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に収容 された複数の」E D 光源 2 6 a 2 6 b とを備える発光装置 1 O において、光反射面 2 0 を凹面鏡 1 2 の中
心軸」を中心にして放射状に分割 して分割領域 それぞれに回転楕円面の一部が切 り取 られた部分楕円面 2 0 a
2 0 b を形成 し、」E D 光源 2 6 a 2 6 b を対応する部分楕円面 2 O a 2 0 b に向けて該対応する部分楕円面
2 0 a . 2 O b の焦点 F a F b にそれぞれ配設することによ り、上記課題を解決することができる。



明 細 苫

発光 装置
ま支 村分野

０００1 本発明は、発光ダイオードを光源とし、一般照明やプロジェクターなどに用いられる

発光装置に関する。

背月 村

０００2 一般照明やプロジェクターに用いられる発光装置として、内部に反射面が形成され

た凹面鏡と、当該反射面の焦点に配設された放電灯とを細み合わせたものが広く用

いられている ( 例えば、特許文献 : 特開平9 259622号公報 ) 。

０００3 しかし、放電灯は消費電力が大きく、かつ、放熱呈が多いとレづ問題があった。そこ

で、消費電力が小さく、かつ、放熱最も少ないという利点を有する発光ダイオード( 以

下、「 光源」という。) を発光装置の光源として用いることが提案されており、また

、 個当たりの光呈が放電灯と比べて少ないという 光源の欠点を補うため、複数

の 光源を備えることにょり、多くの光呈を出光することのできる発光装置が開発

されている。

０００4 このょうな複数の 光源を備える発光装置 の一例として、図2 4 に示すょうに、

内部に楕円面からなる反射面 が形成された凹面鏡 2 と、当該凹面鏡 2 の底部にお

いて、放射される光の中心軸が互いに略平行となるょうに並べられた複数の 光

源 3 とで構成された発光装置 が挙げられる。この発光装置 にょれば、複数の

光源 3 を同時に点灯することで出光呈を多くすることができる。

発明の開ぅ示

発明が解がさしようとする課題

０００5 しかし、 光源 3 から放射された光のうち、反射面 で反射されずに直接発光

装置 から出光される光 2 ( 図2 4 において破線で表示 ) の大部分は、発光装置 か
ら放射された光が照射すべき「照射領城」の外 ( 以下、「迷光領城」という。) を照らす

ことになる。このため、無駄な光 ( 二迷光 ) がロスになり、照射領城を照らす光呈が

光源 3 から放射される光呈に比べて少な過ぎ、光の利用効率が悪いとレづ問題があ



った。

０００6 また、従来の発光装置 では、複数の 光源3を使用するため懐中電灯のように

一定領城をある程度明るく照射することについてはそれなりの効果があるものの、す

べての 光源3が反射面 (楕円面) の焦点 fに配設されておらず、反射面 で

反射され、発光装置 から出光する光 (図24において実線で表示)を集光させて

集光効率を高めることが必要な分野、例えば、プロジェクター光源のような場合には

不向きであると づ問題があった。

０００7 さらに、従来の発光装置 では、 光源3は、凹面鏡2の底部において、放射さ

れる光の中心軸が互いに略平行となるように並べられており、 光源3同上を十分

に離隔して配設できない。このため、 光源3の発光時に生じる熱を逃がすため

の放熱板の大きさを大きくすることができず、 光源3を十分に冷却することができ

ないことから、 光源3の点灯中の温度が高くなって 光源3の寿命が短くなる

とレぢ問題もあった。

０００8 また、発光装置 から出光される光を平行光とする必要がある場合 (例えばザ一チラ

イトのようなもの)には、反射面 を放物面で形成する必要があるが、かかる場合でも

、図25に示すように、すべての 光源3が当該放物面の焦点 fに配設されていな

いので、放物面である反射面 2で反射された光 (図25において実線で表示) は

平行光にならず、また、反射面 2で反射されない光 2 (図25において破線で表示)

