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(57)【要約】
 
　実施形態は照明装置に関するものである。
　実施形態による照明装置は、ボディと、前記ボディに
配置され、前記ボディの中心軸を基準として対称となる
ように配置された第１光源部及び第２光源部と、前記第
１光源部上に配置され、前記ボディに結合された第１導
光部と、前記第２光源部上に配置され、前記ボディに結
合された第２導光部と、を含み、前記第１導光部及び前
記第２導光部は、前記ボディの中心軸を基準として対称
となるように配置される。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディと、
　前記ボディに配置され、前記ボディの中心軸を基準として対称となるように配置された
第１光源部及び第２光源部と、
　前記第１光源部上に配置され、前記ボディに結合された第１導光部と、
　前記第２光源部上に配置され、前記ボディに結合された第２導光部と、
を含み、
　前記第１導光部及び前記第２導光部は、前記ボディの中心軸を基準として対称となるよ
うに配置される照明装置。
【請求項２】
　前記ボディは、前記第１光源部を収納する第１収納部と、前記第２光源部を収納する第
２収納部とを有し、
　前記第１収納部は、前記第１導光部の一側部を収納し、前記第２収納部は、前記第２導
光部の一側部を収納する、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第１収納部に配置され、前記第１光源部と前記ボディとの間に配置された第１固定
板と、
　前記第２収納部に配置され、前記第２光源部と前記ボディとの間に配置された第２固定
板と、
をさらに含む、請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記ボディは、前記第１及び第２固定板の一側部と結合する結合部を有する、請求項３
に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１及び第２固定板は、前記結合部にスライディング方式で結合する、請求項４に
記載の照明装置。
【請求項６】
　前記ボディは、前記第１光源部が配置される第１面と前記第２光源部が配置される第２
面とを有し、
　前記第１及び第２面と前記ボディの中心軸との間の角度は鋭角である、請求項１に記載
の照明装置。
【請求項７】
　前記第１及び第２導光部のそれぞれは、上面、下面、及び複数の側面を含み、
　前記第１光源部は、前記第１導光部の前記複数の側面のうち一側面に光を放出する、請
求項１に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記第１及び第２導光部のそれぞれは、上または下に湾曲した形状を有する、請求項７
に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記第１及び第２導光部のそれぞれの厚さは、一側部から他側部に行くほど薄くなる、
請求項７又は８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記第１導光部は、前記第１導光部の一側部から他側部の間に配置された一区間を有し
、
　前記一区間の厚さは、前記第１導光部の一側部から他側部方向に行くほど薄くなる、請
求項９に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記第１導光部の上面と下面のうちの少なくともいずれか一面に配置され、前記第１導
光部の上面と下面から放出される光の配光パターン又は配光比率を調節する光学部をさら
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に含む、請求項７に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記光学部は、印刷パターン又はプリズム構造である、請求項１１に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記第１導光部の上面、下面、及び複数の側面のうちの少なくともいずれか一面に配置
された反射部をさらに含む、請求項７に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記反射部は、前記第１導光部の一側面に配置された、請求項１３に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記ボディの両側部にそれぞれ結合された第１及び第２エンドキャップをさらに含む、
請求項１に記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記ボディは、外部に連結されたコードと連結するための連結部材を含む、請求項１に
記載の照明装置。
【請求項１７】
　ボディと、
　前記ボディに配置され、前記ボディの中心軸を基準として対称となるように配置され、
　少なくとも一つ以上の発光素子を含む第１光源部及び第２光源部と、
　前記第１光源部と光学的に結合した一側部を有する第１導光板と、
　前記第２光源部と光学的に結合した一側部を有する第２導光板と、
を含み、
　前記ボディは、前記第１光源部が配置される第１面と前記第２光源部が配置される第２
面とを含み、
　前記第１面及び前記第２面は、前記ボディの中心軸と鋭角をなす照明装置。
【請求項１８】
　前記第１導光板の一側部は、前記発光素子からの光が入射する少なくとも一つ以上の曲
面部を有する、請求項１７に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記曲面部は、前記発光素子からの光を全反射する、請求項１８に記載の照明装置。
【請求項２０】
　前記曲面部は、前記発光素子からの光のうち一部を透過させるためのプリズム構造を含
む、請求項１９に記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記曲面部は、前記発光素子からの光のうち一部を透過させる、請求項１８に記載の照
明装置。
【請求項２２】
　前記第１及び第２導光板の一側部の下に配置され、前記曲面部からの光を透過させるカ
バーをさらに含む、請求項２０又は２１に記載の照明装置。
【請求項２３】
　前記カバー部は不透明材質であり、
　前記カバーは、前記曲面部からの光を透過させるための光透過板を含む、請求項２２に
記載の照明装置。
【請求項２４】
　一面を有するボディと、
　前記ボディの一面上に配置された基板と前記基板の一面上に配置された発光素子とを含
む光源部と、
　前記光源部上に配置され、前記発光素子からの光が入射される側面を含む側部を含む導
光部と、
を含み、
　前記導光部の側部は、前記側面を透過した光が入射される曲面部をさらに含み、
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　前記曲面部の臨界角は、前記曲面部に入射される光の入射角よりも大きい照明装置。
【請求項２５】
　前記導光部の側部の下に配置されたカバーを含み、
　前記曲面部の範囲は、前記導光部の側部から第１点までであり、
　前記第１点は、前記発光素子と前記カバーの一端を結ぶ線分との交差する点である、請
求項２４に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　実施形態は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、電気エネルギーを光に変換する半導体素子の一種である
。発光ダイオードは、蛍光灯、白熱灯などの従来の光源に比べて、低消費電力、半永久的
な寿命、素早い応答速度、安全性、環境にやさしいという長所を有する。そこで、従来の
光源を発光ダイオードに代替するための多くの研究が進められており、発光ダイオードは
、室内外で用いられる各種ランプ、液晶表示装置、電光板、街灯などの照明装置の光源と
して使用が増加する傾向にある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　実施形態は、導光板を用いた新しい構造の照明装置を提供する。
【０００４】
　また、実施形態は、上下の配光比率を調節することができる照明装置を提供する。
【０００５】
　また、実施形態は、上下の配光パターンを調節することができる照明装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態による照明装置は、ボディと、前記ボディに配置され、前記ボディの中心軸を
基準として対称となるように配置された第１光源部及び第２光源部と、前記第１光源部上
に配置され、前記ボディに結合された第１導光部と、前記第２光源部上に配置され、前記
ボディに結合された第２導光部と、を含み、前記第１導光部及び前記第２導光部は、前記
ボディの中心軸を基準として対称となるように配置される。
【０００７】
　ここで、前記ボディは、前記第１光源部を収納する第１収納部と、前記第２光源部を収
納する第２収納部とを有し、前記第１収納部は、前記第１導光部の一側部を収納し、前記
第２収納部は、前記第２導光部の一側部を収納してよい。
【０００８】
　ここで、前記第１収納部に配置され、前記第１光源部と前記ボディとの間に配置された
第１固定板と、前記第２収納部に配置され、前記第２光源部と前記ボディとの間に配置さ
れた第２固定板と、をさらに含んでよい。
【０００９】
