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(57)【要約】
【課題】コンパクトでありながら広い範囲に配光するの
に好適で、しかも、光の取出し効率が良くこの効率を維
持しやすいＬＥＤモジュールを提供する。
【解決手段】ＬＥＤ配設部材14に複数のＬＥＤ13を間隔
的に実装する。配設部材14のＬＥＤ実装面にＬＥＤから
放射された光を所定の方向に配光する複数の配光制御用
レンズ16を、その光出射面16aをＬＥＤ実装面と平行に
して配置する。各レンズ16は、凹凸がない平坦な光出射
面16a、この面16aと反対側に光出射面に向けて窪んで設
けられＬＥＤ13を個別に収める凹部16b、この凹部の奥
面を形成しかつ凹部16bの開放端に向けて突出する凸レ
ンズ部16ｆ、凹部16bの開放端と光出射面16aとを接続し
ＬＥＤ13から放射された光を光出射面16aに向けて反射
させる反射面16cを有する。各レンズの内の少なくとも
一つのレンズ16に、このレンズの凸レンズ部16ｆの中心
軸線XをＬＥＤ13の光軸Yに対して交差させた非対称形状
に形成されたレンズを用いたことを特徴としている。
【選択図】　　　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＬＥＤと；
　これらＬＥＤが間隔的に実装されたＬＥＤ配設部材と；
　凹凸がない平坦な光出射面、この光出射面と反対側に前記光出射面に向けて窪んで設け
られた凹部、この凹部の奥面を形成しかつ前記凹部の開放端に向けて突出する凸レンズ部
、及び前記凹部の開放端と前記光出射面とを接続し前記ＬＥＤから放射された光を前記光
出射面に向けて反射させる反射面を有して形成され、前記ＬＥＤ配設部材のＬＥＤ実装面
に、前記凹部に前記ＬＥＤを個別に収めるとともに前記光出射面を前記ＬＥＤ実装面と平
行にして配置され、前記ＬＥＤから放射された光を所定の方向に配光する複数の配光制御
用レンズと；
を具備し、
　複数の前記レンズの内の少なくとも一つのレンズが、その凸レンズ部の中心軸線を前記
ＬＥＤの光軸に交差させて、前記光軸に対し非対称形状に形成されていることを特徴とす
るＬＥＤモジュール。
【請求項２】
　複数のＬＥＤと；
　これらＬＥＤが間隔的に実装されたＬＥＤ配設部材と；
　前記ＬＥＤを夫々内側に収めて前記ＬＥＤ配設部材のＬＥＤ実装面に配置され、収めら
れたＬＥＤを中心とする円形又は正多角形の支持部を有した複数のホルダーと；
　凹凸がない平坦な光出射面、この光出射面と反対側に前記光出射面に向けて窪んで設け
られた凹部、この凹部の奥面を形成しかつ前記凹部の開放端に向けて突出する凸レンズ部
、及び前記凹部の開放端と前記光出射面とを接続し前記ＬＥＤから放射された光を前記光
出射面に向けて反射させる反射面を有して形成され、前記凹部に前記ＬＥＤを個別に収め
るとともに前記光出射面を前記ＬＥＤ実装面と平行にして前記ホルダーの前記支持部に夫
々支持され、前記ＬＥＤから放射された光を所定の方向に配光する複数の配光制御用レン
ズと；
を具備し、
　複数の前記レンズの内の少なくとも一つのレンズが、このレンズを支持した前記ホルダ
ーに、前記ＬＥＤ配設部材に対する垂線の周りに移動可能に設けられているとともに、そ
の凸レンズ部の中心軸線を前記ＬＥＤの光軸に交差させて、前記光軸に対し非対称形状に
形成されていることを特徴とするＬＥＤモジュール。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ配設部材は、前記ＬＥＤの熱が放出される金属ベースを有した平板で作られ
ていることを特徴とする請求項１又は２に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項４】
　照射開口を有した器具本体と；
　請求項１から３の内のいずれか一項に記載のＬＥＤモジュールを少なくとも一個用いて
形成され、前記器具本体に取付けられて前記照射開口を通して光を配光する光源部と；
を具備することを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の光源要素を備え、それらの光源要素がＬＥＤ（発光ダイオード）で形
成されたＬＥＤモジュール、及びこのＬＥＤモジュールを光源部として備えるウォールウ
ォッシャー、黒板灯、街路灯、防犯灯等の照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のＬＥＤモジュールを光源部として用いるとともに、例えば天井面に設置さ
れ、鉛直な壁面などを照明するウォールウォッシャー等の照明器具が知られている（例え
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ば、特許文献１参照。）。
【０００３】
　この特許文献１の技術では、夫々のＬＥＤモジュールを、細長板状の取付け板にこの板
の長手方向に同じビーム角を有した複数のＬＥＤを固定して形成している。そして、各Ｌ
ＥＤモジュール相互の関係においてはビーム角が夫々異なるＬＥＤが用いられている。又
、各ＬＥＤモジュールの取付け板は、その折り曲げられた両端部を天井面に埋め込み設置
される器具本体にねじ止めされている。各取付け板の取付け角度は夫々異なり、それによ
り、ＬＥＤモジュールごとにそのＬＥＤの光軸と照射面に対して垂直な面とがなす角度を
互いに異ならせている。
【０００４】
　このように特許文献１の技術では、各ＬＥＤモジュールの取付け角度及びビーム角を互
いに異ならせることによって、照射面に対する所要の配光特性を得ている。
【０００５】
　又、軸対称のボウル形状のコリメータレンズのくぼみにＬＥＤを収容したＬＥＤモジュ
ールの出射光を、レンズの対称軸に対して偏向させるために、レンズの出射面にのこぎり
歯状構造を設けた技術、及びこのコリメータレンズを複数用いて、所望の照射パターンが
形成されるように各コリメータレンズののこぎり歯状構造を配向させた照明器具が知られ
ている（例えば、特許文献２参照。）。
【特許文献１】特開２００４－２４７１４７号公報(段落0020－0031、図１－図５)
【特許文献２】特表２００２－５２８８６１号公報（0012－0018、図１－図５）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　例えばウォールウォッシャー等で代表される照明器具に求められる配光が、その光源部
に使用したＬＥＤの光軸に対して回転対称(軸対称)となる単純な配光であることは稀であ
り、多くの場合、著しい非対称配光が要求される。
【０００７】
