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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤ光源を用いて従来の電球の発光効果を再
現可能な発光装置及びその導光部材を提供する。
【解決手段】本願は発光装置に係る発明を開示する。発
光装置は導光部材及びＬＥＤ光源を有する。導光部材は
反射面、第１屈折面、及び第２屈折面を有する。ＬＥＤ
光源から放たれる光の第１部分は、反射面によって反射
され且つ第１屈折面によって屈折して、導光部材で第１
仮想イメージを形成する。更に、ＬＥＤ光源から放たれ
る光の第２部分は、反射面によって反射され且つ第２屈
折面によって屈折して、導光部材で第２仮想イメージを
形成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ光源に用いられる導光部材であって、
　反射面と、
　第１屈折面と、
　第２屈折面と
　を有し、
　前記ＬＥＤ光源から放たれる光の第１部分は、前記反射面によって反射され且つ前記第
１屈折面によって屈折して、当該導光部材で第１仮想イメージを形成し、
　前記ＬＥＤ光源から放たれる光の第２部分は、前記反射面によって反射され且つ前記第
２屈折面によって屈折して、当該導光部材で第２仮想イメージを形成する、導光部材。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ光源を収容する収容空間を更に有する、請求項１記載の導光部材。
【請求項３】
　中心軸を有する、請求項１記載の導光部材。
【請求項４】
　前記反射面及び前記中心軸は傾斜角を形成する、請求項３記載の導光部材。
【請求項５】
　前記第１屈折面は前記中心軸の周囲に配置される、請求項３記載の導光部材。
【請求項６】
　前記第２屈折面は前記中心軸の周囲に配置される、請求項３記載の導光部材。
【請求項７】
　前記反射面、前記第１屈折面、及び前記第２屈折面は、前記中心軸に対して非対称に配
置される、請求項３記載の導光部材。
【請求項８】
　前記反射面は、前記中心軸に従って左反射面及び右反射面に分けられ、
　前記左反射面と前記中心軸との間の角度は、前記右反射面と前記中心軸との間の角度と
は異なる、請求項３記載の導光部材。
【請求項９】
　前記第１仮想イメージは前記中心軸で形成される、請求項３記載の導光部材。
【請求項１０】
　前記第２仮想イメージは前記中心軸で形成される、請求項３記載の導光部材。
【請求項１１】
　前記第１屈折面及び前記第２屈折面は異なる曲線半径を有する、請求項１記載の導光部
材。
【請求項１２】
　前記第１屈折面は前記反射面から延在する、請求項１記載の導光部材。
【請求項１３】
　前記第２屈折面は前記第１屈折面から延在する、請求項１記載の導光部材。
【請求項１４】
　下部反射面を更に有し、
　前記ＬＥＤ光源から放たれる光の第３部分は、前記下部反射面によって反射され、前記
反射面を通って、当該導光部材で第３仮想イメージを形成する、請求項１記載の導光部材
。
【請求項１５】
　前記ＬＥＤ光源はシングルチップＬＥＤ光源又はマルチチップＬＥＤ光源である、請求
項１記載の導光部材。
【請求項１６】
　前記ＬＥＤ光源は赤色ＬＥＤ光源、緑色ＬＥＤ光源、又は青色ＬＥＤ光源である、請求
項１記載の導光部材。
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【請求項１７】
　ＬＥＤ光源と、
　導光部材と
　を有し、
　前記導光部材は、
　反射面と、
　第１屈折面と、
　第２屈折面と
　を有し、
　前記ＬＥＤ光源から放たれる光の第１部分は、前記反射面によって反射され且つ前記第
１屈折面によって屈折して、前記導光部材で第１仮想イメージを形成し、
　前記ＬＥＤ光源から放たれる光の第２部分は、前記反射面によって反射され且つ前記第
２屈折面によって屈折して、前記導光部材で第２仮想イメージを形成する、発光装置。
【請求項１８】
　前記導光部材は前記ＬＥＤ光源を収容する収容空間を更に有する、請求項１７記載の発
光装置。
【請求項１９】
　前記導光部材は中心軸を有する、請求項１７記載の発光装置。
【請求項２０】
　前記反射面及び前記中心軸は傾斜角を形成する、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２１】