　ここで、前記ボディは、前記第１及び第２固定板の一側部と結合する結合部を有してよ
い。
【００１０】
　ここで、前記第１及び第２固定板は、前記結合部にスライディング方式で結合してよい
。
【００１１】
　ここで、前記ボディは、前記第１光源部が配置される第１面と前記第２光源部が配置さ
れる第２面とを有し、前記第１及び第２面と前記ボディの中心軸との間の角度は鋭角であ
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ってよい。
【００１２】
　ここで、前記第１及び第２導光部のそれぞれは、上面、下面、及び複数の側面を含み、
前記第１光源部は、前記第１導光部の前記複数の側面のうち一側面に光を放出してよい。
【００１３】
　ここで、前記第１及び第２導光部のそれぞれは、上または下に湾曲した形状を有してよ
い。
【００１４】
　ここで、前記第１及び第２導光部のそれぞれの厚さは、一側部から他側部に行くほど薄
くなってよい。
【００１５】
ここで、前記第１導光部は、前記第１導光部の一側部から他側部の間に配置された一区間
を有し、前記一区間の厚さは、前記第１導光部の一側部から他側部方向に行くほど薄くな
ってもよい。
【００１６】
ここで、前記第１導光部の上面と下面のうちの少なくともいずれか一面に配置され、前記
第１導光部の上面と下面から放出される光の配光パターン又は配光比率を調節する光学部
をさらに含んでよい。
【００１７】
　ここで、前記光学部は、印刷パターン又はプリズム構造であってよい。
【００１８】
　ここで、前記第１導光部の上面、下面、及び複数の側面のうちの少なくともいずれか一
面に配置された反射部をさらに含んでよい。
【００１９】
　ここで、前記反射部は、前記第１導光部の一側面に配置されてよい。
【００２０】
　ここで、前記ボディの両側部にそれぞれ結合された第１及び第２エンドキャップをさら
に含んでよい。
【００２１】
　ここで、前記ボディは、外部に連結されたコードと連結するための連結部材を含んでよ
い。
【００２２】
　実施形態による照明装置は、ボディと、前記ボディに配置され、前記ボディの中心軸を
基準として対称となるように配置され、少なくとも一つ以上の発光素子を含む第１光源部
及び第２光源部と、前記第１光源部と光学的に結合した一側部を有する第１導光板と、前
記第２光源部と光学的に結合した一側部を有する第２導光板と、を含み、前記ボディは、
前記第１光源部が配置される第１面と前記第２光源部が配置される第２面とを含み、前記
第１面及び前記第２面は、前記ボディの中心軸と鋭角をなす。
【００２３】
　ここで、前記第１導光板の一側部は、前記発光素子からの光が入射する少なくとも一つ
以上の曲面部を有してよい。
【００２４】
ここで、前記曲面部は、前記発光素子からの光を全反射してよい。
【００２５】
　ここで、前記曲面部は、前記発光素子からの光のうち一部を透過させるためのプリズム
構造を含んでよい。
【００２６】
　ここで、前記曲面部は、前記発光素子からの光のうち一部を透過させてよい。
【００２７】
　ここで、前記第１及び第２導光板の一側部の下に配置され、前記曲面部からの光を透過
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させるカバーをさらに含んでよい。
【００２８】
　ここで、前記カバー部は不透明材質であり、前記カバーは、前記曲面部からの光を透過
させるための光透過板を含んでよい。
【００２９】
　実施形態による照明装置は、一面を有するボディと、前記ボディの一面上に配置された
基板と前記基板の一面上に配置された発光素子とを含む光源部と、前記光源部上に配置さ
れ、前記発光素子からの光が入射される側面を含む側部を含む導光部と、を含み、　　前
記導光部の側部は、前記側面を透過した光が入射される曲面部をさらに含み、前記曲面部
の臨界角は、前記曲面部に入射される光の入射角よりも大きい。
【００３０】
　ここで、前記導光部の側部の下に配置されたカバーを含み、前記曲面部の範囲は、前記
導光部の側部から第１点までであり、前記第１点は、前記発光素子と前記カバーの一端を
結ぶ線分との交差する点であってよい。
【発明の効果】
【００３１】
　実施形態による照明装置を使用すると、導光板を用いて新しい構造の照明装置を具現す
ることができる。
【００３２】
　また、上下の配光比率を調節することができる。
【００３３】
　また、上下の配光パターンを調節することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
【図１】一実施形態による照明装置を上から見た斜視図。
【図２】図１に示された照明装置を下から見た斜視図。
【図３】図１に示された照明装置の分解斜視図。
【図４】図２に示された照明装置の分解斜視図。
【図５】図１に示された照明装置の断面図。
【図６】図５に示されたボディのみの断面図。
【図７】図１に示された照明装置の第１変形例であって、第２実施形態による照明装置の
断面図。
【図８】図１に示された照明装置の第２変形例であって、第３実施形態による照明装置の
断面図。
【図９】図１に示された照明装置の第３変形例であって、第４実施形態による照明装置の
斜視図。
【図１０】図１に示された照明装置の第４変形例であって、第５実施形態による照明装置
の斜視図。
【図１１】第６実施形態による照明装置の斜視図。
【図１２】図１１に示された照明装置の分解斜視図。
【図１３】図１２に示された照明装置を下から見た分解斜視図。
【図１４】図１１に示された照明装置の断面図。
【図１５】図１４に示されたボディとカバーのみの断面図。
【図１６】図１４に示された曲面部の光経路を追跡したシミュレーション結果。
【図１７】第７実施形態による照明装置の斜視図。
【図１８】図１７に示された照明装置の分解斜視図。
【図１９】図１７に示された照明装置を下から見た分解斜視図。
【図２０】図１７に示された照明装置の断面図。
【図２１】第１及び第２導光部の曲面部の条件を説明するための概念図。
【図２２】図２０に示された曲面部における光の経路を追跡したシミュレーション結果。
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【図２３】図１７に示された照明装置の第１変形例であって、第８実施形態による照明装
置の一部の断面図。
【図２４】図１７に示されたカバーの変形例を示す斜視図。
【図２５】図１７に示されたカバーの変形例を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態に対し、添付した図面を参照して詳しく説明することにする。
ただし、添付された図面は、本発明の内容をより容易く開示するために説明されるだけで
、本発明の範囲が添付された図面の範囲に限定される訳ではないことは、この技術分野の
通常の知識を有する者ならば容易に分かるはずである。
【００３６】
　また、各構成要素の上又は下に対する基準は、図面を基準として説明する。図面におい
て各層の厚さや大きさは、説明の便宜及び明確性のために誇張されるか、省略されるか、
又は概略的に示された。また、各構成要素の大きさは、実際の大きさを全体的に反映する
ものではない。
【００３７】
　本発明による実施形態の説明において、いずれか一つのエレメント（ｅｌｅｍｅｎｔ）
が他のエレメントの「上又は下（ｏｎ ｏｒ ｕｎｄｅｒ）」に形成されるものと記載され
る場合において、上又は下（ｏｎ ｏｒ ｕｎｄｅｒ）は、二つのエレメントが互いに直接
（ｄｉｒｅｃｔｌｙ）接触するか、又は一つ以上の別のエレメントが前記二つのエレメン
トの間に配置されて（ｉｎｄｉｒｅｃｔｌｙ）形成されることを全て含む。また、「上又
は下（ｏｎ ｏｒ ｕｎｄｅｒ）」と表現される場合、一つのエレメントを基準として上側
方向だけではなく下側方向の意味も含まれる。
【００３８】
　図１は、第１実施形態による照明装置を上から見た斜視図であり、図２は、図１に示さ
れた照明装置を下から見た斜視図であり、図３は、図１に示された照明装置の分解斜視図
であり、図４は、図２に示された照明装置の分解斜視図であり、図５は、図１に示された
照明装置の断面図であり、図６は、図５に示されたボディのみの断面図である。
【００３９】
　図１ないし図６を参照すると、第１実施形態による照明装置１００は、ボディ（ｂｏｄ
ｙ）１１０、光源部１３０ａ、１３０ｂ、導光部１５０ａ、１５０ｂ、及びエンドキャッ
プ（ｅｎｄ ｃａｐ）１７０ａ、１７０ｂを含んでよい。
【００４０】
　ボディ１１０は、一方向に所定の長さを有し、中空の筒状を有する。また、ボディ１１
０は、前記一方向に一貫した断面又は同一の断面を有する。
【００４１】
　ボディ１１０の外面上に光源部１３０ａ、１３０ｂが配置される。具体的に、ボディ１
１０は、第１光源部１３０ａが配置される第１面１１１ａと第２光源部１３０ｂが配置さ
れる第２面とを有してよい。
【００４２】
　第１面１１１ａ及び第２面１１１ｂは、ボディ１１０の中心軸Ａを基準として互いに対
称となるように配置されてよい。第１面１１１ａ及び第２面１１１ｂは、中心軸Ａと第１
角度αを成してよい。ここで、第１角度αは鋭角で、０度以上１５度以下であってよい。
第１角度αが０度に近づくほど第１面１１１ａ及び第２面１１１ｂ上に配置された第１光
源部１３０ａ及び第２光源部１３０ｂは、ボディ１１０の両側に又は中心軸Ａと垂直な方
向に光を放出することができる。
【００４３】
　第１面１１１ａ及び第２面１１１ｂは、平面と曲面を含んでよい。ここで、第１面１１
１ａ及び第２面１１１ｂはすべて平面であってもよく、すべて曲面であってもよい。
【００４４】