　このため、照明器具の機種ごとにその所要配光に適合するように配光制御部材であるレ
ンズ、反射板、プリズムカバー等の設計を行っているのが通例であり、特許文献１の技術
でも例外ではない。具体的には、特許文献１の照明器具では、少なくとも所要配光に適合
するように複数のＬＥＤを支持した取付け板毎にそれらの取付け角を選定することによっ
て、所要の配光を得ている。よって、設計段階を含めて製造上多くの手間を要している。
【０００８】
　それだけではなく、取付け板毎にそれらの取付け角を選定することに伴って、取付け板
の配設スペースを厚み方向に多く必要とするので、照明器具を薄型化する場合に不利であ
る。更に、複数のＬＥＤを支持した取付け板を互いに離して配置すれば、広い範囲を照明
することが可能となるが、複数の取付け板を配置するための水平方向のスペースも当然に
増えるので、照明器具をコンパクトにする場合に不利である。
【０００９】
　又、配光を制御するためにのこぎり歯状構造が光出射面に形成された各コリメータレン
ズ（配光制御部材）の向きを変えて配置することで、所望の照射パターンが形成されるよ
うにした特許文献２の技術では、ＬＥＤモジュールがコンパクトである点では優れている
。しかし、ＬＥＤから放射された光の多くは、レンズの湾曲した外面で反射した後に、の
こぎり歯構造の光出射面で大きく屈折して外部に出射される。こうした二度の光制御に伴
う損失は避けられないため、光の取出し効率が良くない。特に、より広い範囲を照明する
場合のようにのこぎり歯状構造をなす個々の連続したプリズムでの光の屈折角度が大きく
なるほど、のこぎり歯状構造での光の損失が増えるので、広い範囲を照明するには好まし
くない。更に、レンズの光出射面にのこぎり歯状構造が形成されているので、この光出射
面に埃が付き易いとともに、付着した埃を除去するのも容易ではなく、この点で、長期に
わたる使用では光の取出し効率が低下し易い。
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【００１０】
　本発明の目的は、コンパクトでありながら広い範囲に配光するのに好適で、しかも、光
の取出し効率が良くこの効率を維持し易いＬＥＤモジュール及び照明器具を提供すること
にある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　請求項１に係る発明のＬＥＤモジュールは、複数のＬＥＤと；これらＬＥＤが間隔的に
実装されたＬＥＤ配設部材と；凹凸がない平坦な光出射面、この光出射面と反対側に前記
光出射面に向けて窪んで設けられた凹部、この凹部の奥面を形成しかつ前記凹部の開放端
に向けて突出する凸レンズ部、及び前記凹部の開放端と前記光出射面とを接続し前記ＬＥ
Ｄから放射された光を前記光出射面に向けて反射させる反射面を有して形成され、前記Ｌ
ＥＤ配設部材のＬＥＤ実装面に、前記凹部に前記ＬＥＤを個別に収めるとともに前記光出
射面を前記ＬＥＤ実装面と平行にして配置され、前記ＬＥＤから放射された光を所定の方
向に配光する複数の配光制御用レンズと；を具備し、複数の前記レンズの内の少なくとも
一つのレンズが、その凸レンズ部の中心軸線を前記ＬＥＤの光軸に交差させて、前記光軸
に対し非対称形状に形成されていることを特徴としている。
【００１２】
　この発明及び以下の各発明で、複数のＬＥＤ（発光ダイオード）には、所望とする配光
の色に応じて、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、白色ＬＥＤの中から少なくとも一
種を選択して使用できる。白色ＬＥＤには、赤色ＬＥＤ素子、青色ＬＥＤ素子、緑色ＬＥ
Ｄ素子を組み合わせて白色発光を実現した白色ＬＥＤを用いることができるとともに、こ
の他に例えば、青色光を吸収して黄色の蛍光を発する蛍光物質を青色ＬＥＤ素子に組み合
わせて白色発光を実現した白色ＬＥＤを用いることもできる。又、ＬＥＤにはチップ状に
形成されたＳＭＤ（surface Mount Device）型のものを使用できる。
【００１３】
　又、この発明及び以下の各発明で、ＬＥＤが表面実装されるＬＥＤ配設部材としては例
えばプリント配線板を代表的に例示できる。この発明及び以下の各発明で、配光制御用レ
ンズは、リフレクタよりも光の利用効率が高く、ガラスや透光性合成樹脂などで形成でき
る。更に、この発明及び以下の各発明で、複数のレンズの内の少なくとも一つレンズは、
他のレンズの配光特性とは異なっている。又、この発明及び以下の各発明で、レンズの反
射面は、それに入射した光を全反射させる全反射面とすることが好ましいが、それには制
約されない。
【００１４】
　請求項１の発明の照明器具が点灯されると、各ＬＥＤから放射された光が、各ＬＥＤを
個別に覆った配光制御用レンズにより制御されて、所要の方向に配光される。これにより
、各レンズから出射された配光の合成光による所要の配光を照射面に与えることができる
。この配光を担う複数のレンズの内の少なくとも一つは、ＬＥＤの光軸に対して非対称形
状で、かつ、その凸レンズ部の中心軸線がＬＥＤの光軸に対して交差しているので、前記
中心軸線が延びる方向にＬＥＤの光を出射することが可能である。それにより、レンズか
ら出射された光をＬＥＤの光軸が延びる方向からずらして配光できるので、複数のＬＥＤ
の配設間隔が狭くても、これらＬＥＤから放射された光で広い範囲を照明できる。そして
、このような照明をするのに、既述のように非対称形状のレンズを備えたので、ＬＥＤモ
ジュールの取付け姿勢を前記広範囲の照明に適合させる工夫を要しない。したがって、こ
のＬＥＤモジュールは、コンパクトであって、その水平方向及び厚み方向の配設スペース
を小さくできる。
【００１５】
　更に、請求項１の発明のＬＥＤモジュールは、既述のように広範囲の照明を可能とする
非対称形状のレンズを含んでいるので、各ＬＥＤから放射された光を所定の方向に配光す
るために、複数の配光制御用レンズの光出射面を、のこぎり歯形状とする必要がなく、凹
凸がない平坦な面で形成できる。このため、光出射面での光の損失が抑制されて、光の取



(5) JP 2008-103300 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

出し効率が高められるとともに、光出射面に埃が付着し難く、かつ、付着した埃も容易に
取除くことができ、光の取出し効率を維持し易い。
【００１６】
　請求項２に係る発明のＬＥＤモジュールは、複数のＬＥＤと；これらＬＥＤが間隔的に
実装されたＬＥＤ配設部材と；前記ＬＥＤを夫々内側に収めて前記ＬＥＤ配設部材のＬＥ