も当然に平行光ではない。このため、発光装置 から出光される光を完全な平行光に

することができず、平行光とならない無駄な光 (二迷光) がロスになり、上述したように

、照射領城を照らす光呈が 光源3から放射される光量に比べて少な過ぎ、やは

りこの場合も光の利用効率が悪いとレづ問題があった。

０００9 本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みて開発されたものである。それゆえ

に本発明の主たる課題は、反射面を複数の領城に分割して凹面鏡内に複数の焦点、

を設け、 光源を各焦点に配置して 光源から放射された光を反射面で反射

させ、反射鏡で反射された光を 点またはその近傍に集光させ、あるいは、平行光を

出光させることができるようにし、さらには、集合して配置された 光源群に対して

十分な大きさの放熱板を取り付けることにより長寿命化を図ることができる発光装置を



提供することにある。

課題を解決するための手段

００1０ 請求の範囲第 項に記載した発明(図 ～4)は、

( )光反射面2０を内側に有する凹面鏡 2と、前記凹面鏡 2の内側に収容された

複数の 光源26a 6b …とを備える発光装置 ０において、

( )前記光反射面2０は、前記凹面鏡 2の中心軸 を中心にして放射状に分割さ

れ、( C)前記分割領城Sそれぞれには回伝楕円面の一部が切り取られた部分楕円

面2０a 2０b …が形成されており、

( )前記部分楕円面2０a 2０b …はそれぞれ互いに典なる位置に焦点 a b

を有し、

( )前記 光源26a 26b… は、対応する前記部分楕円面2０a 2０b …に向け

て該対応する前記部分楕円面2０a 2０b …の焦点 a b …にそれぞれ配設されて

なることを特徴とする発光装置 ０である。

００11 本発明に係る発光装置 ０によれば、複数の 光源26a 26b… は、それぞれ対

応する部分楕円面2０a 2０b …の互いに典なる位置にある焦点 a b …に配設さ

れ、かつ、対応する部分楕円面2０a 2０bに向けて配設されているので、 光源2

6a 26b…から放射される光の大部分又は全部を部分楕円面2０a 2０b …で反射さ

せ、その集光点 (第2焦点)Ca Cb… にそれぞれ集光させることができ、その結果、

個では光呈が乏しい 光源26a 26b…でも、大光呈が要求されるプロジェクター

に用いることができる。この場合、後述するよぅに、集光点 (第2焦点)Ca Cb… が一致

しておれば更に好ま 、。なお、部分楕円面2０a 2０b …は、対応する分割領城S全

体としてもよレ七、分割領城Sの中央部分に位置するその主たる反射面だけに形成し

てもよい。

００12 また、互いに典なる位置にある焦点 a b …に 光源26a 26b…を配設して

いるので、 光源26a 26b… 間にある程度の間隔を設けることができ、 光源

26a 26b… に対して十分な大きさの放熱板を取り付けることができる。

００13 請求の範囲第2項に記載した発明は凹面鏡 2が複数の部分放物面を2０c 2０d

…を有する場合で、請求の範囲第 項と凹面鏡 2が相違するだけであるから、(図



～3、図 7 を用いて説明する。

(2 )光反射面2０を内側に有する凹面鏡 2と、前記凹面鏡 2の内側に収容された

複数の 光源26。、26 …とを備える発光装置 ０において、

(2 )前記光反射面2０は、前記凹面鏡 2の中心軸 を中心にして放射状に分割さ

れ、

(2C) 前記分割領城Sそれぞれには回伝放物面の一部が切り取られた部分放物面2

０c 2０d …が形成されており、

(2 )前記部分放物面2０c 2０d …はそれぞれ互いに典なる位置に焦点 c d

を有し、

(2 )前記 光源26。、26d… は、対応する前記部分放物面2０。、2０d …に向け

て該対応する前記部分放物面2０。、2０d …の焦点 。、 d…にそれぞれ配設されて

なることを特徴とする発光装置 ０である。

００14 本発明に係る発光装置 ０によれば、複数の 光源26。、26d… は、それぞれ対

応する部分放物面2０。、2０d …の焦点 。、 d…に配設され、かつ、対応する部分放

物面2０。、2０d …に向けて配設されているので、 光源26。、26d…から放射され

る光の大部分又は全部を部分放物面2０c 2０d …で反射させ、 光源26c 6d

…の個数にほほ相当する光呈の平行光線を出光させることができる。なお、部分放

物面2０c 2０d …は、請求の範囲第 項と同様、分割領城S全体としてもよレ七、分割

領城Sの中央部分に位置するその主たる反射面だけに形成してもよい。

００15 また、この場合も前記同様、互いに典なる位置にある焦点 c d …に、 光源

26c 6d …を配設しているので、 光源26c 26d… 間にある程度の間隔を設け

ることができ、 光源26c 26d に十分な大きさの放熱板を取り付けることができる

００16 請求の範囲第3項に記載した発明(図 )は、請求の範囲第 項の発光装置 ０に

関し、「複数の前記部分楕円面2０a 2０b …は、互いに同じ位置に集光点Ca Cbを

有するにとを特徴とする。すなわち、部分楕円面2０a 2０b …を若干内側に向けるよ

ぅに構成して複数の部分楕円面2０a 2０b …の集光点 (第2焦点)Ca Cb… が互いに

同じ位置にくるよぅにしてあるので、複数の 光源26a 26bから放射され、部分楕



円面2０a 2０bで反射された光をすべて つの集光点(第2焦点)Ca Cb… に集光さ

せることができ、その結果、前述のよぅに、 個では光呈が乏しい 光源26a 26b

…でも大光呈が要求されるプロジェクター用としてより好適な発光装置 ０を提供でき

る。

００17 請求の範囲第4項に記載した発明 (図5、6) は、請求の範囲第 ～3項のいずれか

に記載の発光装置 ０に関し、「前記 光源26は、紫外光 および肯色光 を

含む光を放射する肯色 53と、

前記肯色 53の発光面を覆い、前記肯色 53から放射された前記紫外光

を受けて黄色光 を発生させ、前記肯色 53から放射された前記肯色光

と前記黄色光 とを混合させて主に白色光W を放射する蛍光体 54と、

前記蛍光体 54の表面において、前記蛍光体 54の表面の前記肯色光 と混合さ

れない前記黄色光 が放射される部分を覆い、前記蛍光体 54の表面から放射され

る前記黄色光 を遮光する遮光体 56とを備えるにとを特徴とする。

００18 紫外光 および肯色光 を含む光を放射する肯色 53と、肯色 53から

放射される紫外光 を受けて黄色光 を生じさせる蛍光体 54とを協働させ、補色

関係にある肯色と黄色とを混合することにより、宝玉類や装飾品などの照明用光とし

て最適な白色光W を放射できることが知られている。