(8) JP 2015-520920 A 2015.7.23

10

20

30

40

50

　ボディ１１０は、第１収納部１１３ａ及び第２収納部１１３ｂを有してよい。第１収納
部１１３ａ及び第２収納部１１３ｂは、ボディ１１０の外面から内部に凹んだリセス（ｒ
ｅｃｅｓｓ）であってよい。第１収納部１１３ａには、第１光源部１３０ａと第１導光部
１５０ａの一側部が配置されてよく、第２収納部１１３ｂには、第２光源部１３０ｂと第
２導光部１５０ｂの一側部が配置されてよい。
【００４５】
　第１収納部１１３ａ及び第２収納部１１３ｂは、ボディ１１０の中心軸Ａを基準として
対称となるように配置されてよい。第１収納部１１３ａの床面は第１面１１１ａであって
よく、第２収納部１１３ｂの床面は第２面１１１ｂであってよい。
【００４６】
　第１収納部１１３ａは、第１結合部１１３ａ－１を有してよい。第１結合部１１３ａ－
１には第１固定板１２０ａの一側が配置される。第１固定板１２０ａは、スライディング
方式で第１結合部１１３ａ－１に結合されてよい。第２収納部１１３ｂも第１結合部１１
３ａ－１と同一な第２結合部１１３ｂ－１を有してよい。
【００４７】
　ボディ１１０は、下端部１１６と上端部１１８を含んでよい。ここで、下端部１１６と
上端部１１８は、第１及び第２収納部１１３ａ、１１３ｂによって区分されてよい。下端
部１１６と上端部１１８との間には、導光部１５０ａ、１５０ｂが配置される。ここで、
下端部１１６と上端部１１８は、導光部１５０ａ、１５０ｂを支持してもよい。
【００４８】
　ボディ１１０は、連結部材１１５を含んでよい。連結部材１１５は、ボディ１１０の上
端部１１８に配置されてよい。具体的に、連結部材１１５は、ボディ１１０の上端部１１
８に形成された溝（ｇｒｏｏｖｅ）の内部に配置されてよい。前記溝は、ボディ１１０の
長手方向に長く凹んだものであってよい。連結部材１１５は、ボディ１１０と一体であっ
てもよく、ボディ１１０にしっかりと付着したものであってもよい。このような連結部材
１１５は、天井に連結されたコードＬに連結されてよい。
【００４９】
　ボディ１１０は、係止突起１１６ａ、１１６ｂを有してよい。具体的に、ボディ１１０
の下端部１１６は、第１及び第２係止突起１１６ａ、１１６ｂを有してよい。第１係止突
起１１６ａは、下端部１１６の内面から第１面１１１ａと平行な方向に突出したものであ
ってよい。第１係止突起１１６ａは、第１面１１１ａとともに結合部１１３ａ－１を形成
してよい。第１係止突起１１６ａと第１面１１１ａ及び下端部１１６の内面によって、第
１固定板１２０ａの一側部はスライディング方式でボディ１１０と結合してよい。第２係
止突起１１６ｂは、第１係止突起１１６ａと同一であるため、具体的な説明は省略するこ
とにする。
【００５０】
　ボディ１１０は、第１及び第２光源部１３０ａ、１３０ｂ、第１及び第２導光部１５０
ａ、１５０ｂ、並びに第１及び第２エンドキャップ１７０ａ、１７０ｂと結合することが
できる。具体的に、第１光源部１３０ａと第１導光部１５０ａはボディ１１０へ向かう第
１方向にボディ１１０と結合し、第２光源部１３０ｂと第２導光部１５０ｂはボディ１１
０へ向かう第２方向にボディ１１０と結合し、第１エンドキャップ１７０ａはボディ１１
０へ向かう第３方向にボディ１１０と結合し、第２エンドキャップ１７０ｂはボディ１１
０へ向かう第４方向にボディ１１０と結合する。第３及び第４方向は、第１及び第２方向
に対して実質的に垂直であってよい。
【００５１】
　ボディ１１０は、熱放出の効率に優れた金属材質又は樹脂材質で形成されてよいが、こ
れに対して限定はしない。例えば、ボディ１１０の材質は、アルミニウム（Ａｌ）、ニッ
ケル（Ｎｉ）、銅（Ｃｕ）、銀（Ａｇ）、錫（Ｓｎ）、及びマグネシウム（Ｍｇ）のうち
の少なくとも一つを含んでいてよい。
【００５２】
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　ボディ１１０は、複数の放熱フィン１１９を含んでよい。具体的に、複数の放熱フィン
１１９は、ボディ１１０の下端部１１６と上端部１１８のうちの少なくとも一つ以上に配
置されてよい。複数の放熱フィン１１９は、ボディ１１０の長手方向と同一の方向に形成
されてよい。放熱フィン１１９は、ボディ１１０の表面積を広げて放熱効果を向上させる
ことができる。
【００５３】
　固定板１２０ａ、１２０ｂはボディ１１０に配置される。具体的に、第１固定板１２０
ａはボディ１１０の第１収納部１１３ａに配置され、第１面１１１ａ上に配置される。第
２固定板１２０ｂはボディ１１０の第２収納部１１３ｂに配置され、第２面１１１ｂ上に
配置される。
【００５４】
　第１及び第２固定板１２０ａ、１２０ｂは、ボディ１１０にスライディング方式で結合
されてよい。第１及び第２固定板１２０ａ、１２０ｂの一側部がボディ１１０の結合部１
１３ａ－１、１１３ｂ－１に挿入されることによって結合されてよい。
【００５５】
　第１固定板１２０ａ上には第１光源部１３０ａが、第２固定板１２０ｂ上には第２光源
部１３０ｂが配置される。第１及び第２固定板１２０ａ、１２０ｂは、第１及び第２光源
部１３０ａ、１３０ｂからの熱をボディ１１０に伝達する。このために、第１及び第２固
定板１２０ａ、１２０ｂは、ボディ１１０と同じ金属材質からなっていてよい。
【００５６】
　光源部１３０ａ、１３０ｂはボディ１１０に配置される。具体的に、第１光源部１３０
ａはボディ１１０の第１面１１１ａ上に配置され、第２光源部１３０ａは第２面１１１ｂ
上に配置されてよい。また、第１光源部１３０ａは第１固定板１２０ａ上に配置され、第
２光源部１３０ｂは第２固定板１２０ｂ上に配置されてよい。また、第１光源部１３０ａ
は第１収納部１１３ａに配置され、第２光源部１３０ｂは第２収納部１１３ｂに配置され
てよい。
【００５７】
　第１及び第２光源部１３０ａ、１３０ｂのそれぞれは、ボディ１１０上に配置された基
板１３１ａ、１３１ｂと発光素子１３３ａ、１３３ｂとを含んでよい。
【００５８】
　基板１３１ａ、１３１ｂは、ボディ１１０の長手方向に延びた長方形の板状を有してい
るが、これに限定されず、多様な形態を有してよい。例えば、多角形の板状であってよい
。ここで、第１光源部１３０ａの基板１３１ａは２以上であってもよい。具体的に、少な
くとも２以上の複数の基板が電気的に連結して第１光源部１３０ａの基板１３１ａを構成
することができる。第２光源部１３０ｂの基板１３１ｂも同様であってよい。
【００５９】
　基板１３１ａ、１３１ｂは、絶縁体に回路パターンが印刷されたものであってよく、例