Ｄ実装面に配置され、収められたＬＥＤを中心とする円形又は正多角形の支持部を有した
複数のホルダーと；凹凸がない平坦な光出射面、この光出射面と反対側に前記光出射面に
向けて窪んで設けられた凹部、この凹部の奥面を形成しかつ前記凹部の開放端に向けて突
出する凸レンズ部、及び前記凹部の開放端と前記光出射面とを接続し前記ＬＥＤから放射
された光を前記光出射面に向けて反射させる反射面を有して形成され、前記凹部に前記Ｌ
ＥＤを個別に収めるとともに前記光出射面を前記ＬＥＤ実装面と平行にして前記ホルダー
の前記支持部に夫々支持され、前記ＬＥＤから放射された光を所定の方向に配光する複数
の配光制御用レンズと；を具備し、複数の前記レンズの内の少なくとも一つのレンズが、
このレンズを支持した前記ホルダーに、前記ＬＥＤ配設部材に対する垂線の周りに移動可
能に設けられているとともに、その凸レンズ部の中心軸線を前記ＬＥＤの光軸に交差させ
て、前記光軸に対し非対称形状に形成されていることを特徴としている。
【００１７】
　この請求項２の発明でホルダーの支持部が正多角形である場合、その多角形状には、正
六角形や正四角形などが含まれ、更に、その角数が多いほど光軸の位置調整を細かくでき
る点で好ましい。
【００１８】
　請求項２の発明で、各ＬＥＤが点灯されると、それから放射された光は、各ホルダーに
支持された夫々のレンズにより制御されて、所要の方向に配光される。この配光を担う複
数のレンズの内の少なくとも一つはホルダーの支持部との相対位置を変えることができる
。
【００１９】
　前記少なくとも一つのレンズはその凸レンズ部の中心軸線をこのレンズが覆ったＬＥＤ
の光軸と交差させた非対称形状に形成されているから、光軸周りに前記レンズを回転させ
ることで、ホルダーに対するレンズの相対位置を変えて、前記少なくとも一つのレンズに
よる配光の向きを調整できる。なお、こうした配光の向きの調整において、支持部が円形
である場合、無段階にレンズをこれが覆ったＬＥＤの光軸周りに回わして調整することが
でき、又、支持部が多角形である場合、その角の数で３６０°を割り算した角度毎にレン
ズをこれが覆ったＬＥＤの光軸周りに移動させて調整できる。そして、以上のように前記
少なくとも一つのレンズによる配光の方向が調整されるに伴い、各レンズから出射された
配光の合成光による所要の配光を照射面に与えることができる。
【００２０】
　以上のように請求項２の発明のＬＥＤモジュールでも、レンズから出射された光をＬＥ
Ｄの光軸が延びる方向からずらして配光できるので、複数のＬＥＤの配設間隔が狭くても
、これらＬＥＤから放射された光で広い範囲を照明できる。そして、このような照明をす
るのに、既述のように非対称形状のレンズを備えたので、ＬＥＤモジュールの取付け姿勢
を前記広範囲の照明に適合させる工夫を要しない。したがって、このＬＥＤモジュールは
、コンパクトであって、その水平方向及び厚み方向の配設スペースを小さくできる。
【００２１】
　更に、請求項２の発明のＬＥＤモジュールにおいても、既述のように広範囲の照明を可
能とする非対称形状のレンズを含んでいるので、各ＬＥＤから放射された光を所定の方向
に配光するために、複数の配光制御用レンズの光出射面を、のこぎり歯形状とする必要が
なく、凹凸がない平坦な面で形成できる。このため、光出射面での光の損失が抑制されて
、光の取出し効率が高められるとともに、光出射面に埃が付着し難く、かつ、付着した埃
も容易に取除くことができ、光の取出し効率を維持し易い。
【００２２】
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　請求項３に係る発明のＬＥＤモジュールは、前記ＬＥＤ配設部材が、前記ＬＥＤの熱が
放出される金属ベースを有した平板で作られていることを特徴としている。
【００２３】
　この請求項３の発明では、ＬＥＤ配設部材に実装された複数のＬＥＤの夫々が点灯時に
発する熱を、ＬＥＤ配設部材に放出できるので、各ＬＥＤの温度上昇を抑制できる。しか
も、ＬＥＤ配設部材が照射方向毎に様々な方向を向いておらず、単なる平板であるので、
それから外部に熱を逃がすための放熱部材と接続する場合、その接続が容易となるととも
に、放熱部材への熱伝達を円滑にできる。
【００２４】
　請求項４に係る発明の照明器具は、照射開口を有した器具本体と；請求項１から３の内
のいずれか一項に記載のＬＥＤモジュールを少なくとも一個用いて形成され、前記器具本
体に取付けられて前記照射開口を通して光を配光する光源部と；を具備することを特徴と
している。
【００２５】
　この請求項４の発明は、請求項１から３の内のいずれか一項に記載のＬＥＤモジュール
を光源部として備えるので、コンパクトでありながら広い範囲に配光するのに好適で、し
かも、光の取出し効率が良くこの効率を維持し易い照明器具を提供できる。
【発明の効果】
【００２６】
　請求項１，２の発明によれば、コンパクトでありながら広い範囲に配光するのに好適で
、しかも、光の取出し効率が良くこの効率を維持し易いＬＥＤモジュールを提供できる。
【００２７】
　請求項３の発明によれば、各ＬＥＤの温度上昇を抑制できるとともに、ＬＥＤ配設部材
から外部に熱を逃がすための放熱部材との接続する場合に、この接続が容易で、放熱部材
への熱伝達が円滑なＬＥＤモジュールを提供できる。
【００２８】
　請求項４の発明によれば、コンパクトでありながら広い範囲に配光するのに好適で、し
かも、光の取出し効率が良くこの効率を維持し易い照明器具を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２９】
　図１～図７を参照して本発明の第１実施形態を説明する。
【００３０】
　図１中符号１はウォールウォッシャーとして機能する照明器具を示している。この照明
器具１は、天井面２に埋め込み設置されて、鉛直な壁面などの照射面３を照明するもので
ある。
【００３１】
　図２及び図３に示すように照明器具１は、金属製の器具本体５と、この器具本体５に内
蔵された光源部１１とを備えている。器具本体５は四角筒状をなす側壁６を備えている。
側壁６の上端は天板壁７で閉じられている。側壁６の下端に照射開口５ａとして開口され
ている。側壁６の下端には折り曲げられることによって外側方向に張り出したフランジ８
が形成されていて、このフランジ８は照射開口５ａを囲んでいる。照明器具１が天井面に
埋め込み設置された状態でフランジ８は天井面２に下方から当接される。
【００３２】
　図３に示すように器具本体５内には放熱部材として例えばモジュール支持板９が取付け
られている。モジュール支持板９は金属製であって、一端部９ａを側壁６の内面に面接触
