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(57)【要約】
【課題】明るさの異なる複数の機種を低コストで製造可
能な照明装置を実現する。
【解決手段】本発明に係る照明装置１は、光を出射する
ＬＥＤ８ａ，８ｂを有する光出射部４を複数備え、光出
射部４の少なくとも一部は、ＬＥＤ８ａ，８ｂを実装す
るための実装領域７ａ，７ｂを複数有する。光出射部４
に実装するＬＥＤの個数を１又は２のいずれかに選択す
ることにより、同一の透過ユニット３を用いて、明るさ
の異なる複数種類の照明装置を製造することができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源からの光を出射させる複数個の光出射部が基板に対向して配置され、
　各光出射部に対応する基板の位置には、前記光源を実装するために設けられた実装領域
が複数個配置され、
　各光出射部に対応する複数個の実装領域の少なくとも一つに前記光源を実装したことを
特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光出射部は、前記光源からの光の指向性を制御するレンズを有することを特徴とす
る請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光出射部は、
　前記光源を取り囲み、前記光源からの光を前記光出射部の出射方向に反射させる反射部
を有することを特徴とする請求項１または請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記光出射部は、前記レンズを前記光出射部に対応する複数個の実装領域の個数と同数
備え、
　各レンズと各実装領域とが対向していることを特徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記光出射部は、前記反射部として拡散反射板を備えることを特徴とする請求項３に記
載の照明装置。
【請求項６】
　前記光源はＬＥＤであることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関し、特に、光源としてＬＥＤを用いた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（発光ダイオード）は、長寿命、低消費電力といった長所を有していることから
、近年では、白熱電球や蛍光灯の代わりに、ＬＥＤを光源として使用する照明装置が開発
されている。
【０００３】
　図８（ａ）は、従来の照明装置１０１を光出射方向から見た平面図であり、図８（ｂ）
は、照明装置１０１の部分断面図である。図８（ａ）及び図８（ｂ）に示すように、照明
装置１０１は、透過ユニット１０３で覆われた出射面に最密立方格子状に配置された７個
の光出射部１０４を備えており、各光出射部１０４の内部には１個のＬＥＤ１０８が実装
されている。
【０００４】
　より具体的には、図８（ｂ）に示すように、光出射部１０４は、１個のＬＥＤ１０８と
、透過ユニット１０３の内面に形成された反射面１０３１と、ＬＥＤ１０８に対向する位
置に形成された照明用レンズ１０３２とを有している。ＬＥＤ１０８は、ＬＥＤ基板１０
７に実装されている。反射面１０３１および照明用レンズ１０３２は、透過ユニット１０
３の一部として一体的に形成されている。反射面１０３１は、ＬＥＤ１０８を取り囲むよ
うに透過ユニット１０３の内面に形成されており、ＬＥＤ１０８からの光を光出射部１０
４に向かう方向（ＬＥＤ１０８から離れる方向）に反射させる。照明用レンズ１０３２は
、ＬＥＤ１０８からの光の指向性を絞るように、ＬＥＤ１０８に向かって凸状に形成され
ている。
【０００５】
　これにより、照明装置１０１は、離れた位置から見てほぼ均一に発光する面状光源とな
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る。照明装置１０１と同様の構成は、例えば特許文献１に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－１３４３１９号公報（２００４年４月３０日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、上述のような従来技術では、明るさの異なる複数種類の照明装置を製造
する場合、照明装置を構成する部品の共通化を図ることができないという問題がある。
【０００８】
　照明装置の出力（明るさ）は、用いられるＬＥＤの個数によって決まる。例えば図８（
ａ）に示す照明装置１０１は、７個のＬＥＤを用いているが、照明装置１０１よりも出力
の大きい照明装置を製造する場合、ＬＥＤを設けるための光出射部１０４を増やす必要が