えば、一般の印刷回路基板（ＰＣＢ：Ｐｒｉｎｔｅｄ Ｃｉｒｃｕｉｔ Ｂｏａｒｄ）、メ
タルコア（Ｍｅｔａｌ Ｃｏｒｅ）ＰＣＢ、フレキシブル（Ｆｌｅｘｉｂｌｅ）ＰＣＢ、
セラミックＰＣＢなどを含んでよい。また、印刷回路基板上にパッケージしないＬＥＤチ
ップを直接ボンディング可能なＣＯＢ（Ｃｈｉｐｓ Ｏｎ Ｂｏａｒｄ）タイプを使用する
ことができる。また、基板１３１ａ、１３１ｂは、絶縁物質で構成された薄い厚さを有す
るシートであってもよい。前記シートは回路パターンを含んでいてよい。
【００６０】
　基板１３１ａ、１３１ｂは、光を効率的に反射する材質で形成されるか、表面が光を効
率的に反射するカラー、例えば白色、銀色などで形成されてよい。
【００６１】
　発光素子１３３ａ、１３３ｂは、基板１３１ａ、１３１ｂに複数配置される。複数の発
光素子１３３ａ、１３３ｂは、一列又は複数列で基板１３１ａ、１３１ｂ上に配置されて
よい。
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【００６２】
　発光素子１３３ａ、１３３ｂは、赤色、緑色、青色の光を放出する発光ダイオードチッ
プであるか、ＵＶを放出する発光ダイオードチップであってよい。ここで、発光ダイオー
ドは、水平型（Ｌａｔｅｒａｌ Ｔｙｐｅ）又は垂直型（Ｖｅｒｔｉｃａｌ Ｔｙｐｅ）で
あってよく、発光ダイオードは青色（Ｂｌｕｅ）、赤色（Ｒｅｄ）、黄色（Ｙｅｌｌｏｗ
）、又は緑色（Ｇｒｅｅｎ）を発散することができる。
【００６３】
　発光素子１３３ａ、１３３ｂは、蛍光体を有してよい。蛍光体は、発光素子１３３ａ、
１３３ｂが青色、緑色、赤色、又はＵＶ発光ダイオードである場合に、ガーネット（Ｇａ
ｒｎｅｔ）系（ＹＡＧ、ＴＡＧ）、シリケート（Ｓｉｌｉｃａｔｅ）系、ナイトライド（
Ｎｉｔｒｉｄｅ）系、及びオキシナイトライド（Ｏｘｙｎｉｔｒｉｄｅ）系のうち、少な
くともいずれか一つ以上を含んでよい。
【００６４】
　導光部１５０ａ、１５０ｂは、光源部１３０ａ、１３０ｂ上に配置される。具体的に、
第１導光部１５０ａは第１光源部１３０ａ上に配置され、第２導光部１５０ｂは第２光源
部１３０ｂ上に配置されてよい。もう少し具体的に、導光部１５０ａ、１５０ｂは光を放
出する上面と下面を有し、前記上面と前記下面との間に複数の側面を有してよい。複数の
側面のうちの少なくとも一つは、光源部１３０ａ、１３０ｂと光学的に結合することがで
きる。
【００６５】
　第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂのそれぞれは、四角形の板状であってよい。ま
た、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂのそれぞれは、あらかじめ決定された曲率を
有して上又は下に曲がった形状であってもよい。ここで、第１及び第２導光部１５０ａ、
１５０ｂの形状は曲がった形状に限定するのではなく、第１及び第２導光部１５０ａ、１
５０ｂは平らな板であってもよい。
【００６６】
　第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂは、第１及び第２光源部１３０ａ、１３０ｂか
ら放出された点又は線光源を面光源に変更する。
【００６７】
　第１導光部１５０ａの一側部は、第１光源部１３０ａと光学的に結合し、他側部はボデ
ィ１１０から最も遠くに位置する。第１導光部１５０ａの一側部は、第１光源部１３０ａ
の基板１３１ａ上に配置され、発光素子１３３ａを取り囲む。第１導光部１５０ａの一側
部は、ボディ１１０の第１収納部１１３ａに配置される。
【００６８】
　第２導光部１５０ｂの一側部は、第２光源部１３０ｂと光学的に結合し、他側部はボデ
ィ１１０から最も遠くに位置する。第２導光部１５０ｂの一側部は、第２光源部１３０ｂ
の基板１３１ｂ上に配置され、発光素子１３３ｂを取り囲む。第２導光部１５０ｂの一側
部は、ボディ１１０の第２収納部１１３ｂに配置される。
【００６９】
　第１導光部１５０ａと第２導光部１５０ｂとの間には、ボディ１１０が配置される。具
体的に、第１導光部１５０ａの一側部と第２導光部１５０ｂの一側部との間にボディ１１
０が配置される。第１導光部１５０ａの一側部と第２導光部１５０ｂの一側部は、ボディ
１１０と結合し、第１導光部１５０ａの他側部と第２導光部１５０ｂの他側部は、ボディ
１１０から最も遠くに配置される。
【００７０】
　第１導光部１５０ａと第２導光部１５０ｂは、ボディ１１０の中心軸Ａを基準として互
いに対称になるように配置される。
【００７１】
　第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂは、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの
中心部が上に膨らんだ湾曲した形状を有してよい。湾曲した形状によって、第１及び第２
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導光部１５０ａ、１５０ｂの上に放出される光と下に放出される光の配光パターンが異な
り得る。具体的に、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面の上に放出される光は
、広く広がる第１配光パターンを有してよく、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの
下面の下に放出される光は、第１配光パターンより狭く広がる第２配光パターンを有して
よい。ここで、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂは、第１及び第２導光部１５０ａ
、１５０ｂの中心部が下に膨らんだ湾曲した形状を有してよい。また、第１導光部１５０
ａは、第１導光部１５０ａの中心部が上に膨らんでおり、第２導光部１５０ｂは、第２導
光部１５０ｂの中心部が下に膨らんだ形状であってよく、その反対であってもよい。
【００７２】
　第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの厚さは、図面に示されているように、一定で
あってもよいが、これに限定される訳ではない。すなわち、第１及び第２導光部１５０ａ
、１５０ｂの厚さは一定でなくてもよい。第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの厚さ
が一定でない場合を、図７ないし図８を参照して説明することにする。