させてねじ止めされているとともに、他端部９ｂを天板壁７の内面に面接触させてねじ止
めされている。したがって、モジュール支持板９は器具本体５に良好に熱伝導ができるよ
うに装着されている。モジュール支持板９の一端部９ａと他端部９ｂとの間の中間部は例
えば斜めになっている。
【００３３】
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　光源部１１は、一個以上、好ましくは複数のＬＥＤモジュール１２からなり、本実施形
態では図２に示されるように照射面３を所要の明るさで照射する光量を得るために四個の
ＬＥＤモジュール１２が使用されている。これらのＬＥＤモジュール１２は、モジュール
支持板９の斜めとなった前記中間部にねじ止め等により装着されて照射開口５ａに対向し
て設けられている。
【００３４】
　図４及び図５に示すように各ＬＥＤモジュール１２は、チップ状をなすＳＭＤ型の複数
のＬＥＤ１３と、ＬＥＤ配設部材１４と、複数のホルダー１５と、配光制御部材である複
数の配光制御用のレンズ１６とを備えて形成されている。
【００３５】
　各ＬＥＤ１３には例えば同じ色好ましくは白色発光をするものが使用されている。各Ｌ
ＥＤ１３は発光部をなすものであり、この発光部は、本実施形態では既述のように単一の
白色発光をするＬＥＤ１３で形成したが、白色以外の有色ＬＥＤを１個又は複数個用いた
発光部であってもよい。
【００３６】
　ＬＥＤ配設部材１４は、好ましくは平板であるプリント配線板で形成されていて、モジ
ュール基板として機能するものである。ＬＥＤ配設部材１４は図４（Ａ）に示すように例
えば平面視長方形状をなしている。ＬＥＤ配設部材１４は、好ましい例として図５（Ｂ）
に示すように金属ベース１４ａの一面にこれよりかなり薄い絶縁層１４ｂを積層し、更に
、絶縁層１４ｂに図示しない導電体を所定のパターンで設けている。金属ベース１４ａは
熱伝導性に優れた金属材料例えばＡｌ又は銅で作られている。導電体はエッチング処理等
により設けられている。
【００３７】
　図４（Ａ）（Ｂ）に示すようにＬＥＤ配設部材１４に各ＬＥＤ１３が実装されている。
これらのＬＥＤ１３は、図示しない接着剤により絶縁層１４ｂ上に固定されていて、間隔
的、つまり、互いに所定の間隔を置いてレンズ１６の配設に支障がないように間隔を詰め
て設けられている。各ＬＥＤ１３と図示しない前記導電体とはボンディングワイヤ（図示
しない）により接続されている。
【００３８】
　ホルダー１５は複数のＬＥＤ１３と同数用いられている。図４及び図５に示すように各
ホルダー１５は、上下両端が夫々開放された円筒形であり、例えば合成樹脂で半円筒形状
に一体成形された一対のホルダー要素１５ａを円筒形に組み合わせて作られている。図５
（Ａ）（Ｂ）に示すように一対のホルダー要素１５ａの一端部には内周に開放する半円弧
形の溝が形成されている。これらの溝は、一対のホルダー要素１５ａを組み合わせること
により、互いに連続して円形の支持部１５ｂを形成している。
【００３９】
　配光制御用のレンズ１６は複数のＬＥＤ１３と同数用いられている。これらのレンズ１
６は透明材料例えば透明アクリル樹脂等の一体成形品である。図５（Ｂ）に示すようにレ
ンズ１６は、光出射面１６ａと、凹部１６ｂと、反射面１６ｃと、取付けフランジ１６ｄ
と、回転操作部１６ｅと、凸レンズ部１６ｆとを有して成形されている。
【００４０】
　光出射面１６ａは、レンズ１６の正面をなす面であって、凹凸がない平坦な面で作られ
ている。このように光出射面１６ａを平坦面とすることで、光出射面１６ａに埃が付着し
難くなり、付着した埃の除去も容易にできるとともに、光の取出し効率を維持しやすくな
る。凹部１６ｂは光出射面１６ａと反対側（レンズ１６の裏側）に光出射面１６ａに向け
て窪んで形成され、レンズ１６の裏側に開放している。この凹部１６ｂの奥の面は、凹部
１６ｂの開放端に向けて突出する凸レンズ部１６ｆで形成されている。反射面１６ｃは、
凹部１６ｂの開放端と光出射面１６ａとにわたるように形成されていて、この反射面１６
ｃは例えば全反射面となっている。
【００４１】



(8) JP 2008-103300 A 2008.5.1

10

20

30

40

50

　凹部１６ｂは例えば円筒状の面で作られている。この凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆ
の中心軸線Ｘは、例えば同じであって、かつ、凹部１６ｂ内に配置されたＬＥＤ１３の光
軸Ｙに斜めに交差している。前記中心軸線Ｘはレンズ１６の中心軸線でもある。従って、
レンズ１６は、その反射面１６ｃがＬＥＤ１３の光軸Ｘに対して非対称となる形状に形成
されている。そして、光出射面１６ａは、前記中心軸線Ｘに直交する面で形成されるので
はなく斜めに交差しているとともに、ＬＥＤ１３の光軸Ｙに直交した平坦面で形成されて
いる。
【００４２】
　光出射面１６ａと、凹部１６ｂと、反射面１６ｃとで略囲まれた部位は光制御部１６ｇ
をなしている。取付けフランジ１６ｄは、光制御部１６ｇの外側、具体的には反射面１６
ｃに連続してこの反射面１６ｃから外側に突出されている。図５（Ａ）に示すように取付
けフランジ１６ｄの外周は、支持部１５ｂと同形状、つまり、円形をなしている。この取
付けフランジ１６ｄの外周は、ＬＥＤ１３の光軸Ｙを中心とする半径で描かれる円となっ
ているとともに、前記中心軸線Ｘに対して非対称である。図５（Ｂ）に示すように取付け
フランジ１６ｄの表面は光出射面１６ａとの間に段差を作ることなく面一に連続している
。この構成は、レンズ１６の表面に塵埃が付着し難い点で好ましいとともに、取付けフラ
ンジ１６ｄが反射面１６ｃでの光の反射を乱さないようにできる点で好ましい。
【００４３】
　反射面１６ｃで反射された光が入射しない取付けフランジ１６ｄに回転操作部１６ｅが
設けられている。図５（Ａ）（Ｂ）に示すように回転操作部１６ｅは、取付けフランジ１
６ｄの光制御部１６ｇに対する突出幅が最も大きい部位に設けるとよく、これにより回転
操作部１６ｅを大きく形成できる。回転操作部１６ｅは、本実施形態では凸部からなるが
、これに代えて凹部で形成することもできる。
【００４４】
　前記構成のレンズ１６は、その取付けフランジ１６ｄを支持部１５ｂに嵌合させて、ホ
ルダー１５の内側に取付けられている。この取付け状態で、取付けフランジ１６ｄを支持
部１５ｂに摺動させてレンズ１６は回転可能であるとともに、回転操作部１６ｅは支持部
１５ｂと干渉しないように支持部１５の内側に位置されている。このようにレンズ１６は