　前記第１屈折面は前記中心軸の周囲に配置される、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２２】
　前記第２屈折面は前記中心軸の周囲に配置される、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２３】
　前記反射面、前記第１屈折面、及び前記第２屈折面は、前記中心軸に対して非対称に配
置される、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２４】
　前記反射面は、前記中心軸に従って左反射面及び右反射面に分けられ、
　前記左反射面と前記中心軸との間の角度は、前記右反射面と前記中心軸との間の角度と
は異なる、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２５】
　前記第１仮想イメージは前記中心軸で形成される、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２６】
　前記第２仮想イメージは前記中心軸で形成される、請求項１９記載の発光装置。
【請求項２７】
　前記第１屈折面及び前記第２屈折面は異なる曲線半径を有する、請求項１７記載の発光
装置。
【請求項２８】
　前記第１屈折面は前記反射面から延在する、請求項１７記載の発光装置。
【請求項２９】
　前記第２屈折面は前記第１屈折面から延在する、請求項１７記載の発光装置。
【請求項３０】
　前記導光部材は下部反射面を更に有し、
　前記ＬＥＤ光源から放たれる光の第３部分は、前記下部反射面によって反射され、前記
反射面を通って、前記導光部材から出る前に該導光部材で第３仮想イメージを形成する、
請求項１７記載の発光装置。
【請求項３１】
　前記ＬＥＤ光源はシングルチップＬＥＤ光源又はマルチチップＬＥＤ光源である、請求
項１７記載の発光装置。
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【請求項３２】
　前記ＬＥＤ光源は赤色ＬＥＤ光源、緑色ＬＥＤ光源、又は青色ＬＥＤ光源である、請求
項１７記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光装置、具体的に、複数の仮想イメージを形成する際に光を導くための導
光部材を有する発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）技術の開発は既に成熟しており、ＬＥＤの利用はいよいよ一
般的となっている。例えば、ＬＥＤは照明に利用されてよい。蛍光灯と比較して、ＬＥＤ
は、電力消費が少なく且つ長寿命であり、更には、水銀を有してない。従って、ＬＥＤを
用いる照明設備は省力であり且つ環境に優しい。
【０００３】
　ＬＥＤは発光性質を有するが、製品及びパッケージ構造に起因して前半分部分のみのＬ
ＥＤ光しか有さない。ＬＥＤが電球に用いられる場合は、その前半分部分のみのＬＥＤ光
に係る発光特性は、電球に制限を課すことがある。ＬＥＤが用いられた電球は、従来の電
球の全周発光性質を達成することができない。
【０００４】
　全周発光性質を達成するよう、光源としてＬＥＤを用いる従来の発光装置１は、複数の
面を有するベース１０を有する。図１で、夫々の面は異なる方向に向いている。更に、複
数のＬＥＤ１２がベース１０の表面に配置されている。しかし、発光装置１は何度も接合
されて組み立てられる必要があり、製造は複雑である。加えて、全体の発光効果は、従来
の電球のフィラメントの発光効果を再現することができない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上述したような従来技術の問題を鑑みなされたものであり、ＬＥＤ光源を用
いて従来の電球の発光効果を再現可能な発光装置及びその導光部材を提供することを目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一態様に従って、本発明は、複数の仮想イメージを画定するようＬＥＤ光源か
ら放たれる光を導く導光部材を提供し、それによって、従来の電球の発光効果を再現する
。
【０００７】
　上記態様を達成するために、本発明の導光部材は反射面、第１屈折面、及び第２屈折面
を有する。ＬＥＤ光源から放たれる光の第１部分は、反射面によって反射され且つ第１屈