【００７３】
　図７は、図１に示された照明装置の第１変形例であって、第２実施形態による照明装置
の断面図であり、図８は、図１に示された照明装置の第２変形例であって、第３実施形態
による照明装置の断面図である。
【００７４】
　図７を参照すると、第２実施形態による照明装置の第１及び第２導光部１５０ａ’、１
５０ｂ’の厚さは、一側部から他側部に行くほど薄くなる。第１及び第２導光部１５０ａ
’、１５０ｂ’の厚さが一側部から他側部に行くほど薄くなると、第１実施形態による照
明装置よりも第１及び第２導光部１５０’、１５０ｂ’の内部で全反射して進行する光の
出射率をさらに高めることができる。
【００７５】
　図８を参照すると、第３実施形態による照明装置の第１及び第２導光部１５０ａ’’、
１５０ｂ’’の厚さも、一側部から他側部に行くほど薄くなる。しかし、第２実施形態に
よる照明装置の第１及び第２導光部１５０ａ’、１５０ｂ’と異なる点は、第２実施形態
による照明装置の第１及び第２導光部１５０ａ’、１５０ｂ’は、一側部から他側部に行
くほど徐々に又は所定の減少率（第１減少率）でその厚さが減るが、第３実施形態による
照明装置の第１及び第２導光部１５０ａ’’、１５０ｂ’’は、一側部と他側部との間の
一部区間でその厚さが所定の減少率（第２減少率）で減り、残りの他の区間のそれぞれは
その厚さが一定である。ここで、第２減少率は第１減少率より大きい。第３実施形態によ
る照明装置も第２実施形態による照明装置と同様に、光の出射率を第１実施形態による照
明装置よりさらに高めることができる。
【００７６】
　再び、図１ないし図６を参照すると、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂは、反射
部をさらに含んでよい。具体的に、図９を参照して説明することにする。
【００７７】
　図９は、図１に示された照明装置の第３変形例であって、第４実施形態による照明装置
の斜視図である。
【００７８】
　図９を参照すると、第４実施形態による照明装置の照明装置は、図１ないし図６に示さ
れた照明装置１００に反射部１８０をさらに含む。ここで、反射部１８０は、第２ないし
第３実施形態に示された照明装置にも適用されてよく、追って説明する他の実施形態によ
る照明装置にも適用されてよい。
【００７９】
　反射部１８０は、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの表面に配置されてもよい。
もう少し具体的に、反射部１８０は、第１及び第２導光部１５０ａ，１５０ｂの複数面の
うちの何れか一面、例えば、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの側面のうちの第１
及び第２光源部１３０ａ、１３０ｂから最も遠くに配置された一側面上に配置されてよい
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。反射部１８０によって、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの一側面を通じて放出
される光を再びその一側面に入射させることができる。したがって、第１及び第２導光部
１５０ａ、１５０ｂの一側面を通じて外部に放出されて損失していた光を再び再使用でき
る利点がある。すなわち、反射部１８０によって第４実施形態による照明装置は、光抽出
効率を第１実施形態による照明装置よりさらに向上させることができる。
【００８０】
　反射部１８０は、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの一側面だけでなく、第１及
び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面、下面、及び他の側面の何れか一面以上に配置さ
れてよい。ここで、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面と下面の何れか一面に
反射部１８０が配置されると、第４実施形態による照明装置は、上又は下の何れか一方向
にのみ光を放出することができる。
【００８１】
　反射部１８０は、光を反射することができる反射シートであってもよく、第１及び第２
導光部１５０ａ、１５０ｂの一面にコーティング又は蒸着されたものであってもよい。
【００８２】
　再び図１ないし図６を参照すると、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂは、光学部
をさらに含んでよい。具体的に、図１０を参照して説明することにする。
【００８３】
　図１０は、図１に示された照明装置の第４変形例であって、第５実施形態による照明装
置の斜視図である。
【００８４】
　図１０を参照すると、第５実施形態による照明装置は、図１ないし図６に示された照明
装置１００に光学部１９５をさらに含んでよい。ここで、光学部１９５は、第２ないし第
４実施形態による照明装置にも適用されてよく、追って説明する他の実施形態による照明
装置にも適用されてよい。
【００８５】
　光学部１９５は、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの一面に配置されてよい。具
体的に、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面と下面のうちの少なくとも一つの
面に配置されてよい。
【００８６】
　光学部１９５は、印刷パターン又はプリズム（微細オプティック）であってよい。この
ような光学部１９５は、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面と下面に放出され
る光の配光パターンや配光比率を調節することができる。具体的に、第１及び第２導光部
１５０ａ、１５０ｂの下面よりも上面にさらに多くの光学部１９５を配置することにより
、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面と下面に放出される光の配光比率を調節
することができる。また、第１及び第２導光部１５０ａ、１５０ｂの上面と下面の印刷パ
ターンを、形状を異にして配光パターンを調節することができる。
【００８７】
　光学部１９５は、複数のドットパターンであってよい。複数のドットパターンは、その
大きさが異なっていてよい。例えば、ドットパターンの大きさは、第１及び第２導光部１
５０ａ、１５０ｂの一側部から他側部に行くほど小さくなってよい。