００19 ところが、蛍光体 54は、図6に示すよぅに、肯色 53の発光面を覆ぅよぅに形成

されているので、白色光W が放射される蛍光体 54の表面 (白色光放射面54a) の

周囲において、肯色光 が届かずに黄色光 だけが放射される領城 (黄色光放

射面54b) が生じる。このため、肯色 53と蛍光体 54とを細み合わせただけの

光源をそのまま請求の範囲第 ～3項の発光装置に用いると、照射領城54 には

白色光W が照射されるものの、照射領城54 の周囲に若干存在する迷光領城54

b には黄色光 が照射されて、色がにじみ出したよぅな状態となり、宝玉類や装飾

品などを照らす用途には適さなくなる。

００2０ この点、本発明に用いられる 光源26は、蛍光体 54の表面において、蛍光体 5

4の表面の肯色光 と混合されない黄色光 が放射される部分 (黄色光放射面54

)を覆い、蛍光体 54の表面から放射される黄色光 を遮光する遮光体 56をさらに



備えていることから、宝玉類や装飾品などの照明用光として最適な白色光W のみを

放射する発光装置 ０を提供することができる。

００2 1 請求の範囲第5項に記載した発明 (図 9) は、請求の範囲第 ～4項のいずれかに

記載の発光装置 ０に関し、「前記中心軸 上に配設され、前記凹面鏡 2の出光方

向に光を放射するセンター 光源5０を更に備えているにとを特徴とする。

００22 上述した請求の範囲第 項またはその従属項である請求の範囲第3項、さらにこれ

らに従属する請求の範囲第4項に記載の発光装置 ０では、出光される光は集光点 (

第2焦点 ) Ca Cb… に集光され、これに加えてセンター 光源5０からの光が加わ

ることになるから、集光点 (第2焦点 ) Ca Cb… が不一致の場合には、その中心にセ

ンター 光源5０からの光が加わり、また、集光点Ca Cb… が一致する場合には

、更にセンター 光源5０からの光が加算されてその光呈が増加する。

００23 これに対して請求の範囲第2項またはその従属項である請求の範囲第4項に記載

の発光装置 ０では、凹面鏡 2の中心軸 を中心にして光反射面2０が放射状に分

割されているので、その焦点 c d …(すなわち、 光源26c 26d…の配設位

置) は、中心軸 の周りに位置することになる。しかもこの場合、分割された各部分放

物面2０c 2０dから出光される光は平行光であるから、図 8に示すよぅに、発光装置

０から出光される光の照度分布において、中心軸 を中心として、その周りよりも暗

い部分が生じてしまぅにの部分を暗い領城 として表示する)。しかしながら本発明

では、図 9に示すよぅに、中心軸 上に配設されたセンター 光源5０が中心軸

に一致して凹面鏡 2の出光方向に光を放射するので、発光装置 ０から出光される

光の輝度分布において暗い領城 が生じるのを防止し、発光装置 ０から出光され

る光の照度分布を均一化させることができる。すなわち、照度の高均斉度を実現する

ことができる。

００24 請求の範囲第6項に記載した発明は、「前記 光源26から放射される光の照射

面は、対応する前記部分楕円面2０a 2０b …あるいは前記部分放物面2０c 2０d

の範囲内にあるにとを特徴とするもので、 光源26から放射される光は、すべて

対応する部分楕円面2０a 2０b …あるいは部分放物面2０。、2０d …で反射され、光

反射面2０が部分楕円面2０a 2０bである場合には 光源26から出光する光をす



へて集光点Ca Cbに集光させ、光反射面2０か部分放物面2０c 2０dてある場合に

はすへての光か互いに平行な平行光を出光させることかてき、迷光を極力減少させ

、照射面の明るさを最大にすることかてきる。換言すれは、 光源26から放射され

、部分楕円面2０a 2０b あるいは部分放物面2０。、2０d て反射されすに発光装

置 ０から直接出光する光呈を極小化することかてきるのて、発光装置 ０の照射領

城外から 光源26を不所望に直視してしまぅおそれかなくなるのて、発光装置 ０

を使用する作業員やュ一ザに「まふしさ (二クレア) 」を感しさせることかない。

００25 請求の範囲第7項に記載した発明 (図7) は、請求の範囲第6項に記載の発光装置

０に関し、「前記 光源26を前記凹面鏡 2の内側て保持する 保持部材28

をさらに備えており、

前記 保持部材28は、前記 光源26か取り付けられ、取り付けられた前記

光源26から放射される光の照射面か対応する前記部分楕円面2０a 2０b あ

るいは前記部分放物面2０c 2０d の範囲内となる 光源取付面6 を有するに
とを特徴とするものてある。

００26 請求の範囲第8項に記載した発明 (図8) は、請求の範囲第 ～6項のいすれかに

記載の発光装置 ０に関し、「前記 光源26を前記凹面鏡 2の内側て保持する

保持部材2 をさらに備えており、

前記 保持部材28は、前記 光源26よりも前記凹面鏡 2の出光方向側に

配段され、前記 光源26から放射された後、前記光反射面2０て反射されすに直

接放射される光を遮る遮光部72を有するにとを特徴とするものてある。

００27 本発明によれは、迷光やクレアの原因となる「 光源26から放射された後、光反

射面2０て反射されすに直接放射される光」を 保持部材28の遮光部72て遮るこ

とかてきるのて、迷光を極力減少させることかてき、また、発光装置 ０の照射領城外

から 光源26を不所望に直視してしまぅおそれかなくなるのて、発光装置 ０を使

用する作業員やュ一ザに「まふしさ (二クレア) 」を感しさせることかない。

発明の効果

００28 本発明の主たる効果は、複数の焦点に一致させて配段された複数の 光源か
ら出射された光を対応する部分反射面て反射させるものてあるか、反射面か部分楕



円面である場合には出光する光を対応する集光点に集光させ、あるいは反射面が部

分放物面である場合には平行光を出光させることにより複数の 光源から放射さ

れた光の無駄 (二迷光)を極力排除して 光源を使用する発光装置の高照度化

を図ることができる。また、焦点間の距離を十分離すことができるので、焦点にそれぞ

れ取り付けられた 光源に対して十分な大きさの放熱板を取り付けることができ、

発光装置の長寿命化を図ることもできる。

発明を実施するための最良の形態

００29 以下、本発明を図示実施例に従い、まず、光反射面に複数の部分楕円面が用レ屯

れた第 実施例について説明し、続いて、光反射面に複数の部分放物面が用いられ

た第2実施例について説明する。なお、第2実施例は光反射面が相違するだけであ

ることから、第2実施例の説明では共通部分について第 実施例の説明を援用してそ

の説明を省略し、相違部分を中心に説明する。

００3０ (第 実施例)

