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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面に吊り下げ部が形成された反射板と、前記反射板の前面に対峙して、当該反射板に
向かって光を投射する面発光部を形成した偏平状の照明基板と、前記反射板と照明基板と
の間に介在され、前記反射板の前面に対峙させるように前記照明基板を支持する支持手段
とが具備され、
　前記反射板は偏平状にして矩形状に形成されると共に、前面側が凹面となるように鞍型
もしくは椀型に湾曲されており、前記照明基板は矩形状に形成されると共に、前記面発光
部が有機ＥＬ素子により構成され、
　前記支持手段は前記反射板の前面の異なる４点からそれぞれ垂下された４本のワイヤも
しくは鎖により構成され、当該ワイヤもしくは鎖の各下端部が前記照明基板の各隅角部に
連結されて前記照明基板を前記反射板の直下に吊り下げ状態に支持したことを特徴とする
反射型照明装置。
【請求項２】
　前記面発光部を構成する有機ＥＬ素子が、前記照明基板上において複数ユニットに分割
されていることを特徴とする請求項１に記載された反射型照明装置。
【請求項３】
　前記照明基板は、光透過性の素材により構成されていることを特徴とする請求項１また
は請求項２に記載された反射型照明装置。
【請求項４】
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　前記反射板は木製からなり、少なくとも前記反射板の前面には光透過性の薄膜が形成さ
れていることを特徴とする請求項１ないし請求項３のいずれか１項に記載された反射型照
明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、例えば有機ＥＬ（エレクトロルミネッセンス）素子に代表される面発光光
源を用いた照明装置、特に前記面発光光源からの光を反射板により反射させる形態の反射
型照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置の歴史は古く、従来より点光源であるフィラメント電球や線光源である蛍光灯
等が多用されている。これらの従来の光源を用いた照明装置においては、各光源を機械的
に保持すると共に、各光源に対して個々に給電するためのソケットなどの付帯的な部品を
具備する必要があり、このために照明装置が大型化しコストも高騰するという問題を抱え
ている。
【０００３】
　また、前記した光源を用いて反射型照明装置、すなわち間接照明を実現しようとする場
合には、光源と照明空間との間に前記光源を照明空間側から隠蔽する遮光部材を配置し、
これにより、壁面や天井面からの反射光によって照明空間を照明する構成にされる。この
ために、従来の前記した光源を用いて反射型照明を実現させるには、なおさら照明装置が
大型化する。
【０００４】
　したがって、前記した従来の反射型照明装置においては、これを一般的な家庭の和室、
洋室、リビングルーム等に採用しても、居住者に対してはむしろ圧迫感や違和感を与える
結果となる。それ故、前記した従来の反射型照明装置は、例えば公共性のある建物や大き
な屋内空間等に利用範囲が限定されるものであった。
【０００５】
　ところで昨今においては、面発光源として機能する有機ＥＬ素子が注目されている。こ
の有機ＥＬ素子は低電圧により駆動されることで高い発光効率を有し、軽量かつ薄型化が
可能であることから、一部の携帯型機器などにおけるフラットパネルディスプレイ（ＦＰ
Ｄ）に利用されており、また同素子を面発光源として、例えば液晶表示素子のバックライ
トとして利用する形態のものも提供されている。
【０００６】
　一方、有機ＥＬ素子はＥＬ発光層に用いる素材の選択により、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ
（青）の各発光色を得ることができ、したがって前記した各発光色を単独で、または二種
以上の発光色を組み合わせることにより、白色もしくはこれに近い発光色を得ることも可
能となる。それ故、有機ＥＬ素子を面発光源（発光パネル）として構成することで、例え
ば装飾用の光源や、室内等を照明する高効率な光源として利用することができる。
【０００７】
　前記した有機ＥＬ素子の特質を生かし、これを面発光型の照明装置として利用したもの
が、次に示す特許文献１ないし３などに開示されている。
【特許文献１】特開平１０－１６９０７５号公報
【特許文献２】特開２００３－７４５０号公報
【特許文献３】特開２００４－２３４８６８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、前記特許文献１に開示された照明装置は、有機ＥＬ素子を面発光源として利