【００８８】
　再び第１ないし第６を参照すると、エンドキャップ１７０ａ、１７０ｂは、ボディ１１
０に配置される。具体的に、第１エンドキャップ１７０ａは、ボディ１１０の両側部のう
ち一側部と結合し、第２エンドキャップ１７０ｂは、ボディ１１０の両側部のうち他側部
と結合する。第１及び第２エンドキャップ１７０ａ、１７０ｂは、ボディ１１０の上端部
１１８と下端部１１６とを共にカバーすることができる。
【００８９】
　第１及び第２エンドキャップ１７０ａ、１７０ｂは、ボディ１１０と結合して第１及び
第２固定板１２０ａ、１２０ｂがボディ１１０から離脱するのを防ぎ、ボディ１１０の両
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側部を塞いでボディ１１０内部への虫や異物の流入を遮断することができる。
【００９０】
　第１及び第２エンドキャップ１７０ａ、１７０ｂは、ボディ１１０と同一な材質からな
り、照明装置１００の放熱性能を向上させることができる。
【００９１】
　図１１は、第６実施形態による照明装置の斜視図であり、図１２は、図１１に示された
照明装置の分解斜視図であり、図１３は、図１２に示された照明装置を下から見た分解斜
視図であり、図１４は、図１１に示された照明装置の断面図であり、図１５は、図１４に
示されたボディとカバーのみの断面図である。
【００９２】
　図１１ないし図１５を参照すると、第６実施形態による照明装置３００は、ボディ３１
０、光源部３３０ａ、３３０ｂ、導光部３５０ａ、３５０ｂ、エンドキャップ３７０ａ、
３７０ｂ、及びカバー（ｃｏｖｅｒ）３９０を含んでよい。
【００９３】
　第６実施形態による照明装置３００の構成は、第１実施形態による照明装置１００の構
成と類似する。以下では、第６実施形態による照明装置３００を説明するにあたり、第１
実施形態による照明装置１００と区別される構成又は部分を具体的に説明することにし、
同一であるか類似した構成又は部分は、第１実施形態による照明装置１００で説明した内
容に代える。
【００９４】
　ボディ３１０は、第１光源部３３０ａが配置される第１面３１１ａと、第２光源部３３
０ｂが配置される第２面３１１ｂを含んでよい。第１及び第２面３１１ａ、３１１ｂは、
中心軸Ａを基準として対称となるように配置される。
【００９５】
　第１及び第２面３１１ａ、３１１ｂは、中心軸Ａと第２角度βをなしてよい。ここで、
第２角度βは鋭角であって、５０度以上９０度以下であってよい。したがって、第２角度
βが９０度に近づくほど第１面３１１ａと第２面３１１ｂ上に配置された第１光源部３３
０ａと第２光源部３３０ｂからはボディ１１０の下方向又は中心軸Ａ方向に光を放出する
ことができる。
【００９６】
　導光部３５０ａ、３５０ｂは、光源部３３０ａ、３３０ｂ上に配置される。具体的に、
第１導光部３５０ａは第１光源部３３０ａ上に配置され、第２導光部３５０ｂは第２光源
部３３０ｂ上に配置されてよい。
【００９７】
　第１導光部３５０ａの一側部は、第１光源部３３０ａの発光素子３３３ａと光学的に結
合しつつ基板３３１ａ上に配置される。
【００９８】
　第１導光部３５０ａの一側部は曲面部３５１ａを有していてよい。ここで、曲面部３５
１ａは、第１導光部３５０ａの下面の一部分であってよい。曲面部３５１ａは、発光素子
３３３ａから放出された光をすべて全反射する。曲面部３５１ａが発光素子３３３ａから
放出される光をすべて全反射すれば、曲面部３５１ａを通じて光が外部に放出されないの
で、発光素子３３３ａから放出された光は曲面部３５１ａから外部に放出されず、第１導
光部３５０ａの他側部までより多くの量を移動することができる。また、発光素子３３３
ａがボディ３１０の下方向又は中心軸Ａ方向に向かうように設置されても、発光素子３３
３ａから放出された光は第１導光部３５０ａの他側部である、ボディ３１０の横方向又は
中心軸Ａと垂直な方向に移動することができる。曲面部３５１ａの光経路を追跡したシミ
ュレーション結果は図１６のとおりである。図１４及び図１６を参照すると、曲面部３５
１ａの曲率は、発光素子３３３ａから放出された光をすべて全反射させることができる特
定の値を有するように製作されてよい。
【００９９】
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　再び、図１１ないし図１５を参照すると、カバー３９０はボディ３１０の下に配置され
、ボディ３１０から所定間隔離隔するように配置されてよい。カバー３９０とボディ３１
０は、第１及び第２導光部３５０ａ、３５０ｂをはさんで第１及び第２エンドキャップ３
７０ａ、３７０ｂにより結合されてよい。
【０１００】
　カバー３９０の材質は、ボディ３１０の材質と同一であってもよく、異なっていてもよ
い。カバー３９０の材質がボディ３１０の材質と同じ放熱材質の場合、カバー３９０はボ
ディ３１０の放熱フィン３１９のような放熱フィン３９５を有していてよい。
【０１０１】
　カバー３９０は、ボディ３１０と結合して第１及び第２導光部３５０ａ、３５０ｂを支
持し、不透明又は半透明材質で構成され、外部から第１及び第２光源部３３０ａ、３３０
ｂと第１及び第２導光部３５０ａ、３５０ｂの一側部とが見えないように遮断することが
できる。
【０１０２】
　図１７は、第７実施形態による照明装置の斜視図であり、図１８は、図１７に示された
照明装置の分解斜視図であり、図１９は、図１７に示された照明装置を下から見た分解斜
視図であり、図２０は、図１７に示された照明装置の断面図である。
【０１０３】
　図１７ないし図２０を参照すると、第７実施形態による照明装置５００は、ボディ５１
０、光源部５３０ａ、５３０ｂ、導光部５５０ａ、５５０ｂ、エンドキャップ５７０ａ、
５７０ｂ、及びカバー５９０を含んでいてよい。
【０１０４】
　第７実施形態による照明装置５００の構成は、第６実施形態による照明装置３００の構
成と類似する。以下では、第７実施形態による照明装置５００を説明するにあたり、第６
実施形態による照明装置３００と区別される構成又は部分を具体的に説明することにし、
同一であるか類似した構成又は部分は、第６実施形態による照明装置３００で説明した内
容に代える。
【０１０５】
　導光部５５０ａ、５５０ｂは、光源部５３０ａ、５３０ｂ上に配置される。具体的に、
第１導光部５５０ａは第１光源部５３０ａ上に配置され、第２導光部５５０ｂは第２光源
部５３０ｂ上に配置されてよい。
【０１０６】
　第１導光部５５０ａの一側部は、第１光源部５３０ａの発光素子５３３ａと光学的に結