折面によって屈折して、導光部材で第１仮想イメージを画定する。そして、ＬＥＤ光源か
ら放たれる光の第２部分は、反射面によって反射され且つ第２屈折面によって屈折して、
導光部材で第２仮想イメージを画定する。
【０００８】
　本発明の他の態様に従って、本発明は、ＬＥＤ光源から放たれる光が複数の仮想イメー
ジを画定することを可能にする発光装置を提供し、それによって、従来の電球の発光効果
を再現する。
【０００９】
　上記の態様を達成するために、本発明の発光装置はＬＥＤ光源及び導光部材を有する。
導光部材の構造、及び導光部材でのＬＥＤ光源から放たれる光の方向経路は、上述された
とおりである。
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【００１０】
　本発明の実施形態で、導光部材は、ＬＥＤ光源から放たれる光を導いて、複数の反射面
及び屈折面の組合せにより複数の仮想イメージを画定する。導光部材によって導かれる光
によって画定される複数の仮想イメージは、異なる位置、例えば、垂直位置又は水平位置
で配置される仮想光源と等価である。仮想光源は実体がない。すなわち、光遮断の問題が
ない。従って、本発明の発光装置は全周発光効果を達成することができる。仮想光源が同
じ光軸に配置される場合は、それらは、従来の電球のフィラメントと同じ線光源と等価で
あり、従来の電球の発光効果を再現する。それによって、本発明における発光装置は、小
型で且つ電力消費がより低いという利点を有するだけでなく、全周発光効果を達成するよ
うそのように周囲に光を放つ際に十分に光を導くこともできる。
【００１１】
　本発明のこれらの及び他の特徴、態様、及び利点は、以下の記載、特許請求の範囲、及
び添付の図面に関してより良く理解される。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明の実施形態によれば、ＬＥＤ光源を用いて従来の電球の発光効果を再現可能な発
光装置及びその導光部材を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】従来の発光装置の概略図である。
【図２】本発明の実施形態に従う発光装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　幾つかのＬＥＤは、一方の側では開口を有し、他方の側では開口を有さない特別のパッ
ケージ構造を有する。従って、ＬＥＤから放たれる光は、開口を有する側からしか放射さ
れない。すなわち、光は一方の側からしか放射されない。一方の側からしか光を放射しな
いＬＥＤから放たれる光に多光源としての照明効果を達成させるよう、本発明における複
数の面は、光を反射し又は屈折させて、複数の仮想光源を形成するよう光を集めて散乱す
るために使用される。どのように本発明における発光装置が、光を十分に用いて従来の電
球の発光効果を再現するよう複数の仮想光源を形成するのかは、以下で記載される。
【００１５】
　図２は、本発明の実施形態に従う発光装置３の概略図である。図２で、発光装置３は導
光部材３０及び発光ダイオード（ＬＥＤ）３２を有する。導光部材３０は２つの陥凹空間
を有する。陥凹空間のうち１つは、導光部材３０の外面と協働して、複数の仮想イメージ
を形成する際にＬＥＤ光源から放たれる光を導くよう設計されている。
【００１６】
　実際の用途で、本発明のＬＥＤ３２はシングルチップＬＥＤ又はマルチチップＬＥＤで
あってよい。加えて、ＬＥＤ３２は白色ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、
黄色ＬＥＤ、又は他の色の光を放射するＬＥＤであってよい。更に、ＬＥＤ３２がマルチ
チップＬＥＤである場合は、異なる色の光を放射するＬＥＤチップが、期待される色の光
を放射するＬＥＤを組み合わせるよう選択される。
【００１７】
　通常、導光部材は、特定の角度で光を放射する際に光源を導くよう設計されている。例
えば、ＬＥＤが懐中電灯の光源として使用される場合に、導光部材と等価なレンズは、光
を集めて、懐中電灯から放たれる光が効果的に光を集めるよう同じ方向を向くことを可能
にするように、ＬＥＤの方向経路に配置されてよい。しかし、本発明の実施形態における
導光部材３０は、全周発光効果を達成するために使用される。言い換えると、発光装置３