本発明を適用した発光装置 ０は、一般照明やプロジェクターに用いられるもので

あり、図 ～図3に示すよぅに、凹面鏡 2と、 光源ュニット 4と、 光源ュニッ
ト 4を保持するホルダー 6と、給電端子 8とを備えている。

００3 1 凹面鏡 2は、その内側に形成され、光を反射させる光反射面2０と、光反射面2０で

反射された光を凹面鏡 2から出光する出光開口22と、出光開口22に対向する位置

に設けられ、ホルダー 6に取り付けられる円筒状の中央取付筒部24とを有しており

、凹面鏡 2の中心を通り、出光開口22に直交する直線を凹面鏡 2の中心軸 とす

る。材質はガラスあるいはアルミニウムなどが使用され、アルミニウムの場合は反射面

に金属蒸着がなされ、ガラスの場合は一般的に赤外線透過被膜の光反射面2０が形

成されている傘状の本体部分 3の外表面に形成されている。とりわけ、発光装置 ０

では、後述するよぅに、 光源26からの熱は 保持部材28 (後述 ) によって効

率的に放熱されることから、ガラスやアルミニウムなどに比べて熱に弱い「樹脂」も、凹

面鏡 2の材質として用いることができる。

００32 光反射面2０は、中心軸 を中心にして放射状に複数の分割領城Sに分割されてお

り、図2から分かるよぅに、各分割領城S は本体部分 3の径方向外側に若干ずらされ



て形成されている。また、分割領城Sそれぞれには、回伝楕円面の一部が切り取られ

た部分楕円面2０a 2０bが形成されている。図の実施例では、分割領城S は互いに

大きさの等しい一対のものであり、部分楕円面2０a 2０bがそれぞれの分割領城S全

体を構成している。つまり、光反射面2０は、互いに大きさの等しい一対の部分楕円

面2０a 2０bを向かい合わせることによって構成されており、その境界は不連続にな

っている。もちろん、発光装置 ０の用途や要求される照射面形状に応じて、分割領

城S の大きさは互いに典なるものであっても良いし、部分楕円面2０a 2０bは各分剖

領城S の中央部分の主たる反射面に形成されていてもよい。また、各分割領城S の境

界は前述のよぅに不連続にならないよぅに滑らかな曲面あるいは平面で繋ぐよぅにし

てもよい。

００33 ここで「楕円面」について説明すると、まず「楕円面」の「楕円」 とは、図4に示すよぅ

に、ある平面上における任意の直線をX軸とし、このX軸に直交する直線を 軸とし、

X軸上に2つの任意の点 、 を定めたとき、点 からの距離 と点 からの距離 2と

の和S (つまり、 2二S ) が一定となる点Cの集合である。そして、X軸を中心軸と

してこの楕円 を回伝させたときの軌跡によって規定される面が 「回伝楕円面」あるい

は単なる「楕円面」である。

００34 このよぅな「楕円面」は、次のよぅな特徴を有している。すなわち、楕円面を全反射面

(入光した光がすべて反射する面) としたとき、点 から放射され、楕円面で反射され

た光はすべて点 に集光される。なお、点 を第 焦点、点 を第2焦点とよぶ場合も

あるが、木明細菩では、光の放射位置である点 を楕円面の「焦点 」と記載し、光が

集光される位置である点 を楕円面の「集光点C」と記載する。

００35 したがって、光反射面2０を構成する、回伝楕円面の一部が切り取られて形成され

た一対の部分楕円面2０a 2０bも「楕円面」であることに変わりないから、それぞれ焦

点 a bと集光点Ca Cbとを有していることは明らかである。そして、部分楕円面2

a 2０bは、径方向外側に位置をずらすことによりそれぞれ互いに典なる位置に焦

点 a bを有するよぅに配置されている。

００36 光源ュニット 4は (図 ～図3参照 ) 、光を放射する 光源26と、 光源

26がその先端側面に取り付けられている 保持部材28とで構成されており、凹



面鏡 2の内側にて中心軸 に一致するよぅに収容されている。

。
００3 7 光源26は、所定の電圧を印加することにより、例えば約9０ の光放射角 川

光放射角 ０はもちろん、これに限られない。で光を放射する電子部品であり、本実

施例では、部分楕円面2０a 2０bの数と同じ数の 光源26a 26b が用いられて

いる。その一方の 光源26a は、一方の部分楕円面2０aの焦点 aに配設されて

おり、他方の 光源26b は、他方の部分楕円面2０bの焦点 bに配設され、

光源26a 26b は対応する部分楕円面2０a 2０bに向けて光を放射するよぅになって

いる。

００38 また、 光源26を、図5、6に示すよぅに、笛体 5 2と、肯色 53と、蛍光体 54

と、遮光体 5 6と、電極 (図示せず) とで構成してもよい。

００39 笛体 5 2は、耐熱性樹脂で形成された矩形板状の部材であり、その中央部に肯色

53および蛍光体 54 が取り付けられる平面視円形の凹所5 2aが形成されている。

００4０ 肯色 53は、電極から給電されることにより紫外光 および肯色光 を含む

光を放射するものであり、笛体 5 2の凹所5 2aの底面に複数 (本実施例では6つであ

るが、もちろん、この数に限定されるものではない。) 並べて配設されている。また、複

数の肯色 53をひとまとまりとしたときの中心位置が部分楕円面2０a 2０bの焦点、

a bに位置するよぅになっている。

００4 1 蛍光体 54 は、シリコン樹脂に蛍光物が混入されたものであり、肯色 53を覆ぅよ

ぅにして笛体 5 2の凹所5 2aに充填されている。この蛍光物は、肯色 53から放射

された紫外光 を受けて黄色光 を発生させる性質を有している。そして、肯色

53から放射された肯色光 と当該黄色光 とが混合して白色光W となり、蛍

光体 54 の表面 (白色光放射面54a) から放射される。その一方で、蛍光体 54 は肯色

53の発光面を覆ぅよぅに形成されていることから、白色光放射面54a の周囲に

おいて、肯色光 が届かずに黄色光 だけが放射される領城が生じるにの領城

に含まれる蛍光体 54の表面を「黄色光放射面54b」とよぶ 。

００42 遮光体 5 6は、笛体 5 2の表面よりもやや大きく形成されたアルミニウム製の板材であ

り、蛍光体 54の表面に無機系あるいは有機系の接着剤などで取り付けられている。

また、遮光体 5 6の白色光放射面54a に対応する部分には、白色光W を通過させる



ための? 58 (白色光放射面54aに対応する部分のみを透光性材料で窓のよぅに形

成してもよい)が設けられている。なお、上述したとおり、遮光体56には、肯色 5

3からの熱を効率よく放熱するためにアルミニウム製の板材が用いられているが、シリ

コンなど他の材質であってもよい。また、遮光性の耐熱塗料を黄色光放射面54bに

塗布することにより、遮光体 56を形成してもよい。

００43 この 光源26によれば、黄色光放射面54bが遮光体 56で覆われていることから

が、白色光放射面54aから放射される白色光W は孔 を通り抜けて放射されるの

で、宝玉類や装飾品などの照明用光として最適な白色光のみを放射する発光装置

0を提供することができる。なお、本実施例に係る遮光体 が遮光するのは、部分楕

円面2０a 2０bの焦点 a bから離間した位置から放射される迷光領城を照射する

黄色光 だけであり、この黄色光 を遮光することにより、発光装置 ０全体から放

射される光呈は低下するものの、発光装置 ０が照射すべき照射領城54a を照射す

る光呈は全く変わらないので、遮光体 を取り付けたことによる問題は生じない。ま

た、遮光体 56の裏面を鏡状に形成し、遮光体 の裏面で黄色光 を反射させるこ

とにより、黄色光 を照射領城54a に向けて放射させることができる。この場合、発

光装置 ０全体から放射される光呈の低下を回避することができる。

００44 また、 光源26a 26bから放射される光の照射面は、対応する部分楕円面2０a

2０bの範囲内にあることが望ましく、その場合は反射光を全て集光点Ca Cbに集

めることができる。 光源26a 26bから放出される光の照射面を対応する部分楕

円面2０a 2０bの範囲内にするには、 光源26の光放射角 ０と、対応する部分

楕円面2０a 2０bの大きさと、 光源26から当該部分楕円面2０a 2０bまでの距

離とが関係する。すなわち、光放射角 ０が大きく、あるレソま 光源26から対応す
る部分楕円面2０a 2０bまでの距離が長いほど、部分楕円面2０a 2０bの大きさを大