合しつつ基板５３１ａ上に配置される。
【０１０７】
　第１導光部５５０ａの一側部は曲面部５５１ａを有してよい。ここで、曲面部５５１ａ
は、第１導光部５５０ａの下面の一部分であってよい。
【０１０８】
　曲面部５５１ａは、第６実施形態による照明装置の曲面部３５１ａと異なり、発光素子
５３３ａから放出された光のうち、一部は放射し、残りは通過させる。したがって、曲面
部５５１ａでは光が所定放出され、放出される光はカバー５９０に向かう。
【０１０９】
　カバー５９０は、第６実施形態による照明装置３００のカバー３９０と異なり、内面は
、第１及び第２導光部５５０ａ、５５０ｂの曲面部５５１ａから放出される光の提供を受
け、外面は、内面に入射された光を放出する。カバー５９０から光が放出されるために、
カバー５９０は透明又は半透明材質のガラス又はプラスチック樹脂材質からなっていてよ
い。
【０１１０】
　ここで、カバー５９０は、第１及び第２導光部５５０ａ、５５０ｂからの光を拡散させ
て放出させることができる。カバー５９０からも光が放出されれば、全体の照明装置５０
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０から放出される光のユニフォーミティーを向上させることができる。
【０１１１】
　先に説明したように、第７実施形態による照明装置５００が第６実施形態による照明装
置３００と異なる点は、カバー５９０から光が放出されるという点である。このため、第
７実施形態による照明装置５００の第１及び第２導光部５５０ａ、５５０ｂの曲面部５５
１ａは、発光素子５３３ａからの光のうち一部を透過させる。
【０１１２】
　曲面部５５１ａは、発光素子５３３ａからの光のうちの一部を透過させるために、曲面
部５５１ａは所定の条件を有してよい。具体的に、図２１を参照してその条件を詳しく説
明することにする。
【０１１３】
　図２１は、第１及び第２導光部の曲面部の条件を説明するための概念図である。
【０１１４】
　図２１を参照すると、曲面部５５１ａが発光素子５３３ａからの光のうちの一部を透過
させるために、曲面部５５１ａの臨界角ｙが所定の条件を有さなければならない。
【０１１５】
　所定の条件は、曲面部５５１ａの臨界角ｙが曲面部５５１ａに入射される光の入射角ｘ
よりも大きいということである。曲面部５５１ａの臨界角ｙは、ｓｉｎ－１（ｎ２／ｎ１
）に決定されるが、ここで、ｎ１は、第１導光部５５０ａの屈折率であり、ｎ２は、空気
（ａｉｒ）の屈折率である。入射角ｘは、発光素子５３３ａから放出された任意の光線と
曲面部５５１ａとが出会う点における法線と前記光線との間の角度である。
【０１１６】
　第１導光部５５０ａの下面において、曲面部５５１ａは発光素子５３３ａとカバー５９
０によって決定されてよい。曲面部５５１ａの範囲は、第１導光部５５０ａの下面の一部
分であり、前記一部分は、第１導光部５５０ａの一側部からＰ点までの範囲であってもよ
い。前記Ｐ点は、発光素子５３３ａの中心とカバー５９０の一端の点を結ぶ線分Ｍとの交
差する点である。
【０１１７】
　第１導光部５５０ａの所定の範囲内で曲面部５５１ａが決定され、その範囲内で臨界角
ｙが入射角ｘよりも大きいという条件を有する曲面部５５１ａは、発光素子５３３ａから
の光のうちの一部を透過させることができる。
【０１１８】
　一方、反対に、曲面部５５１ａに入射される光の入射角ｘが曲面部５５１ａの臨界角ｙ
より大きければ、発光素子５３３ａから入射される光はすべて全反射がなされる。この条
件は、第１実施形態による照明装置１００の導光部１３０ａ、１３０ｂの一側部と第６実
施形態による照明装置３００の曲面部３５１ａの条件であってよい。
【０１１９】
　図２２は、図２０に示された曲面部における光線経路を示すシミュレーション結果であ
る。
【０１２０】
　図２０及び図２２を参照すると、発光素子５３３ａから放出された光のうちの一部が曲
面部５５１ａから透過することが確認できる。
【０１２１】
　再び図１７ないし図２０を参照すると、曲面部５５１ａは、発光素子５３３ａからの光
のうち一部を透過させるためプリズム構造を有してよい。図２３を参照して説明すること
にする。
【０１２２】
　図２３は、図１７に示された照明装置の第１変形例であって、第８実施形態による照明
装置の一部の断面図である。
【０１２３】
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　図２３を参照すると、曲面部５５１ａはプリズム構造５５１ａ－１を付加することによ
り、発光素子から放出された光のうちの一部を反射せずに透過させることができる。この
ようなプリズム構造５５１ａ－１は、曲面部５５１ａが発光素子からの光をすべて反射す
る場合に用いることができる。
【０１２４】
　プリズム構造５５１ａ－１は、曲面部５５１ａの表面から外部に突出した凹凸構造であ
ってよい。ここで、プリズム構造５５１ａ－１が第６実施形態による照明装置３００の第
１及び第２導光部３５０ａ、３５０ｂに適用されれば、第６実施形態による照明装置３０
０の曲面部３５１ａは、発光素子３３３ａからの光のうちの一部は全反射されず、透過す
ることができる。
【０１２５】
　図２４ないし図２５は、図１７に示されたカバーの変形例を示す斜視図である。
【０１２６】
　図２４ないし図２５を参照すると、カバー５９０’、５９０’’は透明又は半透明材質
でない、不透明材質であって、光を透過させる光透過板５９５’、５９５’’を含んでよ
い。光透過板５９５’５９５’’を通じてカバー５９０’、５９０’’から光が放出され
てよい。
【０１２７】
　光透過板５９５’５９５’’の形状は、図２４に示されたように円形状であってもよく
、図２５に示されたように四角形状であってもよい。それだけでなく、楕円又は多角形な
どの多様な形状であってもよい。
【０１２８】
　以上で、様々な実施形態を中心に説明したが、これはただの例示にすぎず、本発明を限
定するものではなく、本発明が属する技術分野の通常の知識を有する者であれば、以上の
様々な実施形態の本質的な特性を外れない範囲で、以上に例示されない様々な変形や応用
が可能であることが分かるはずである。例えば、以上の様々な実施形態に具体的に示され
た各構成要素は、変形して実施することができるものである。そして、このような変形と
応用に関係した相違点は、添付された請求の範囲で規定する本発明の範囲に含まれるもの
と解釈されるべきであるといえる。
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【図１】 【図２】