用し、これを家屋の天井もしくは壁面の全面にわたって敷設することで、影を生じ難くし
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ようとするものである。また、前記特許文献２および３に開示された照明装置においては
、有機ＥＬ素子を面発光源として利用した場合において、主に輝度むらの発生を防止する
ことを解決しようとする課題とするものである。
【０００９】
　したがって、前記した特許文献１～３に開示された各照明装置のいずれにおいても、有
機ＥＬ素子を単調な面発光源として利用しようとする発想にとどまるものである。
【００１０】
　この発明は、前記した有機ＥＬ素子に代表される面発光光源の特質を生かし、これによ
り反射型、すなわち間接照明を実現した照明装置を提供しようとするものであり、例えば
一般家庭の和室、洋室、リビングルーム等において用いることで良好な雰囲気作りおよび
演出効果を図ることができる装飾効果に優れた照明装置を提供することを課題とするもの
である。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　前記した課題を解決するためになされたこの発明にかかる反射型照明装置は、背面に吊
り下げ部が形成された反射板と、前記反射板の前面に対峙して、当該反射板に向かって光
を投射する面発光部を形成した偏平状の照明基板と、前記反射板と照明基板との間に介在
され、前記反射板の前面に対峙させるように前記照明基板を支持する支持手段とが具備さ
れ、前記反射板は偏平状にして矩形状に形成されると共に、前面側が凹面となるように鞍
型もしくは椀型に湾曲されており、前記照明基板は矩形状に形成されると共に、前記面発
光部が有機ＥＬ素子により構成され、前記支持手段は前記反射板の前面の異なる４点から
それぞれ垂下された４本のワイヤもしくは鎖により構成され、当該ワイヤもしくは鎖の各
下端部が前記照明基板の各隅角部に連結されて前記照明基板を前記反射板の直下に吊り下
げ状態に支持した点に特徴を有する。
【００１２】
　この場合、好ましい形態においては面発光部を構成する前記有機ＥＬ素子は、照明基板
上において複数ユニットに分割された構成にされる。
【００１３】
　一方、前記照明基板は、光透過性の素材により構成されていることが望ましい。加えて
、好ましい形態においては、前記反射板は木製からなり、少なくとも前記反射板の前面に
は光透過性の薄膜が形成された構成にされる。
【発明の効果】
【００１４】
　前記した反射型照明装置によると、例えば天井から吊り下げられた反射板に対して光を
投射する偏平状の照明基板を、反射板の前面に対峙させるように支持した構成にされる。
この場合、前記偏平状の照明基板には、例えば有機ＥＬ素子による面発光部を備えること
で、有機ＥＬ素子からの発光は反射板に向かって照射され、前記反射板からの反射光が照
明空間に投射される反射型の照明装置を提供することができる。
【００１５】
　前記した反射型照明装置によると、照明装置の特に高さ方向の寸法を短縮させることが
でき、これにより小型化並びに軽量化を図ることができる。また、前記照明基板として光
透過性のものを用い、当該照明基板上に複数ユニットに分割された有機ＥＬ素子を配設す
るなどの工夫を凝らすことで、装飾効果に優れかつ良好な雰囲気作りおよび演出効果を図
ることができる反射型照明装置を提供することが可能となる。
【００１６】
　したがって、前記した反射型照明装置によると、特に一般家庭の和室、洋室、リビング
ルーム等において用いることで、圧迫感や違和感のない調和のとれた間接照明を実現させ
ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
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　以下、この発明にかかる反射型照明装置について、図に示す実施の形態に基づいて説明
する。図１はこの発明にかかる照明装置を吊り下げ型として構成した第１の実施の形態を
斜め下方から視た状態で示したものであり、図２は第２の実施の形態を同じく斜め下方か
ら視た状態で示したものである。また図３は図１に示す照明装置を水平方向から視た状態
の側面図で示している。
【００１８】
　図１ないし図３において、符号１は偏平状にして矩形状に形成された反射板を示し、吊
り下げ型照明装置として構成した反射板１の背面中央部には、図３に示すように吊り下げ
部１ａが取り付けられている。そして、吊り下げ部１ａは図示せぬ天井面から垂下された
鎖等の吊り下げ具ｈに連結されている。
【００１９】
　図１および図３に示す第１の実施の形態にかかる前記反射板１は、その前面側（図にお
ける下面側）が凹面となるように、面に沿う一軸方向に湾曲した鞍型に形成されている。