きくする必要がある。逆に、光放射角 ０が 、さく、あるレソま 光源26から対応する

部分楕円面2０a 2０bまでの距離が短いほど、部分楕円面2０a 2０bの大きさは 、さ

くてもよくなる。また、後述するよぅに、部分楕円面2０a 2０bに対する 光源26の

向きを調節してもよい。



００45 保持部材2 は (図 ～3) 光源26a 26bを凹面鏡 2の内側における

所定の位置(二焦点 a b)に保持する短冊状の例えばシリコン某板あるいはブリン

ト某板の接着合板、またはアルミニウム板であり、その自由端であるその一方端部の

表裏面には、一対の 光源26a 26bが、互いの裏面 (光を放射する面に対する

反対の面)を向かい合わせるよぅにしてそれぞれ接着により実装されている。また、

保持部材28の表裏面には、それぞれ給電回路3０が形成されており、この給電

回路3０を通して 光源26a 26bに電力が供給されるよぅになっている (アルミニ

ウム板の場合は、例えば、 光源26a 26bとアルミニウム板との間を電気的に絶

縁し、導線によって 光源26a 26bに電力を供給する。)。また、 保持部材

2 は、例えば前述のよぅ こシリコン某板あるいはブリント某板、またはアルミニウム板

など熱伝導性の高い材質で形成されており、 光源26a 26bが発光すると同時

に発生する熱を 光源26a 26bからすばやく受け取ることができるよぅになって

いる。つまり、 保持部材28は、単に 光源26a 26bを保持するだけでなく、

光源26a 26bへ給電するとともに、 光源26a 26bの放熱板としての役割

をも有している。また、 保持部材28の他方端部は、凹面鏡 2の中央取付筒部2

4に取り付けられている (取り付けの詳細については後述する)。さらに、後述するよぅ

に、給電回路3０への給電は、給電端子 8からリード線4０を介して行われる。また、

保持部材28の厚みは、その表裏面に実装された 光源26a 26bがそれぞ

れ部分楕円面2０a 2０bの焦点 a bに位置するよぅに設定されている。

００46 なお、上述した 保持部材2 は短冊状に形成しているが、図7に示すよぅに、

保持部材28を、短冊状のべ一ス部6０と、べ一ス部6０の一方端から延び、

光源26a 26bが取り付けられる 光源取付面6 を有する 光源取付部62と

で構成してもよい。

００47 光源取付面6 は、 光源26a 26bから放射される光の照射面が対応す

る部分楕円面2０a 2０bの範囲内となるよぅにべ一ス部6０に対して所定の角度 巳だ

け傾けられており、 光源取付面6 に取り付けられた 光源26から放射され

る光の照射面は、対応する部分楕円面2０a 2０bの範囲内に位置することになる。

００48 また、 保持部材28の他の実施例として、図8に示すよぅに、 保持部材28



を、短冊状のべ一ス部7０と、 光源26から放射された後、光反射面2０で反射さ

れずに出光開口22から直接放射される光を遮る遮光部7 2とで構成してもよい。

００49 遮光部72は、 光源26よりも凹面鏡 2の出光方向側であるべ一ス部7０の自

由端の側面から突設されており、べ一ス部7０に取り付けられた 光源26a 26b

から放射された光のぅち、光反射面2０で反射されずに出光開口22から直接放射さ

れる光のみを遮ることができるよぅに、その高刮が設定されている。

００5０ また、給電回路 3０の形状は、図9に示すよぅに、できるだけ幅広に形成してもよい。

具体的に説明すると、給電回路 3０の幅は、 光源26の近傍においては、

光源26の電極の幅と同程度になるがにのときの幅を とする) 、 光源26からあ

る程度離間した位置からは、より幅広 (二 2) に形成する。

００5 1 光源26の点灯中は、 光源26で発生した熱が給電回路 3０に伝導される

とともに、電流が流れることで給電回路 3０自体が発熱するが、給電回路 3０を幅広に

形成することにより、給電回路 3０からの放熱面積を増加させることができるので、給

電回路 3０の温度が不所望に上昇するのを防止することができる。

００5 2 ホルダー 6は、セラミックなどの耐熱性材料によって形成された略円筒状の部材で

あり、図3に示すよぅに、ホルダー 6には、その一方端面に凹面鏡 2の中央取付筒

部24が嵌め込まれる凹面鏡取付満32と、 光源ュニット 4を構成する 保持

部材28の他方端部が嵌め込まれる 光源ュニット取付? 34とが設けられている。

また、ホルダー 6の他方端面には、給電端子 8が嵌め込まれる給電端子取付満36

と、リード線4０(後述 )を挿通させるリード線挿通孔3 8とが設けられている。また、

光源ュニット取付 34とリード線挿通孔38とは、ホルダー 6の中心部において互

いに速通されており、 保持部材28の表裏面に設けられた給電回路 3０にリード

線4０を接続できるよぅになっている。また、凹面鏡 2 光源ュニット 4および給

電端子 8は、それぞれホルダー 6に嵌め込まれた後、無機接着材によってホルダ

ー 6に接若されている。なお、無機接着材料としては、アルミナーシリカ (

) 系、アルミナ ( 系あるいは炭化ケイ素 ( C) 系の無機接着材を用いること
2 2 3

ができる。また、発光時における 光源26の温度が比較的低温であることから、

接着材としてェポキシ樹脂を用いてもよい。



００53 給電端子 8は、外部から電力を受け入れるための電極部材であり、互いに電気的

に絶縁された口金電極 8aと中央電極 8bと絶縁材 8cとで構成されている。口金

電極 8aは導電性を有する金属製の筒状体であり、その外面にはネジが切られてお

り、図示しない発光装置ソケットに螺合されるよぅになっている。また、中央電極

は、導電性を有する金属製の部材であり、口金電極 8aの一方端部に絶縁材 8。を
介して取り付けられている。また、口金電極 8aおよび中央電極 8bにはそれぞれリ

ード線4０の一方端が電気的に接続されており、リード線4０の他方端は、ホルダー 6

のリード線挿通孔38を通って、 保持部材2 に設けられた給電回路3０に電気的

に接続されている。

００54 この発光装置 ０は一例を示せば以下の手順で製造される。 保持部材28に

光源26a 26bを接着及び給電回路3０との電気的接続を行ぅことにより実装した

光源ュニット 4を準備し、他方端面に給電端子 8を取り付けたホルダー 6を

用意し、次に、ホルダー 6の一方端面に 光源ュニット 4を取り付け、最後に凹

面鏡 2に 光源ュニット 4を中央取付筒部24に後から挿入し、焦点合わせをし

つつホルダー 6を中央取付筒部24に固定する。

００55 このよぅにして製造した発光装置 ０の給電端子 8に通電すると、リード線4０およ

び 保持部材28に形成された給電回路3０を介して 光源26a 26bに通電

され、 光源26a 26bが光を放射する。 光源26a 26bから放射された光は

、それぞれ対応する部分楕円面2０a 2０bで反射され、出光開口22を通って発光装

置 ０から出光される。

００56 第 実施例に係る発光装置 ０において、複数の 光源26a 26bは、図 ０に

示すよぅに、それぞれ対応する部分楕円面2０a ０bの焦点 a bに配設され、か

つ、前記 光源26a 26b… は、対応する前記部分楕円面2０a 2０b …に向けて

該対応する前記部分楕円面2０a 2０b …の焦点 a b …にそれぞれ配設されてい

るので、 光源26a 26bから放射される光の全てあるいはその大半を対応する

部分楕円面2０a 2０bで反射させ、これらを集光点Ca Cbに集光させることができる

００57 特に 光源26a 26bから放射される光の照射面が、対応する部分楕円面2０a



2０bの範囲内にある場合 (図7に示す場合も含む)には、 光源26a 26bから

放射される光をすべて対応する部分楕円面2０a ０bで反射させ、すべて集光点Ca