【図３】 【図４】
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【図５】 【図６】

【図７】

【図８】
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【図１０】 【図１１】

【図１２】 【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】

【図２３】

【図２４】

【図２５】
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【手続補正書】
【提出日】平成26年11月11日(2014.11.11)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ボディと、
　前記ボディに配置され、前記ボディの中心軸を基準として対称となるように配置された
第１光源部及び第２光源部と、
　前記第１光源部上に配置され、前記ボディに結合された第１導光部と、
　前記第２光源部上に配置され、前記ボディに結合された第２導光部と、
を含み、
　前記第１導光部及び前記第２導光部は、前記ボディの中心軸を基準として対称となるよ
うに配置され、
　前記第１及び第２導光部のそれぞれの厚さは、一側部から他側部に行くほど薄くなる照
明装置。
【請求項２】
　前記ボディは、前記第１光源部を収納する第１収納部と、前記第２光源部を収納する第
２収納部とを有し、
　前記第１収納部は、前記第１導光部の一側部を収納し、前記第２収納部は、前記第２導
光部の一側部を収納する、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記第１収納部に配置され、前記第１光源部と前記ボディとの間に配置された第１固定
板と、
　前記第２収納部に配置され、前記第２光源部と前記ボディとの間に配置された第２固定
板と、をさらに含み、
　前記ボディは、前記第１及び第２固定板の一側部と結合する結合部を有する、請求項２
に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記ボディは、前記第１光源部が配置される第１面と前記第２光源部が配置される第２
面とを有し、
　前記第１及び第２面と前記ボディの中心軸との間の角度は鋭角である、請求項１～３の
いずれか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１導光部は、前記第１導光部の一側部から他側部の間に配置された一区間を有し
、
　前記一区間の厚さは、前記第１導光部の一側部から他側部方向に行くほど薄くなる、請
求項１～４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１導光部の上面と下面のうちの少なくともいずれか一面に配置され、前記第１導
光部の上面と下面から放出される光の配光パターン又は配光比率を調節する光学部をさら
に含む、請求項１～５のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記光学部は、印刷パターン又はプリズム構造である、請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記第１導光部の上面、下面、及び複数の側面のうちの少なくともいずれか一面に配置
された反射部をさらに含み、
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　前記反射部は、前記第１導光部の一側面に配置された、請求項１～７のいずれか一項に
記載の照明装置。
【請求項９】
　前記ボディは、前記第１光源部が配置される第１面と前記第２光源部が配置される第２
面とを含み、
　前記第１面及び前記第２面は、前記ボディの中心軸と鋭角をなす、請求項１～８のいず
れか一項に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記第１導光板の一側部は、発光素子からの光が入射する少なくとも一つ以上の曲面部
を有する、請求項９に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記曲面部は、前記発光素子からの光を全反射する、請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記曲面部は、前記発光素子からの光のうち一部を透過させるためのプリズム構造を含
む、請求項１１に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記曲面部は、前記発光素子からの光のうち一部を透過させる、請求項１０に記載の照
明装置。
【請求項１４】
　前記第１及び第２導光板の一側部の下に配置され、前記曲面部からの光を透過させるカ
バーをさらに含む、請求項１２又は１３に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記カバー部は不透明材質であり、
　前記カバーは、前記曲面部からの光を透過させるための光透過板を含む、請求項１４に
記載の照明装置。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０１１８
【補正方法】変更
【補正の内容】
【０１１８】
　一方、反対に、曲面部５５１ａに入射される光の入射角ｘが曲面部５５１ａの臨界角ｙ
より大きければ、発光素子５３３ａから入射される光はすべて全反射がなされる。この条
件は、第１実施形態による照明装置１００の導光部１５０ａ、１５０ｂの一側部と第６実
施形態による照明装置３００の曲面部３５１ａの条件であってよい。
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