また、図２に示す第２の実施の形態にかかる前記反射板１は、その前面側が凹面となるよ
うに、面に沿う直交する二軸方向にそれぞれ湾曲した椀型に形成されている。
【００２０】
　符号２は、偏平状にして矩形状（この例では正方形）に形成された照明基板であり、こ
の照明基板２は例えばガラスなどの光透過性の素材により構成されている。そして、前記
照明基板２は、前記反射板１の前面から垂下された支持手段を構成する吊り下げ用のワイ
ヤもしくは鎖３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄによって各隅角部が支持されている。これにより、
前記照明基板２は、反射板１の前面に対峙するように前記ワイヤもしくは鎖４ａ，４ｂ，
４ｃ，４ｄによって吊り下げられ、図に示す例においては前記照明基板２は、その面が水
平状態となるように支持される。
【００２１】
　前記照明基板２には、前記反射板１の前面（前記凹面）に向かって光を投射する面発光
部４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄが形成されている。この面発光部は図に示したように４つのユ
ニットに分割された状態になされ、各ユニットはそれぞれほぼ同一の径を有する円形状に
成形されている。これら各面発光部４ａ，４ｂ，４ｃ，４ｄは、後で詳細に説明するとお
り、それぞれ有機ＥＬ素子により構成されている。
【００２２】
　図４は、前記した照明基板２に形成された面発光部としての１つの有機ＥＬ素子の積層
構成例、すなわち、図３に示す鎖線Ａ部分を拡大断面図で示したものである。なお、図４
においては面発光部として有機ＥＬ素子を、符号４で示している。
【００２３】
　この有機ＥＬ素子４は、一つの例として前記したガラス製の照明基板２上にＩＴＯなど
の透明電極５がベタ電極として形成され、前記透明電極５上に、さらに発光層を含む有機
膜６を形成すると共に、当該有機膜６上に対向電極７をベタ電極として形成した構成にな
されている。
【００２４】
　そして、前記透明電極５、有機膜６、対向電極７からなる有機ＥＬ素子は、前記透明基
板２との間で接合される封止部材８により、その背面側が封止された状態になされる。前
記した構成によって、有機膜６において発生する光Ｌは、前記透明電極５および照明基板
２を透過し、反射板１の凹面に向かって投射される。
【００２５】
　図５は、前記した有機ＥＬ素子の他の積層構成例を示したものである。この図５に示す
有機ＥＬ素子４は、導電性の中間層を挟んで複数の有機ＥＬ素子を重畳させたマルチフォ
トンエミッション（ＭＰＥ）の構成例を示している。なお、図５に示す構成は二層の発光
層を重畳させた例を示している。
【００２６】
　すなわち、前記したガラス製の照明基板２上にＩＴＯなどの透明電極５がベタ電極とし
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て形成され、前記透明電極５上に、さらに発光層を含む有機膜６ａを形成すると共に、当
該有機膜６ａ上に光透過性の中間層９が形成される。これにより第１の有機ＥＬ素子が形
成されている。そして、前記中間層９上には発光層を含む有機膜６ｂが形成されると共に
、その上に対向電極７が形成されている。この中間層９、有機膜６ｂ、対向電極７により
第２の有機ＥＬ素子が形成されている。
【００２７】
　前記した積層構成により、二層の有機ＥＬ素子が中間層９を挟んで直列接続された構成
になされ、二層の発光層を持つ直列積層型有機ＥＬ素子を得ることができる。この構成に
より、発光層を含む有機膜６ａおよび６ｂからの光Ｌが、前記透明電極５および照明基板
２を透過し、反射板１の前記凹面に向かって投射される。
【００２８】
　この図５に示す構成によると、図４に示す単層の発光層のものに比較して、小さな電流
密度で必要な一定の輝度を得ることができる。また、有機膜６ａおよび６ｂの発光色が互
いに補色関係となるように組み合わせることで、照明として理想的なほぼ白色光を得るこ
とができる。
【００２９】
　なお、前記した有機ＥＬ素子に対しては、照明基板２を吊り下げる前記したワイヤもし
くは鎖３ａ，３ｂ，３ｃ，３ｄに沿わせて図示せぬ給電線を配置することで、ＥＬ素子点
灯用の駆動電流を供給することができる。
【００３０】
　図６は前記した反射板１の好ましい一例、すなわち、図３に示す鎖線Ｂ部分を拡大断面
図で示したものである。この実施の形態においては、反射板１は木製からなり、この木製
の反射板１の前面（凹面）には、光透過性の薄膜１１がラミネートされている。この薄膜
１１は、光透過性の樹脂を熱圧着させるなどしてラミネートすることができる。また前記
薄膜１１は反射板１の面に塗装により形成させることもできる。
【００３１】
　前記した構成の反射板１によると、年輪等の自然の模様を含む木の特有の落ち着いた質