Cbに集光させることができ、迷光を極力減少させ、照射面の明るさを最大にするこ

とができる。また、発光装置 ０から直接出光する光呈を極小化することができるので

、発光装置 ０を使用する作業員やュ一ザに「まぶしさ(二グレア) 」を感じさせることが

ない。なお、図8で示したよぅに、 光源26から放射された後、光反射面2０で反

射されずに出光開口22から直接放射される光を遮る遮光部72を設けることによって

も、グレア防止の効果を奏することができる。

００58 さらに、図 に示すよぅに、部分楕円面2０aおよび2０bを若干内向きに傾けること

により、部分楕円面2０aおよび2０bの集光点CaおよびCbが互いに同一の点となるよ

ぅに光反射面2０を構成してもよく、このよぅに構成することで、発光装置 ０から出光さ

れるすべての光を の集光点 (図中、集光点Ca Cb) に集光することができ、その結

果、 個では光呈が乏 、 光源でも複数の 光源26a 26bにより大光呈が

要求されるプロジェクター用として提供できる。

００59 また、図 ０に示したよぅに、集光点Ca Cbが不一致の場合、焦点 a 集光点Ca

、焦点 b 集光点Cb間の距離fa bを違えてやると、前後に焦点を結ぶことになり

、距離fa fbを等しくすると並んで焦点を結ぶことになる。また、この場合、集光点Ca

Cbの少なくともいずれか一方を中心軸 上に設定してもよい。

００6０ また、互いに典なる位置にある焦点 a bに 光源26a 26bを配設している

ので、 光源26a 26b間にある程度の間隔を設けることができ、 光源26a

26bに対して十分な大きさの放熱板 (本実施例では、 保持部材2 が放熱板の

役割をも有している)を取り付けることができる。これにより、 光源26a 26bに対

して十分な大きさの放熱板を取り付けて発光装置 ０の長寿命化を図ることもできる。

もちろん、各 光源26a 26bに必要な大きさの放熱板をそれぞれ取り付けるよぅ

にしてもよい。

００61 また、凹面鏡 2の出光方向に光を放射するセンター 光源5０を中心軸 上に

更に配設してもよい(図示せず)。これにより、発光装置 ０から出光され、集光点 (第

2焦点 ) Ca Cbに集光された光に加えて、センター 光源5０からの光が加わるこ



とになるから、集光点 (第2 焦点 ) C a C b が不一致の場合には、その中心にセンター

光源 5 ０からの光が加わり、また、集光点 C b が一致する場合には、更にセ

ンター 光源 5 ０からの光が加算されてその光呈が増加する。

００6 2 また、本実施例に係る発光装置 ０を用いた光学系として、例えば図 2 に示すよぅ

な光学系 ００を挙げることができる。この光学系 ００は、液品ディスプレイ( C )や

デジタルミラーデバイス ( )などのマイクロディスプレイである照射面 ０2 を照射

するためのものであり、発光装置 ０と、照射面 ０2 と、四角柱状のロッドレンズ ０4 と

、一対の凸レンズ ０6 とで構成されている。ロッドレンズ ０4 は、その一方端面 ０4 a

から導入された光の照度分布を均一化して他方端面 ０4 bから出光する光学部材で

ある。

００6 3 発光装置 ０から出光された光は、ロッドレンズ ０4 の一方端面 ０4 aからロツドレン

ズ ０4 の内部に導入され、ロッドレンズ ０4 の内部を通り、照度分布が均一化された

状態でロツドレンズ ０4 の他方端面 ０4 bから出光される。ロッドレンズ ０4 の他方端

面 ０4 bから出光された光は、一対の凸レンズ ０6 を介して照射面 ０2 を照射する。

００6 4 本実施例に係る発光装置 ０によれば、発光装置 ０から出光される光をすべてロツ

ドレンズ ０4 の一方端面 ０4 a に集光させることができるので、照射面 ０2 を照射す

る光呈を極大化することができる。

００6 5 なお、上述した実施例では、 保持部材 2 8 をホルダー 6 で固定するよぅにして

いたが、 保持部材 2 の固定方法はこれに限られるものではなく、例えば、図 3

4 に示すよぅに、 保持部材 2 を略円盤状の鍔部材 8 ０の中央部に取り付け、

この鍔部材 8 ０を凹面鏡 2 における光反射面2０の底部に設けられた 保持部材

固定部 8 2 に嵌め込み、鍔部材 8 ０と 保持部材固定部 8 2 とを接着剤8 3 で固定す

ることにより、 保持部材 2 8 を凹面鏡 2 に固定してもよい。

００6 6 鍔部材 8 ０は、図 5 6 に示すよぅに、その中央部に 保持部材 2 の下端部が

嵌挿される平面視長方形状の 保持部材嵌挿孔8 4 を有しており、この 保持

部材嵌挿孔8 4 の互いに対向する短辺には、一対の舌片8 6 が斜め下向きに形成さ

れている。また、鍔部材8 ０の周縁には、 保持部材固定部8 2 に設けられた位置

決め用凸部 9 6 (後述 ) を受け入れる位置決め用凹所 8 8 が形成されている。



００67 本実施例の 保持部材2 は、幅狭の下端部28a と幅広の上端部28b とで構成

され、下端部28a が鍔部材8０の 保持部材嵌挿孔84 に嵌挿される。また、下端

部28a と上端部28b との間には、段部28c が形成されており、下端部28a の両側面に

は、鍔部材8０が 保持部材28の段部28c に当接するまで、 保持部材2 の

下端部28a を 保持部材嵌挿孔84 に嵌挿したとき、鍔部材8０の舌片8 6と協働し

て鍔部材8０を 保持部材2 に固定する鍔部材固定用凸片9０が形成されている

００68 保持部材固定部 は (図 3 4 ) 、鍔部材嵌込部92と縮径部94とで構成さ

れている。鍔部材嵌込部92は、凹面鏡 2の内側空間と中央取付筒部24の内側空

間との間において凹面鏡 2の内側空間側に開口し、かつ、中央取付筒部24に向か
ぅにつれて縮径し、鍔部材8０が嵌め込まれる円錐台状の鍔部材嵌込空間9 を形成

する部分である。また、縮径部94は、鍔部材嵌込部92の中央取付筒部側端に連接

し(連接部95) 、中央取付筒部24に向かぅにつれて鍔部材嵌込空間9 よりも大きく

縮径する円錐台状の縮径空間9 3を形成する部分である。また、 保持部材固定

部 の鍔部材嵌込部92には、鍔部材8０の位置決め用凹所8 8に受け入れられる位

置決め用凸部96が形成されている。

００69 また、鍔部材8０の径は、鍔部材嵌込部9 2に嵌め込まれた鍔部材8０の下面周縁が

鍔部材嵌込部92と縮径部94とが連接する連接部9 5に当接するよぅに設定されてい
る。

００7０ 本実施例によれば、 保持部材28に鍔部材8０を取り付け、鍔部材8０の位置決

め用凹所8 8を 保持部材固定部8 2の位置決め用凸部96に合わせつつ、鍔部

材8０をその下面周縁が連接部9 5に当接するまで鍔部材嵌込部92に嵌め込むこと

により、凹面鏡 2の内部空間における鍔部材8０の位置が一義的に決まり、凹面鏡

2の内部空間における 保持部材28に取り付けられた 光源26の位置も一

義的に決まる。

００7 1 したがって、あらかじめ 光源26から鍔部材8０の下面までの距離や位置決め

用凹所8 8の位置を適切に設定しておくことにより、位置決め用凹所8 8を位置決め用

凸部96に合わせつつ、鍔部材8０を鍔部材嵌込部92に嵌め込むだけで、 光源



26を容易かつ正確に部分楕円面2０a 2０bの焦点 a bに位置決めすることがで

きる。

００72 また、 保持部材固定部8 2は、上述したよぅに、鍔部材嵌込部92よりも中央取

付筒部24側に円錐台状の縮径空間93を形成する縮径部94を有していることから、

鍔部材8０を鍔部材嵌込部92に嵌め込んだ状態において、鍔部材8０の下面と縮径

部94の表面との間には、縮径空間93が常に確保されている。このため、接着剤8 3

がこの縮径空間93に入り込んで、鍔部材8０の下面と縮径部94の表面との間に挟み

込まれた状態となり、 保持部材固定部8 2と鍔部材8０とを確実に固定することが

できる。

００73 (第2実施例)