は、ＬＥＤ３２から放たれる光を集めるだけではなく、ＬＥＤ３２から放たれる光を導光
部材３０により周囲により一様に放射するためにも使用される。
【００１８】



(6) JP 2010-192439 A 2010.9.2

10

20

30

40

50

　図２で、導光部材３０は第１屈折面３００及び反射面３０４を有する。第１屈折面３０
０は反射面３０４から延在する。反射面３０４によって囲まれている空間は、導光部材３
０の陥凹空間の１つである。ＬＥＤ３２は、第１底面３０３及び第２底面３０５によって
囲まれている陥凹空間、すなわち収容空間に配置されている。ＬＥＤ３２から放たれる光
の第１部分Ｌ１は、第１底面３０３によって屈折し、反射面３０４に入る。光の第１部分
Ｌ１が反射面３０４に入る場合に、その光の第１部分Ｌ１は、反射角度が全体の内面反射
臨界角より大きいので、反射面３０４によって第１屈折面３００へと反射される。最後に
、光の第１部分Ｌ１は、第１屈折面３００によって屈折した後、導光部材３０から出る。
第１仮想イメージＶ１は、導光部材３０から遠ざかる光の第１部分Ｌ１が広がって交差す
る交点で形成される。導光部材３０から遠ざかる光の第１部分Ｌ１は、第１仮想イメージ
Ｖ１から放たれる光と等価である。
【００１９】
　図２で、本発明の実施形態における導光部材３０は、第１屈折面３００から延在する第
２屈折面３０２を更に有する。第１屈折面３００及び第２屈折面３０２は異なる曲線半径
を有する。ＬＥＤ３２から放たれる光の第２部分Ｌ２は、第１底面３０３によって屈折し
、反射面３０４に入る。光の第２部分Ｌ２が反射面３０４に入る場合に、その光の第２部
分Ｌ２は、反射角度が全体の内面反射臨界角より大きいので、反射面３０４によって第２
屈折面３０２へと反射される。最後に、光の第２部分Ｌ２は、第２屈折面３０２によって
屈折した後、導光部材３０から出る。第２仮想イメージＶ２は、導光部材３０から遠ざか
る光の第２部分Ｌ２が広がって交差する交点で形成される。導光部材３０から遠ざかる光
の第２部分Ｌ２は、第２仮想イメージＶ２から放たれる光と等価である。
【００２０】
　加えて、光の第２部分Ｌ２が第２屈折面３０２に入る前の光路は、光の第１部分Ｌ１が
第１屈折面３００に入る光路と同じであるが、第２屈折面３０２の曲率は第１屈折面３０
０の曲率とは異なっている。従って、第１屈折面３００を通る屈折光の光路は、第２屈折
面３０２を通る屈折光の光路とは異なり、それによって、異なる位置で仮想イメージが形
成され得る。すなわち、第２仮想イメージＶ２は導光部材３０の中にあり、第１仮想イメ
ージＶ１は導光部材３０の外にある。本発明における導光部材３０は、従来の電球の発光
効果を再現するために、異なる位置で更なる仮想イメージを形成する際に光を導くよう更
なる屈折面を有してよい。
【００２１】
　加えて、図２に示されるように、本発明の実施形態における導光部材３０は、ＬＥＤ３
２の近くで下部反射面３０６を有する。ＬＥＤ３２から放たれる光の第３部分Ｌ３は、第
２底面３０５によって屈折して、下部反射面３０６に入る。光の第３部分Ｌ３が下部反射
面３０６に入る場合に、光の第３部分Ｌ３は、反射角度が全体の内面反射臨界角より大き
いので、下部反射面３０６によって反射面３０４へと反射される。反射面３０４に入る光
の第３部分Ｌ３によって形成される入射角度は全体の内面反射臨界角より小さいので、反
射面３０４で反射される代わりに、光の第３部分Ｌ３は、屈折面３０４によって屈折し、
導光部材３０を出て、第３仮想イメージＶ３を形成する。実施形態で、光の第３部分Ｌ３
は散乱光ではなく、反射面３０４によって囲まれている空間に集束する。第３仮想イメー
ジＶ３は実際の光によって形成される。
【００２２】
　実際の設計で、反射面３０４及び下部反射面３０６は、光が完全に反射されることを確
かにするよう、例えばシルバーペイント等の反射材により表面を覆われてよい。光の第３
部分Ｌ３は、反射材によって表面を覆われている反射面３０４を通ることができず、それ
によって、全体の発光効果は改善する。従って、設計者は、所望の発光効果に従って反射
材により反射面３０４の表面を覆うべきかどうかを決定するとともに、反射材を有するコ
ーティング範囲を決定することができる。
【００２３】
　図２に示されるように、導光部材３０は中心軸Ａ１を有する。反射面３０４及び中心軸