、回転可能ではあるが、互いに接している取付けフランジ１６ｄと支持部１５ｂとの間の
摩擦抵抗により、回転操作部１６ｅに所定の大きさ以上の回転操作力を与えない限り、静
止状態を維持するように設けられている。
【００４５】
　このようにレンズ１６が回転可能に支持された各ホルダー１５は、その内側に発光部で
あるＬＥＤ１３を収めるとともに、このＬＥＤ１３をレンズ１６の凹部１６ｂ内に配置し
て、ＬＥＤ配設部材１４に図示しないねじ等により固定され、それにより、ＬＥＤモジュ
ール１２が組立てられている。この組立状態を図５（Ｂ）に示す。図５（Ｂ）中符号Ｙで
示したＬＥＤ１３の光軸は、ＬＥＤ配設部材１４に対する垂線の内でホルダー１５の中心
軸線、言い換えれば、円形の取付けフランジ１６ｄを描く円の中心を通る垂線と同じであ
り、この光軸Ｙの周りにレンズ１６は回転移動可能である。そして、既述の構成によって
レンズ１６の光軸をなす前記中心軸線Ｘは既述のようにＬＥＤの光軸Ｙに対して交差する
ようになっている。この交差した角度を図５（Ｂ）中θで示す。
【００４６】
　なお、本実施形態では全てのレンズ１６に同じものを用いたが、図５(Ａ)（Ｂ）に示し
た前記構成のレンズ１６は少なくとも一個あればよく、これと、他のレンズとを用いても
よい。他のレンズとして、図６に示すものと、図７に示すものを例示する。
【００４７】
　図６に示した他のレンズ２６は、その光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆの中
心軸線Ｘと、図６には図示しないが凹部１６ｂ内に配置されるＬＥＤ１３の光軸Ｙとが一
致しており、それにより、ＬＥＤ１３の光軸Ｙに対して反射面１６ｃが対称に作られてい
ること以外は前記レンズ１６と同じ構成である。他のレンズ２６は、その光軸である凹部
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１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆの中心軸線Ｘを、図６には図示しないＬＥＤ配設部材１４に
対する垂線と平行に設けて使用されるので、前記中心軸線Ｘ及びＬＥＤ１３の光軸Ｙが延
びる方向に沿って光出射面１６ａから光を出射して所定の方向に配光できる。
【００４８】
　図７に示した更に他のレンズ３６は、その光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆ
の中心軸線Ｘに対して反射面１６ｃは非対称に作られているが、前記構成のレンズ１６の
反射面１６ｃよりも曲率が例えば大きく形成されていること以外は前記レンズ１６と同じ
構成である。そのため、更に他のレンズ３６は、その光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ
部１６ｆの中心軸線Ｘが、図７には図示しないＬＥＤ配設部材１４に対する垂線及び図７
には図示しないＬＥＤ１３の光軸Ｙに対して交差するように設けられて、ＬＥＤ１３の光
軸Ｘが延びる方向に沿って光出射面１６ａから光を出射して、ＬＥＤ１３の光軸Ｙが延び
る方向とは異なる所定の方向に配光できる。この場合、前記構成のレンズ１６の反射面１
６ｃと異なる曲率で作られた反射面１６ｃを有しているので、それに応じたビーム角で配
光でき、勿論、このビーム角は前記構成のレンズ１６のビーム角θとは異なる。
【００４９】
　組立てられた各ＬＥＤモジュール１２は、そのＬＥＤ配設部材１４を器具本体５のモジ
ュール支持板９に、並べてねじ止め等により固定されて光源部１１を形成している。モジ
ュール支持板９への固定によって、金属ベース１４ａのＬＥＤ１３が実装されていない裏
面は、モジュール支持板９に面接触されている。これにより、ＬＥＤモジュール１２の金
属ベース１４ａが金属製の器具本体５に熱伝導的に接続されている。又、以上の取付けに
よって、各ＬＥＤモジュール１２が備えたレンズ１６の光出射面１６ａは、器具本体５の
照射開口５ａに対向される。
【００５０】
　前記ＬＥＤモジュール１２の製造においては、このＬＥＤモジュール１２が組込まれる
照明器具１の仕様に合わせて、ＬＥＤモジュール１２の組立状態で各レンズ１６を適当な
角度回転操作することができる。このレンズ１６の回転は、回転操作部１６ｅに外力を加
えて行われる。この場合、各レンズ１６の光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆの
中心軸線Ｘは、ＬＥＤ１３が実装されたＬＥＤ配設部材１４に対する垂線と平行なＬＥＤ
１３の光軸Ｙと平行ではなく交差するように設けられているから、レンズ１６は光軸Ｙの
周りに回転されて、ホルダー１５に対するレンズ１６の相対位置が変わる。
【００５１】
　こうした相対位置の変化に伴いレンズ１６の光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６
ｆの中心軸線ＸがＬＥＤ１３の光軸Ｙの周りを移動して、光軸Ｙに対する前記中心軸線Ｘ
の位置が変わるので、このレンズ１６の光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆの中
心軸線Ｘが延びる方向に沿って出射される光の向き、つまり、レンズ１６によって制御さ
れた光の配光を調整できる。図４（Ａ）では理解を容易にするために極端な例示として、
隣接したレンズ１６の光軸Ｘの位置が４５°又は９０°異なるように調整された場合を示
している。
【００５２】
　又、以上のようにレンズ１６を回転移動させて、このレンズ１６の光軸である凹部１６
ｂ及び凸レンズ部１６ｆの中心軸線Ｘの位置を調整するに際して、回転操作部１６ｅの位
置を目安として利用できる。これにより、各レンズ１６の回転位置がどのように調整され
たかということを知ることができるので、調整がし易い。
【００５３】
　レンズ１６の光軸である凹部１６ｂ及び凸レンズ部１６ｆの中心軸線Ｘの位置が調整さ
れたＬＥＤモジュール１２は器具本体５に組込まれる。そのため、器具本体５に設けられ
た図示しない点灯装置により各ＬＥＤモジュール１２の各ＬＥＤ１３を点灯させることに
より、照明器具１は、既述のように配光の方向が調整された各レンズ１６から出射されて
照明開口５ａを通った配光の合成光を、所要の配光として照射面３に与えることができる
。
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【００５４】
　なお、ＬＥＤモジュール１２が、その配光制御部材の一部に図６に示した他のレンズ２
６及び図７に示した更に他のレンズ３６を含む場合には、これらから出射された配光の合