第2実施例に係る発光装置 ０も、第 実施例と同様、凹面鏡 2と、 光源ュニ

ット 4と、 光源ュニット 4を保持するホルダー 6と、給電端子 8とを備えており

、第 の実施例では光反射面2０が部分楕円面2０a 2０bを有する分割領城Sで構成

されているのに対し、この第2実施例では光反射面2０が部分放物面2０。、2０を有

する分割領城Sで構成されている点で互いに相違しているだけであり、共通部分は

第 実施例の説明を援用し、相違する光反射面2０に関する内容を中心に説明する。

また、図 ～図3を用いて第2実施例について説明するが、上述の通り、第2実施例

では、光反射面2０は、部分放物面2０。、2０dを有する分割領城Sで構成されており、

光源26c 26d が設けられている (図中、かっこ付き参照番号)。

００74 第2実施例に係る発光装置 ０の光反射面2０も中心軸 を中心にして放射状に複

数の分割領城S に分割されており、各分割領城S は、本体部分 3の径方向外側に

若干ずらされて形成されており、分剖領域Sそれぞれには、回転放物面の一部が切

り取られた部分放物面2０c 2０dが形成されている。また、分割領城Sは、互いに大き

さの等 、一対のものであり、部分放物面2０c 2０dは、分割領城S全体を構成して

いる。つまり、光反射面2０は、互いに大きさの等しい一対の部分放物面2０c 2０dを

突き合わせることによって構成されている。もちろん、発光装置 ０の用途や要求され

る照射面形状に応じて、分割領城Sの大きさは互いに典なるものであっても良いし、

部分放物面2０。、2０dは、対応する分割領城S の中央部分の主たる反射面に形成さ



ここで「放物面」について説明すると、「放物面」は、「放物線」Pによって規定された

面であり、放物線Pは、図 7に示すよぅに、ある平面上における任意の直線をX軸と

し、このX軸に直交する直線を 軸とし、さらに、X軸上に任意の点 を定めるとともに

、 軸に平行な直線である基準線 を定めたとき、点 からの距離 3と基準線 から

の距離 4とが互いに等しくなる点Gの集合である。また、このときのX軸を放物線Pの

中心軸といぅ。そして、この放物線Pをその中心軸まわりに回転させたときの軌跡によ

って規定される面が 「回転放物面」あるいは「放物面」である。

このよぅな「放物面」は、次のよぅな特徴を有している。すなわち、放物面を全反射面

(入光した光がすべて反射する面)としたとき、点 から放射され、放物面で反射され

た光はすべて互いに平行な平行光となる。なお、木明細菩では、光の放射位置であ

る点 を放物面の「焦点 」と記載する。

従って、光反射面2０を構成する、回転放物面の一部が切り取られて形成された一

対の部分放物面2０c 2０dも「放物面」であることに変わりないから、それぞれ焦点 c

dを有していることは明らかである。そして、部分放物面2０c 2０dは、それぞれ互

いに典なる位置に焦点 c dを有するよぅに配置されている。

本実施例では、部分放物面2０。、2０dの数と同じ数の 光源26。、26dが用い
られており、一方の 光源26。は、一方の部分放物面2０。の焦点 。に、他方の

光源26dは、他方の部分放物面2０dの焦点 dに、それぞれ対応する部分放物

面2０c 2０dに向けて配設されている。部分放物面2０c 2０dと 光源26c 26d

との関係は第 実施例と同じであるが、反射面が放物面であるから、 光源26a

26bから放射される光の大部分あるいは全部 ( 光源26。、26dから放射される光

の照射面が対応する部分放物面2０c 2０dの範囲内にある場合 )を互いに平行な平

行光として出光させることができ、迷光を極力減少させ、照射面の明るさを最大にす

ることができる。

また、部分放物面2０c 2０dの互いに典なる位置にある焦点 c dに 光源2

6c 26dを配設しているので、 光源26c 26d間にある程度の間隔を設けること

ができ、 光源26c 26dに対して十分な大きさの放熱板 (本実施例では、



保持部材28が放熱板の役割をも有している)を取り付けることができ、長寿命化を図

ることもできる。もちろん、各 光源26c 26d に必要な大きさの放熱板をそれぞれ

取り付けるよぅにしてもよい。

００8０ なお、第2実施例に係る発光装置 ０では、凹面鏡 2の中心軸 を中心にして光反

射面2０が放射状に分割されているので、その焦点 。、 d (すなわち、 光源26

c、26d の配設位置) は、中心軸 の周りに位置することになる。しかもこの場合、分割

された各部分放物面2０c 2０dから出光される光は平行光であることから、図 8に示

すよぅに、発光装置 ０から出光される光の照度分布において、中心軸 を中心とした

周囲にその周りよりも暗い部分が生じてしまぅにの部分を暗い領城 として表示す

るにとも第1実施例と同じである。それ故、図 9に示すよぅに、凹面鏡 2の出光方向

に光を放射するセンター 光源5０を中心軸 上に更に配設することが好ま 、。

中心軸 上に配設されたセンター 光源5０が中心軸 に一致して凹面鏡 2の出

光方向に光を放射することにより、発光装置 ０から出光される光の輝度分布におい

て中心軸 を中心とした周囲よりも暗い領城 が生じるのを防止し、発光装置 ０か
ら出光される光の照度分布を均一化させることができる。すなわち、照度の高均斉度

を実現することができる。

００8 1 また、図2０に示すよぅに、センター 光源5０から放射された光を集光するため

の凸レンズ5 を設けることにより、センター 光源5０から放射された光で暗い領

城 を集中的に照射することができるので、より効率的に、発光装置 ０から出光さ

れる光の照度分布を均一化することができる。すなわち、照度の均斉度をさらに高め

ることができる。

００82 また、本実施例に係る発光装置 ０を用いた光学系として、例えば図2 に示すよぅ

な光学系 2００を挙げることができる。この光学系 2００は、ブリント基板露光装置の照

射面2０2を均一な照度分布の光で照射するためのものであり、発光装置 ０と、照射

面2０2と、光の照度分布を均一化する一対のフライアイ2０4と、凸レンズ2０6とで構

成されている。発光装置 ０から出光された互いに平行な光は、一対のフライアイ2０4

を通り、凸レンズ2０6を介して照射面2０2を照射する。本実施例に係る発光装置 ０

によれば、発光装置 ０から平行光を出光できることから、光の照度分布がフライアイ



2０4で均一化される度合いをさらに高めることができ、より均一な照度分布の光で照

射面2０2を照射することができる。

００83 上述した第 実施例および第2実施例では、光反射面2０を凹面鏡 2の中心軸を

中心にして放射状に2つの分割領城S に分割し、これら2つの分割領城S に部分楕円

面2０a 2０bあるいは部分放物面2０c 2０が構成されていたが、光反射面2０の分

割数は、3分割あるいはそれ以上の分割数であってもよい。例えば、第 、2実施例に

係る発光装置 ０の光反射面2０を3分割した場合について、図22および23に示す。

この場合、発光装置 ０は3つの 光源26。、26 26 を有しており、これら

光源26e 26f 26 は、部分楕円面2０e 2０f 2０の互いに典なる位置にある焦点、

e に配設されていること 、刊 ぅまでもない。

図面の簡単な説明

００84 図 本発明に係る発光装置を示す斜視図である。

図2 本発明に係る発光装置を示す正面図である。

図3 本発明に係る発光装置を示す断面図である。

図4 楕円の定義を示す図である。

図5 光源のその他の実施例を示す分解斜視図である。

図6 光源のその他の実施例を示す断面図である。

図7 保持部材のその他の実施例を示す断面図である。

図8 保持部材のその他の実施例を示す断面図である。

図9 給電回路のその他の実施例を示す図である。

図1０第 の実施例に係る発光装置を発光させたときの状態を示す説明図である。

図11 第 の実施例に係る発光装置の変形例を示す説明図である。

図12 第 の実施例に係る発光装置を用いた光学系を示す概略図である。

図13 保持部材の固定方法に関する他の実施例を示す断面図である。

図14 保持部材の固定方法に関する他の実施例を示す正面図である。

図15 他の実施例に係る 保持部材および鍔部材を示す分解斜視図である。

図16 図 5におけるX 矢視による断面図である。

図17 放物線の定義を示す図である。



図18 第2の実施例に係る発光装置を発光させたときの状態を示す図である。

図19 第2の実施例に係る発光装置の変形例を示す説明図である。

図2０第2の実施例に係る発光装置の変形例を示す説明図である。

図2 1 第2の実施例に係る発光装置を用いた光学系を示す概略図である。

図22 他の実施例に係る発光装置を示す斜視図である。

図23 他の実施例に係る発光装置を示す正面図である。

図24 従来技術を示す概略図である。

図25 従来技術を示す概略図である。



請求の範囲

光反射面を内側に有する凹面鏡と、前記凹面鏡の内側に収容された複数の

光源とを備える発光装置において、

前記光反射面は、前記凹面鏡の中心軸を中心にして放射状に分割され、

前記分割領城それぞれには回伝楕円面の一部が切り取られた部分楕円面が形成

