムラ
は、例えば、スカラップ（貝殻状の模様の意）と呼ばれる。このため、照明器具１０ｒｅ
ｆでは、高い均斉度を得ることが難しい。
【００４７】
　これに対して、本実施形態に係る照明器具１０では、左右方向に広がりを持った配光の
照射光を照射することができる。これにより、本実施形態に係る照明器具１０では、図５
（ｂ）に表したように、壁面ＷＳを実質的に均一に明るくすることができる。例えば、壁
面ＷＳと天井面ＣＳとの境目付近から床面に向かう方向、及び、壁面ＷＳの左右方向にか
けて、照度のムラの少ない間接照明を行うことができる。
【００４８】
　例えば、各照明器具１０の間隔（ピッチ）を１．２ｍ（１ｍ以上１．５ｍ以下）とする
。照明器具１０の壁面ＷＳからの距離を６０ｃｍ（３０ｃｍ以上１ｍ以下）とする。これ
により、壁面ＷＳを実質的に均一に明るくすることができる。
【００４９】
　このように、本実施形態に係る照明器具１０では、建築要素に依存することなく、天井
や壁面などに取り付けるだけで、均斉度の高い間接照明が可能となる。
【００５０】
　また、人間の目においては、壁面や天井面などで反射して届く間接光の照度の値が高い
ほど、空間の明るさ感が高く感じられる。このため、照明器具１０を用いて壁面ＷＳなど
を明るくする。これにより、例えば、空間内の人間に実質的に同じ明るさ感を与えつつ、
直接光などで室内全体を明るくする場合よりも、照明にかかる全体の消費電力を抑えるこ
とができる。このように、照明器具１０では、例えば、省エネ効果を高めることもできる
。
【００５１】
　図６は、実施形態に係る別の照明器具を表す模式的断面図である。　
　図６に表したように、照明器具１１０では、支持部１４が、枠体２０の一端２０ａから
枠体の外側に向かって対向面２２ａよりも突出した位置に、光源４０の中心４０ｃを配置
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せる。これにより、例えば、照射光が、枠体２０やフード１８などに遮られてしまうこと
を、適切に抑えることができる。例えば、壁面ＷＳと天井面ＣＳとの境目付近まで、照射
光を照射し易くすることができる。
【００５２】
　照明器具１１０では、例えば、光源４０の全体を対向面２２ａよりも突出させる。これ
により、照射光が、枠体２０やフード１８などに遮られてしまうことを、より適切に抑え
ることができる。例えば、壁面ＷＳと天井面ＣＳとの境目付近まで、照射光をより照射し
易くすることができる。
【００５３】
　また、照明器具１１０では、光源４０の下方の端部４０ｔ（本体部１２と反対側を向く
端部）の対向面２２ａからの突出量を、フード１８の下方の端部１８ｔの対向面２２ａか
らの突出量以下にする。すなわち、光源４０の端部４０ｔが、フード１８の端部１８ｔよ
りも突出しないようにする。これにより、例えば、光源４０の中心４０ｃを対向面２２ａ
よりも突出させた場合にも、後方の人に与えるグレアを抑制することができる。
【００５４】
　上記実施形態では、レンズ１６を配光制御部として示している。配光制御部は、レンズ
１６に限ることなく、例えば、プリズムや反射板などでもよい。配光制御部は、照射光の
配光を、中心軸ＣＡに対して平行な方向よりも中心軸ＣＡ及び光軸ＯＡに対して垂直な方
向に長くできる任意の部材でよい。
【００５５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【００５６】
　１０、１０ｒｅｆ、１１０…照明器具、１２…本体部、１４、支持部、１６…レンズ（
配光制御部）、１８…フード、２０…枠体、２０ａ…一端、２０ｂ…他端、２２…フラン
ジ部、２２ａ…対向面、２４…天板、２６…取付金具、２８…Ｖ字バネ、３０…バネ取付
部、３２…係合部、４０…光源、４０ｃ…中心、４２…放熱板、４４…反射板、５０…カ
バー
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