成光による所要の配光を得ることができる。そして、図７に示したレンズ３６は、その光
出射面１６ａから出射されるビーム角が図５に示したものとは異なるので、このレンズ３
６をＬＥＤモジュール１２が一部に含む場合には、レンズ１６の光軸である凹部１６ｂ及
び凸レンズ部１６ｆの中心軸線Ｘの位置調整に加えて異なるビーム角の配光を加味して、
所要の配光を得ることができる。
【００５５】
　以上のようにＬＥＤモジュール１２は、各レンズ１６の光軸である凹部１６ｂ及び凸レ
ンズ部１６ｆの中心軸線Ｘの位置調整による配光の向きを調整できるので、配光仕様が様
々に異なる照明器具１の光源部１１として使用できる。即ち、高い汎用性を有する。又、
照明器具１に組込まれたＬＥＤモジュール１２のレンズ１６は接着剤等で積極的に止めな
い限り、レンズ１６の回転位置を調整可能である。そのため、製造の際の調整が不十分で
あった場合に、照明器具１の施工現場でのＬＥＤモジュール１２の各レンズ１６の光軸Ｘ
の位置を微調整することにより、所要の配光を与えるために設置現場での状況に対する適
合性を高めることができる。
【００５６】
　なお、前記特許文献１の技術では、配光制御素子の光軸は前記所要配光に合わせて予め
設定されているので、照明器具の製造時や照明器具を設置する際、配光の向きを変えるた
めに光軸の位置を調整することは、取付け板の取付け角を変える改造を伴わない限り困難
である。そのため、特許文献１の照明器具が備えるＬＥＤモジュールは、光軸の位置調整
が必要となった場合に対応できないとともに、各種の照明器具に対する汎用性が低い。更
に、所望の照射パターンが形成されるようにのこぎり歯状構造を配向させて複数のコリメ
ータレンズ（配光制御部材）を配置した前記特許文献２の技術でも、各コリメータレンズ
の配置は、照明器具の機種ごとにその所要配光に適合するように予め設定されることには
変わりがない。このため、照明器具の製造時や照明器具を設置する際、配光の向きを変え
るために光軸の位置調整をすることは、改造を伴わない限り困難であるため、特許文献２
の照明器具が備えるＬＥＤモジュールも、光軸の位置調整が必要となった場合に対応でき
ないとともに、各種の照明器具に対する汎用性も低い。
【００５７】
　又、既述のように各レンズによって前記中心軸線Ｘの位置を調整して配光の向きを変え
ることができる。そのため、各ＬＥＤ１３を夫々の配光の向きに合わせて配置する必要が
ないとともに、配光の向きを合わせるために中継部材も要することがなく、これらＬＥＤ
１３を平板からなるＬＥＤ配設部材１４の一面からなるＬＥＤ実装面に実装できる。した
がって、ＬＥＤモジュール１２を容易に製造できる。
【００５８】
　しかも、ＬＥＤモジュール１２のＬＥＤ配設部材１４は、金属ベース１４ａを有した平
板で作られているので、点灯された各ＬＥＤ１３に発生する熱を、伝導させて金属ベース
１４ａに放出させることができる。そして、金属ベース１４ａの熱は、この金属ベース１
４ａに面接触している金属製のモジュール支持板９を経由して、金属製の器具本体５に伝
えられて、この器具本体５から外部に放出される。この場合、ＬＥＤ配設部材１４が平板
であるので、放熱部材であるモジュール支持板９との熱伝達が円滑である。以上により、
各ＬＥＤ１３の温度上昇が抑制されて、各ＬＥＤ１３の温度のばらつきに基づく微妙な色
のばらつきを抑制できる。
【００５９】
　そして、以上のようにＬＥＤ１３の温度上昇が抑制されるため、ＬＥＤ配設部材１４と
、ホルダー１５と、レンズ１６によって形成されたホルダー内空間の温度を上がり難くで
きる。そのため、レンズ１６の径方向位置を規定しているホルダー１５とこれに支持され
たレンズ１６との相互位置関係が、ホルダー１５及びレンズ１６の熱膨張差を原因として
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、狂う恐れがない。
【００６０】
　又、レンズ１６は、その光出射面１６ａが平坦な面からなり、光を大きく屈曲して外部
に出射させるためののこぎり歯構造の光出射面を有していないので、光出射面１６ａでの
光制御に伴う損失が小さく、光の取出し効率が良い。したがって、広い範囲を照明するの
に好適である。
【００６１】
　なお、第１実施形態では、レンズ１６に代えてＬＥＤから放射された光を反射して制御
する配光制御部材として、凹面状の反射面を有したリフレクタを用いる場合よりも、既述
のレンズ１６を用いたことで光の利用効率が高い点で好ましい。
【００６２】
　図８～図１３を参照して本発明の第２実施形態を説明する。第２実施形態は図８に示す
ように部屋の天井面２に例えば埋め込み設置されて部屋の床面を照射面３として照明する
下方照明に適した照明器具１として実施した形態を示している。
【００６３】
　図８に示すように照明器具１は、金属製の器具本体５と、この器具本体５に内蔵された
光源部１１ａとを備えている。器具本体５は四角箱状をなす側壁の上端を天井壁で閉じる
とともに、下端に照射開口５ａを設けて形成されている。放熱部材として例えばモジュー
ル支持板９が、器具本体５に熱伝導可能に器具本体５に内蔵されている。
【００６４】
　光源部１１ａは例えば一つのＬＥＤモジュールからなる。この光源部１１ａは、モジュ
ール支持板９の下面に良好に熱伝導ができるように装着されていて、照射開口５ａに臨ん
でいる。図９に示すように光源部１１ａは、複数例えば９個のＳＭＤ型のＬＥＤ１３と、
一枚のＬＥＤ配設部材１４と、ＬＥＤ１３と同数のレンズとを備えている。レンズは複数
種類例えば二種類用いられており、具体的には、一個のレンズ５１と、８個のレンズ６１
が用いられている。
【００６５】
　各ＬＥＤ１３は同じ色例えば白色発光するものが使用されている。ＬＥＤ配設部材１４
は、モジュール基板として機能するものであって、平板からなるプリント配線板で形成さ
れている。このＬＥＤ配設部材１４は例えば正方形状であって、好ましくは図１１に示す
ように金属ベース１４ａの一面にこれよりかなり薄い絶縁層１４ｂを積層し、更に、絶縁
層１４ｂ上に所定のパターンで導電体を（図示しない）設けた形成された金属ベースプリ
ント配線板が用いられている。Ａｌ等の熱伝導性に優れた金属材料からなる金属ベース１
４ａの裏面をモジュール支持板９に面接触させて、ＬＥＤ配設部材１４がモジュール支持
板９に固定されている。
【００６６】
　ＬＥＤ配設部材１４に各ＬＥＤ１３が実装されている。これらのＬＥＤ１３は、図示し
ない接着剤を用いてＬＥＤ配設部材１４の絶縁層１４ｂ上に固定されている。図９に示す