されており、

前記部分楕円面はそれぞれ互いに典なる位置に焦点を有し、

前記 光源は、対応する前記部分楕円面に向けて該対応する前記部分楕円面

の焦点にそれぞれ配設されてなることを特徴とする発光装置。

2 光反射面を内側に有する凹面鏡と、前記凹面鏡の内側に収容された複数の

光源とを備える発光装置において、

前記光反射面は、前記凹面鏡の中心軸を中心にして放射状に分割され、

前記分割領城それぞれには回伝放物面の一部が切り取られた部分放物面が形成

されており、

前記部分放物面はそれぞれ互いに典なる位置に焦点を有し、

前記 光源は、対応する前記部分放物面に向けて該対応する前記部分放物面

の焦点にそれぞれ配設されてなることを特徴とする発光装置。

3 複数の前記部分楕円面は、互いに同じ位置に集光点を有することを特徴とする請

求の範囲第 項に記載の発光装置。

4 前記 光源は、

紫外光および肯色光を含む光を放射する肯色 と、

前記肯色 の発光面を覆い、前記肯色 から放射された前記紫外光を受け

て黄色光を発生させ、前記肯色 から放射された前記肯色光と前記黄色光とを

混合させて主に白色光を放射する蛍光体と、

前記蛍光体の表面において、前記蛍光体の表面の前記肯色光と混合されない前

記黄色光が放射される部分を覆い、前記蛍光体の表面から放射される前記黄色光

を遮光する遮光体とを備えることを特徴とする請求の範囲第 ～3項のいずれかに記

載の発光装置。



5 前記中心軸上に配設され、前記凹面鏡の出光方向に光を放射するセンター

光源を更に備えていることを特徴とする請求の範囲第 ～4項のいずれかに記載の

発光装置。

6 前記 光源から放射される光の照射面は、対応する前記部分楕円面あるレソま

前記部分放物面の範囲内にあることを特徴とする請求の範囲第 ～5項のいずれか

に記載の発光装置。

7 前記 光源を前記凹面鏡の内側で保持する 保持部材をさらに備えており

前記 保持部材は、前記 光源が取り付けられ、取り付けられた前記

光源から放射される光の照射面が対応する前記部分楕円面あるいは前記部分放物

面の範囲内となる 光源取付面を有することを特徴とする請求の範囲第6項に記

載の発光装置。

8 前記 光源を前記凹面鏡の内側で保持する 保持部材をさらに備えており

前記 保持部材は、前記 光源よりも前記凹面鏡の出光方向側に配設され

、前記 光源から放射された後、前記光反射面で反射されずに直接放射される

光を遮る遮光部を有することを特徴とする請求の範囲第 ～6項のいずれかに記載

の発光装置。



25

補正された請求の範囲

2００9年3月 日 ( ０3 2００9 ) 国際事務局受理

( 除

2 (削除)

3 (削除

4 (削除)

5 (削除)

6 削除)

7 (削除)

[8 除

[9 (追加) 光反射面を内側に有する凹面鏡 と、前記凹面鏡の内側に収容 された複数の

光源 と、前記 光源を前記凹面鏡の内部で保持する短冊状の 保持部材 と、

前記 保持部材を前記凹面鏡に固定する円盤状の鍔部材とを備える発光装置であって

前記光反射面は、前記凹面鏡の中心軸を中心にして放射状に分割 され、

前記分割領域それぞれには回転楕円面の一部が切 り取 られた部分楕円面が形成 されてお
り、

前記部分楕円面はそれぞれ互いに異なる位置に焦点を有 し、

前記 光源は、対応する前記部分楕円面に向けて該対応する前記部分楕円面の焦点

にそれぞれ配設 されており、

前記 光源から放射 される光の照射面は、対応する前記部分楕円面の範囲内にあり、

・ 前記鍔部材は、その中央部に前記 保持部材の下端部が嵌挿される平面視長方形状

の 保持部材嵌挿孔を有 しており、

前記凹面鏡の前記光反射面の底部には、鍔部材嵌込部 と縮径部 とで構成 された、前記鍔

部材が嵌め込まれる 保持部材固定部が設けられており、

補正された用紙 条約第 19条



前記鍔部材嵌込部は、前記凹面鏡の内側空間側に開口し、かつ、前記内側空間から離間す
るにつれて縮径 し、前記鍔部材が嵌め込まれる円錐台状の鍔部材嵌込空間を形成 し、

前記縮径部は、前記鍔部材嵌込部の前記内側空間側 とは反対側端に連接 し、前記内側空

間から離間するにつれて前記鍔部材嵌込空間よ りも大き く縮径する円錐台状の縮径空間を

形成し、

前記鍔部材の径は、前記鍔部材嵌込部に嵌め込まれた前記鍔部材の周縁が前記鍔部材嵌

込部 と前記縮径部 とが連接する連接部に当接するよ ぅに設定 されていることを特徴 とする

発光装置。

1０ (追加) 光反射面を内側に有する凹面鏡 と、前記凹面鏡の内側に収容 された複数の

光源 と、前記 光源を前記凹面鏡の内部で保持する短冊状の 保持部材 と、

前記 保持部材を前記凹面鏡に固定する円盤状の鍔部材 とを備える発光装置であって、

前記光反射面は、前記凹面鏡の中心軸を中心にして放射状に分割され、

前記分割領域それぞれには回転放物面の一部が切 り取 られた部分放物面が形成 されてお
り、

前記部分放物面はそれぞれ互いに異なる位置に焦点を有 し、

前記 光源は、対応する前記部分放物面に向けて該対応する前記部分放物面の焦点

にそれぞれ配設 されており、

前記 光源から放射 される光の照射面は、対応する前記部分放物面の範囲内にあり、

前記鍔部材は、その中央部に前記 保持部材の下端部が嵌挿される平面視長方形状

の 保持部材嵌挿孔を有しており、

前記凹面鏡の前記光反射面の底部には、鍔部材嵌込部 と縮径部 とで構成 された、前記鍔

部材が嵌め込まれる 保持部材固定部が設けられており、

前記鍔部材嵌込部は、前記凹面鏡の内側空間側に開口し、かつ、前記内側空間から離間

するにつれて縮径 し、前記鍔部材が嵌め込まれる円錐台状の鍔部材嵌込空間を形成し、

前記縮径部は、前記鍔部材嵌込部の前記内側空間側 とは反対側端に連接 し、前記内側空

間から離間するにつれて前記鍔部材嵌込空間よ りも大き く縮径する円錐台状の縮径空間を

形成し、

前記鍔部材の径は、前記鍔部材嵌込部に嵌め込まれた前記鍔部材の周縁が前記鍔部材嵌

込部 と前記縮径部 とが連接する連接部に当接するよ ぅに設定 されていることを特徴 とする

発光装置。

補正された用紙 条約第 19条
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条約第 9 条 ( ) に基づく説明書

請求の範囲第 9 項は、補正前の請求の範囲第 6 項の構成 (補正前の請求の範囲第 ェ項に

従属するもの) に、 さ らに明細書の段落 ００6 5 ないし ００6 9 に記載の構成を

追加した発明である。

請求の範囲第 ０項は、補正前の請求の範囲第 6 項の構成 (補正前の請求の範囲第 2 項

に従属するもの) に、 さ らに明細書の段落 ００6 5 ないし ００6 9 に記載の構成

を追加した発明である。
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a light intercepting body", the special technical feature of claim 5
exists in regard to the point of "having a center LED light source",
and the special technical feature of claims 6-8 exists in regard to
the point of "the emitting ranges of LEDs being specified".

It cannot be considered that there is a technical relation involving
one or more of the same or corresponding special technical feature among
these inventions.
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の範囲に て作成した。
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以下の理由によ り、 この回際出願は発明の単一性の要件を満たさな の発明を含む。

主発明 請求の範囲 1-3
第 2発明 請求の範囲 4
第 3発明 請求の範囲 5
第 4発明 請求の範囲 6-8

先行技術の調査を行 た結果、請求の範囲 1 2 5 に規定 された構成は、 JP 2007-101732 A
又は、 JP 2004 111297 Aに開示されて る ら、PCT 規 IJ 13・2 の第 文の意味にお て特別
な技術的特徴を有 しな 。

そして、請求の範囲 3 は r互 に同じ位置に集光点を有する 点を、請求の範囲 は 遮光
体 J を備える点を、請求の範囲 5 は rセ タ L E D光源 を備える点を、及び、請求の範囲
6-8 は、 LED の放射範囲を特定の範囲のもの する点を、それぞれ特別な技術的特徴 t するも
のである。

これらの発明の間には、一又は二以上の同一又は対応する特別な技術的特徴を含む技術的な
関係が存在する は認められな 。
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