感を生かすことができ、一般の家庭向けとして調和のとれた反射型照明装置を形成させる
ことができる。これに加えて、前記した光透過性の薄膜１１は、光の反射効率を改善させ
ると共に、反射板１の汚れを防止させることにも寄与できる。
【００３２】
　次に図７は、この発明にかかる照明装置を壁面取り付け型として構成した実施の形態を
壁面に沿った方向から視た状態で示したものである。なお、図７に示す反射型照明装置に
おいては、すでに図１～図６に基づいて説明した照明装置と基本構成は同一であり、した
がって同一の機能を果たす部分を同一符号で示し、その詳細な説明は適宜省略する。
【００３３】
　図７に示す実施の形態においては、図に示すようにＬ字状に形成された反射板の取り付
け部１ｂが、反射板１の背面中央部に突出するようにして配置されている。一方、照明装
置を取り付けようとする壁面１２には、取り付け用アダプタ１３が予め取り付けられる。
【００３４】
　そして、Ｌ字状に形成された反射板の取り付け部１ｂの折曲がり部が下向きとなるよう
にして前記アダプタ１３の中央空間部に挿入し、反射板１を若干下方向にスライドさせる
ことにより、図７に示すように照明装置を壁面１２に取り付けることができる。
【００３５】
　そして、図７に示す照明装置においては、反射板１と照明基板２との間に介在される照
明基板１の支持手段３ａ～３ｄは、機械的に強度を有する例えばパイプ状のステーが用い
られる。これにより、照明基板２は反射板１の正面中央に対峙した状態で取り付けること
ができる。
【００３６】
　なお、前記した取り付け用アダプタ１３を天井面に取り付けることにより、照明装置を
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天井直付け型として着脱可能に取り付けることもできる。
【００３７】
　以上説明した構成によると小型化並びに軽量化を図ることができる装飾効果に優れた反
射型照明装置を提供することができ、これにより前記した発明の効果の欄に記載した独自
の作用効果を得ることができる。
【００３８】
　そして、前記した照明基板として光透過性の例えばガラス板を用いることで、反射板か
らの反射光を効果的に透過させることができる。換言すれば、照明基板上に形成される面
発光部の形態を直視することができるので、実施の形態に示したように円形に形成された
４つの面発光部を備えた構成に限らず、面発光部としての前記有機ＥＬ素子のユニット数
や、個々のユニットの形態、それらの配置パターン、またユニットごとの発光色を異なら
せること、さらには各ユニットが独立して点灯制御されるような工夫を加えることで、装
飾効果をさらに増大させることができる。
【００３９】
　なお、前記した実施の形態においては、照明基板２としてのガラス板を透過して反射板
１側に光が投射されるボトムエミッション型の有機ＥＬ素子を用いた例を示しているが、
これは、照明基板２を透過せずに反射板１側に光が直接投射されるトップエミッション型
の有機ＥＬ素子を用いても前記と同様の作用効果が得られることは勿論である。
【００４０】
　また、前記した実施の形態においては、木製の反射板が用いられているが、これに限ら
ず合成樹脂製または金属製、もしくはその他のものも利用することができる。また前記照
明基板上に形成される面発光部としての有機ＥＬ素子においては、前記した対向電極なら
びに封止部材に光透過性のものを用いること、または、対向電極に微細な小孔を形成させ
ることで、両面発光が可能なＥＬ素子を得ることができる。これによると反射板による反
射光に直射光を加えた照明装置を実現させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
【図１】この発明にかかる反射型照明装置の第１の実施の形態を斜め下方から視た状態の
斜視図である。
【図２】同じく第２の実施の形態を斜め下方から視た状態の斜視図である。
【図３】図１に示す照明装置を水平方向から視た状態の側面図である。
【図４】照明基板に形成される有機ＥＬ素子の積層構成例を示した断面図である。
【図５】有機ＥＬ素子の他の積層構成例を示した断面図である。
【図６】反射板の構成例を示した部分断面図である。
【図７】この発明にかかる反射型照明装置を壁面取り付け型に採用した例を示す側面図で
ある。
【符号の説明】
【００４３】
　１　　　　　　　反射板
　２　　　　　　　照明基板
　３ａ～３ｄ　　　支持手段
　４ａ～４ｄ　　　面発光部（有機ＥＬ素子）
　５　　　　　　　透明電極
　６，６ａ，６ｂ　有機膜
　７　　　　　　　対向電極
　８　　　　　　　封止部材
　９　　　　　　　中間層
　１１　　　　　　薄膜
　１２　　　　　　壁面
　１３　　　　　　取り付け用アダプタ
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