ように各ＬＥＤ１３は間隔的に、例えば縦横に所定の間隔を置いて整列して配置されてい
て、これらと図示しない前記導電体とはボンディングワイヤ（図示しない）により接続さ
れている。
【００６７】
　レンズ５１は透明材料例えば透明アクリル樹脂などの一体成形品である。図１１に示す
ようにレンズ５１は、光出射面５１ａと、ＬＥＤ１３が収められる凹部５１ｂと、反射面
５１ｃと、凸レンズ部５１ｆとを有して成形されている。
【００６８】
　光出射面５１ａは、レンズ５１の正面をなす面であって、凹凸がない平坦な面で作られ
ている。このように光出射面５１ａを平坦面とすることで、光出射面５１ａに埃が付着し
難くなり、付着した埃の除去も容易にできるとともに、光の取出し効率を維持しやすくで
きる。凹部５１ｂは光出射面５１ａと反対側（レンズ５１の裏側）に光出射面５１ａに向
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けて窪んで形成され、レンズ５１の裏側に開放している。この凹部５１ｂの奥の面は、凹
部５１ｂの開放端に向けて突出する凸レンズ部５１ｆで形成されている。反射面５１ｃは
、凹部５１ｂの開放端と光出射面５１ａとにわたるように形成されていて、この反射面５
１ｃは所定の曲率を有して形成され例えば全反射面となっている。
【００６９】
　凹部５１ｂは例えば円筒状の面で作られている。この凹部５１ｂ及び凸レンズ部５１ｆ
の中心軸線Ｘは、一致しているとともに、凹部５１ｂ内に配置されたＬＥＤ１３の光軸Ｙ
とも一致している。、反射面５１ｃはＬＥＤ１３の光軸Ｘに対して対称である。そして、
光出射面５１ａは、ＬＥＤ１３の光軸Ｙ及び前記中心軸線Ｘに直交した平坦面で形成され
ていて、円形をなしている。光出射面５１ａと、凹部５１ｂと、反射面５１ｃとで略囲ま
れた部位は光制御部５１ｇをなしている。
【００７０】
　このような構成のレンズ５１の配光ピーク角は０°であり、その反射面５１ｃに応じた
所定のビーム角（配光の広がり角）を有している。このレンズ５１は、その凹部５１ｂに
ＬＥＤ配設部材１４の中央部に位置されたＬＥＤ１３を収めてＬＥＤ配設部材１４のＬＥ
Ｄ実装面に接着等により取付けられている。このレンズ５１の光出射面５１ｃは、ＬＥＤ
１３の光軸Ｘに対して斜めに交差することながないとともに、ＬＥＤ１３が実装されたＬ
ＥＤ配設部材１４の面（ＬＥＤ実装面）と平行に設けられていて、照射開口５ａに対向し
ている。
【００７１】
　又、他の８個のレンズ６１も透明材料例えば透明アクリル樹脂などの一体成形品である
。図１１に示すようにレンズ６１は、光出射面６１ａと、凹部６１ｂと、反射面６１ｃと
、凸レンズ部６１ｆとを有して成形されている。これらのレンズ６１及び前記レンズ５１
の高さＨは同じである。
【００７２】
　光出射面６１ａは、レンズ６１の正面をなす面であって、凹凸がない平坦な面で作られ
ている。このように光出射面６１ａを平坦面とすることで、光出射面６１ａに埃が付着し
難くなり、付着した埃の除去も容易にできるとともに、光の取出し効率を維持しやくでき
る。凹部６１ｂは光出射面６１ａと反対側（レンズ６１の裏側）に光出射面６１ａに向け
て窪んで形成され、レンズ６１の裏側に開放している。この凹部６１ｂの奥の面は、凹部
６１ｂの開放端に向けて突出する凸レンズ部６１ｆで形成されている。反射面６１ｃは、
凹部６１ｂの開放端と光出射面６１ａとにわたるように形成されていて、この反射面６１
ｃは例えば全反射面となっている。
【００７３】
　凹部６１ｂは例えば円錐状の面で作られている。凹部６１ｂはその中心軸線Ｘ１回りに
対称に作られていて、この中心軸線Ｘ１は、凹部６１ｂ内に配置されたＬＥＤ１３の光軸
Ｙに斜めに交差している。この交差した角度を符号αで示す。反射面６１ｃはＬＥＤ１３
の光軸Ｘに対して非対称である。
【００７４】
　凸レンズ部６１ｆはその中心軸線Ｘ２回りに対称に作られていて、この中心軸線Ｘ２も
、凹部６１ｂ内に配置されたＬＥＤ１３の光軸Ｙに斜めに交差している。つまり、凸レン
ズ部６１ｆはＬＥＤ１３の光軸Ｘに対して非対称であって、この交差した角度を符号βで
示す。この角度βは前記角度αより大きい。従って、凸レンズ部６１ｆの中心軸線Ｘ２は
、反射面６１ｃの中心軸線Ｘ１とは、一致しておらず、互いに僅かにずれて平行に設けら
れている。
【００７５】
　光出射面６１ａは、前記中心軸線Ｘ１、Ｘ２に直交する面で形成されるのではなくこれ
らに斜めに交差するとともに、ＬＥＤ１３の光軸Ｙに直交した平坦面で形成されている。
光出射面６１ａと、凹部６１ｂと、反射面６１ｃとで略囲まれた部位は光制御部６１ｇを
なしている。
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【００７６】
　このような構成のレンズ６１として、反射面６１ｃ及び凸レンズ部６１ｆの設計の違い
によって、例えば配光ピーク角が１０°、２０°、３０°の三種類が標準的に用意される
とともに、ビーム角（配光の広がり角）についても１０°、２０°、３０°の三種類が用
意される。これらの内で、図１２に配光ピーク角α１が１０°でビーム角（配光の広がり
角）γ１が２０°のレンズの配光特性を例示するとともに、図１３に配光ピーク角α２が
２０°でビーム角（配光の広がり角）γ２が１０°のレンズの配光特性を例示する。これ
ら図１２、及び図１３に示した配光特性図から明らかなように、レンズ６１はその設計に
応じた所定の配光ピーク角とビーム角を有している。
【００７７】
　前記構成の各レンズ６１は、前記中央位置のレンズ５１の周りに位置されて、その凹部
６１ｂにＬＥＤ１３を収めてＬＥＤ配設部材１４のＬＥＤ実装面に接着等により取付けら
れている。この場合、レンズ５１を中心として対称に各レンズ６１が配設されている。従
って、図１１に示すように、中央位置のレンズ５１を挟むように１８０°離れて配置され
た二個のレンズ６１での反射面６１ｃ同士及び凸レンズ部６１ｆ同士の傾きは互いに逆と
なっている。又、ＬＥＤ配設部材１４に実装された各レンズ６１の光出射面６１ｃは、Ｌ
ＥＤ１３の光軸Ｘに対して斜めに交差することながないとともに、ＬＥＤ１３が実装され
たＬＥＤ配設部材１４の面（ＬＥＤ実装面）と平行に設けられていて、照射開口５ａに対
向している。
【００７８】
　以上のように前記照明器具１の光源部１１ａが備える複数のレンズは、ＬＥＤ１３の光
軸Ｙからレンズ出射面の中心を結ぶベクトルが異なっている組み合わせとなっている。言
い換えれば、配光のピーク角が異なる複数種類のレンズ５１、６１が組み合わされている
。具体的には、既述のようにレンズ５１の配光のピーク角は０°であり、このレンズの周