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Ａ１は傾斜角（bevel　angle）を形成する。反射面３０４、第１屈折面３００、及び第２
屈折面３０２は中心軸Ａ１に対して対称に配置されているので、第１仮想イメージＶ１、
第２仮想イメージＶ２、及び第３仮想イメージＶ３は全て、通例の光学理論に従って中心
軸Ａ１に形成される。仮想イメージ間の距離が十分に小さい場合は、それらの仮想イメー
ジは線光源として見なされてよく、それによって、フィラメントの発光効果が再現され得
る。
【００２４】
　発光装置３の異なる発光効果を達成するために、反射面３０４、第１屈折面３００、第
２屈折面３０２、及び下部反射面３０６は中心軸Ａ１に対して非対称に配置されてよい。
例えば、反射面は中心軸に従って左反射面及び右反射面に分けられてよい。左反射面と中
心軸との間の角度は、右反射面と中心軸との間の角度とは異なる。すなわち、反射面の断
面は非対称にＶ字形状である。従って、右反射面によって反射され且つ第１屈折面によっ
て屈折する光によって形成される仮想イメージの位置は、左反射面によって反射され且つ
第１屈折面によって屈折する光によって形成される他の仮想イメージの位置とは異なる。
要約すれば、元の第１仮想イメージＶ１は、異なる高さを有する２つの副仮想イメージに
分けられる。夫々の副仮想イメージの光度はより弱いが、更なる仮想光源が形成される。
言い換えると、屈折面及び反射面の設置及び形状設計は、所望の発光効果を達成するよう
本発明の実施形態において適切に調整されてよい。
【００２５】
　総括して言えば、本発明で、導光部材３０の反射面及び屈折面は光路に対して垂直でな
い。従って、ＬＥＤ３２から放たれる光は、直接的に導光部材３０を通過することができ
ない。しかし、光は、複数の異なる光路を形成するよう導光部材で何度も屈折し且つ反射
されて、複数の仮想光源を形成する。本発明における発光装置３は、単一ＬＥＤ３２及び
導光部材３０を介して同じ光軸で複数の仮想光源を形成することができる。発光装置３の
発光効果は、従来の電球のフィラメントを再現することができる。従って、発光装置３の
電力消費は、従来の電球の電力消費より小さい。更に、発光装置３の製造は、複数のＬＥ
Ｄを有する電球の製造より簡単である。
【００２６】
　従来技術と比較して、本発明における導光部材は、反射面及び屈折面の組合せによって
複数の仮想イメージを形成する際にＬＥＤ光源から放たれる光を導く。導光部材によって
導かれる光によって形成される複数の仮想イメージは、異なる位置、例えば、垂直位置又
は水平位置で配置される仮想光源と等価である。これらの仮想光源は固体構造ではなく、
光を中断する問題を伴わない。従って、本発明の発光装置は全周発光効果を達成すること
ができる。仮想光源が同じ光軸に配置される場合は、それらは、従来の電球のフィラメン
トと同じ線光源と等価であって、従来の電球の発光効果を再現する。本発明における発光
装置は、小型で且つ電力消費がより低いだけでなく、全周発光効果を達成するよう周囲に
光を放つ際に十分に光を導くこともできる。
【００２７】
　本発明はその特定の好ましい実施形態を参照して極めて詳細に記載されてきたが、開示
は本発明の適用範囲を限定するためではない。当業者は、本発明の適用範囲及び精神を逸
脱することなく、様々な改良及び変形を行うことができる。従って、添付の特許請求の範
囲の適用範囲は、上述される好ましい実施形態の記載に限定されるべきでない。
【００２８】
　［関連出願の相互参照］
　本願は、その全文を参照することにより本願に援用される、２００９年２月１３日に中
華民国台湾で出願された特許出願第０９８１０４６６０号に基づく優先権を主張するもの
である。
【符号の説明】
【００２９】
３　　　発光装置
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３０　　導光部材
３２　　発光ダイオード（ＬＥＤ）
３００　第１屈折面
３０２　第２屈折面
３０３　第１底面
３０５　第２底面
３０４　反射面
３０６　下部反射面
Ａ１　　中心軸
Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３　光
Ｖ１，Ｖ２，Ｖ３　仮想イメージ

【図１】 【図２】
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