囲に配設された８個のレンズ６１の配光ピーク角は、予め用意された三種の中からのレン
ズの選択に応じて１０°、２０°、３０°のいずれかである。
【００７９】
　このような照明器具１を点灯させることにより、下方の照射面３に対して、１個のレン
ズ５１とこれが覆ったＬＥＤ１３とにより照明器具１の真下の領域（図１０中実線で囲ま
れて符号Ａで示した領域）が、このレンズ５１のビーム角に応じて照明される。これとと
もに照射面３に対して、８個のレンズ６１の内でレンズ５に縦横方向に隣接した４個のレ
ンズ６１とこれらが個々に覆ったＬＥＤ１３とにより、これら４個のレンズ６１の配光の
ピーク角とビーム角に応じて前記領域Ａの一部にラップして前記領域Ａからずれた領域（
図１０中点線で囲まれて符号Ｂで示した領域。）が照明される。同様に、照射面３に対し
て、８個のレンズ６１の内でレンズ５に斜め方向に隣接した他の４個のレンズとこれらが
個々に覆ったＬＥＤ１３とにより、これら４個のレンズ６１の配光のピーク角とビーム角
に応じて前記領域Ａに接しつつ前記領域Ｂに一部をラップして前記領域Ａ、Ｂからずれた
領域（図１０中二点鎖線で囲まれて符号Ｃで示した領域）が照明される。したがって、照
明器具１の下方の照射面３の広い範囲に照明できる。
【００８０】
　この場合、レンズ５１，６１は、その光出射面５１ａ，６１ａが平坦な面からなり、光
を大きく屈曲して外部に出射させるためののこぎり歯構造の光出射面を有していないので
、光出射面５１ａ，６１ａでの光制御に伴う損失が小さく、光の取出し効率が良い。した
がって、広い範囲を照明するのに好適である。
【００８１】
　このような照明を得るのに、既述のように配光のピーク角が異なる複数種類のレンズ５
１、６１を組み合わせた光源部１１ａを用いたので、前記４個の領域Ｂの真上に配光ピー
ク角が０°のレンズ６１及びこれに覆われるＬＥＤ１３を配置する必要がないとともに、
前記４個の領域Ｃの真上に配光ピーク角が０°のレンズ６１及びこれに覆われるＬＥＤ１
３を配置する必要がなく、レンズ５１及びこれに覆われたＬＥＤ１３の周りに、レンズ６
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１及びこれに覆われるＬＥＤ１３を接近させて配設できる。それにより、各ＬＥＤ１３及
び各レンズ５１，６１をより密集させた光源部１１ａを使用できるので、光源部１１ａの
設置に要する面積が小さくなる。
【００８２】
　しかも、領域Ｂ，Ｃを照明するのに、配光ピーク角が０°より大きいレンズ６１を使用
したことで、前記領域Ｂ，Ｃを照明するＬＥＤ及びこれを覆ったレンズ６１を、個々の領
域毎に異なった向きに傾ける必要がない。これにより、光源部１１ａの厚み方向の寸法が
薄くなるので、それに応じて器具本体５の厚みをコンパクトに構成できる。
【００８３】
　以上のようにＬＥＤモジュールをなした光源部１１ａの設置面積及びこの光源部１１ａ
の厚みが薄くなることにより、器具本体５、ひいては照明器具１をコンパクトに構成でき
る。
【００８４】
　しかも、光源部１１ａのＬＥＤ配設部材１４は、金属ベース１４ａを有した平板で作ら
れているので、点灯された各ＬＥＤ１３に発生する熱を、伝導させて金属ベース１４ａに
放出させることができる。そして、金属ベース１４ａの熱は、この金属ベース１４ａに面
接触している金属製のモジュール支持板９を経由して、金属製の器具本体５に伝えられて
、この器具本体５から外部に放出される。この場合、ＬＥＤ配設部材１４が平板であるの
で、放熱部材であるモジュール支持板９との熱伝達が円滑である。以上により、各ＬＥＤ
１３の温度上昇が抑制されて、各ＬＥＤ１３の温度のばらつきに基づく微妙な色のばらつ
きを抑制できる。
【００８５】
　なお、第２実施形態では、配光ピーク角が０°でレンズ群の中心に位置された１個のレ
ンズ５１の周りに、このレンズ５１とは配光ピーク角が異なるレンズ６１を配置したが、
これに代えて、例えば図９において縦方向（上下方向）に隣接した真ん中の三個のレンズ
を、配光ピーク角が０°のレンズとして、その左右両側の六個のレンズに配光ピーク角が
例えば１０°、２０°、３０°の中から選択されたレンズを用いて実施することができる
。同様に、例えば図９において横方向（左右方向）に隣接した真ん中の三個のレンズを、
配光ピーク角が０°のレンズとして、その上下両側の六個のレンズに配光ピーク角が例え
ば１０°、２０°、３０°の中から選択されたレンズを用いて実施することもできる。
【図面の簡単な説明】
【００８６】
【図１】本発明の第１実施形態に係る照明器具の設置状態を概略的に示す図。
【図２】図１の照明器具を示す斜視図。
【図３】図１の照明器具を示す概略的断面図。
【図４】（Ａ）は図１の照明器具が備えるＬＥＤモジュールを示す正面図。（Ｂ）は図４
（Ａ）のＬＥＤモジュールを示す側面図。
【図５】（Ａ）は図４のＬＥＤモジュールの一部を拡大して示す正面図。（Ｂ）は図５（
Ａ）中Ｆ５－Ｆ５線に沿って示す断面図。
【図６】図４のＬＥＤモジュールに使用可能な他の配光制御用レンズを示す一部断面した
側面図。
【図７】図４のＬＥＤモジュールに使用可能な更に他の配光制御用レンズを示す一部断面
した側面図。
【図８】本発明の第２実施形態に係る照明器具の設置状態を概略的に示す図。
【図９】図８の照明器具が備えるＬＥＤモジュールを示す正面図。
【図１０】図８の照明器具による照明パターンを説明する示す図。
【図１１】図８の照明器具が備える光源部を示す断面図。
【図１２】図８の照明器具が備える光源部に用いた一部のレンズによる配光曲線を示す図
。
【図１３】図８の照明器具が備える光源部に使用可能な他のレンズによる配光曲線を示す
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図。
【符号の説明】
【００８７】
　１…照明器具、２…器具本体、５ａ…照射開口、９…モジュール支持板（放熱部材）、
１１…光源部、１１ａ…ＬＥＤモジュールを兼ねる光源部、１２…ＬＥＤモジュール、１
３…ＬＥＤ、１４…ＬＥＤ配設部材、１４ａ…金属ベース、１５…ホルダー、１５ｂ…支
持部、１６…レンズ、１６ａ…光出射面、１６ｂ…凹部、１６ｃ…反射面、１６ｆ…凸レ
ンズ部、５１…レンズ、５１ａ…光出射面、５１ｂ…凹部、５１ｃ…反射面、５１ｆ…凸
レンズ部、６１…レンズ、６１ａ…光出射面、６１ｂ…凹部、６１ｃ…反射面、６１ｆ…
凸レンズ部、Ｘ…ＬＥＤの光軸、Ｙ…凹部及び凸レンズ部の中心軸線

【図１】

【図２】

【図３】
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