ある。したがって、照明装置１０１に用いられる透過ユニット１０３を、さらに出力の大
きい照明装置に、そのまま用いることはできない。
【０００９】
　また、照明装置１０１よりも出力の小さい照明装置を製造する場合、照明装置１０１に
おいて一部の光出射部１０４にＬＥＤを実装しない設計とすることにより、装置全体に用
いられるＬＥＤの個数を減らすことが考えられる。しかしながらこの場合、ＬＥＤが実装
されていない光出射部からは光が出射されず、照明装置の発光面に輝度ムラが生じるため
、外観上好ましくない。そのため、照明装置１０１よりも出力の小さい照明装置を製造す
る場合も、光出射部の形成数がより少ない照明装置１０１を新たに作る必要があり、照明
装置１０１に用いられる透過ユニット１０３を用いることはできない。
【００１０】
　このように、明るさの異なる複数種類の照明装置を製造する場合、各種類の照明装置ご
とに異なる透過ユニットを用いる必要がある。よって、照明装置の製造コストの低減が困
難であるという問題を生じていた。
【００１１】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたもので、その目的は、明るさの異な
る複数の機種を低コストで製造可能な照明装置を実現することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　上記の課題を解決するために、本発明に係る照明装置は、光源からの光を出射させる複
数個の光出射部が基板に対向して配置され、各光出射部に対応する基板の位置には、前記
光源を実装するために設けられた実装領域が複数個配置され、各光出射部に対応する複数
個の実装領域の少なくとも一つに前記光源を実装したことを特徴とする。
【００１３】
　上記の構成によれば、各光出射部に対応する基板の位置には、光源を実装するための実
装領域を複数有している。すなわち、実装領域を複数有するので、実装する光源の数を、
実装領域の数の範囲内で選択可能となっている。そのため、複数の実装領域に対応する光
出射部の各々における光源の実装数を選択することにより、使用される光源の総数が異な
る複数種類の照明装置を製造することができる。
【００１４】
　さらに、各光出射部に対応する基板の位置に、少なくとも１個の光源を実装することに
より、すなわち、複数の実装領域に対応する光出射部において、実装する光源の数を１ま
たは複数のいずれかに選択することにより、全ての光出射部から光が出射され、かつ、明
るさの異なる複数種類の照明装置を製造することができる。また、当該複数種類の照明装
置では、光出射部の個数は共通しているので、光出射部を形成するための透過板を、照明
装置間で共通化することができる。したがって、明るさの異なる複数の機種を低コストで
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製造可能な照明装置を実現することができる。
【００１５】
　本発明に係る照明装置では、前記光出射部は、前記光源からの光の指向性を制御するレ
ンズを有することが好ましい。
【００１６】
　上記の構成によれば、レンズによって光源からの光の指向性を制御することができるの
で、照明装置直下において均一な分布の光を出射することができる。
【００１７】
　本発明に係る照明装置では、前記光出射部は、前記光源を取り囲み、前記光源からの光
を前記光出射部の出射方向に反射させる反射部を有することが好ましい。
【００１８】
　上記の構成によれば、反射部が光源からの光を光出射部の出射方向に反射させるので、
光の利用効率を高めることができる。
【００１９】
　本発明に係る照明装置では、前記光出射部は、前記レンズを前記光出射部に対応する複
数個の実装領域の個数と同数備え、各レンズと各実装領域とが対向していることが好まし
い。
【００２０】
　上記の構成によれば、光源が複数実装される光出射部においても、光源とレンズとが対
向して配置されるので、照明装置の発光面全体の輝度をさらに均一にすることができる。
【００２１】
　本発明に係る照明装置では、前記光出射部は、前記反射部として拡散反射板を備えるこ
とが好ましい。
【００２２】
　上記の構成によれば、拡散反射板が光源からの光を乱反射させるので、光出射部にレン
ズを設けていない場合であっても、光出射部から広角で均一な光を出射させることができ
る。
【００２３】
　本発明に係る照明装置では、前記光源はＬＥＤであることが好ましい。
【００２４】
　上記の構成によれば、長寿命で低消費電力の照明装置を実現することができる。
【発明の効果】
【００２５】
　以上のように、本発明に係る照明装置は、光源からの光を出射させる複数個の光出射部
が基板に対向して配置され、各光出射部に対応する基板の位置には、前記光源を実装する
ために設けられた実装領域が複数個配置され、各光出射部に対応する複数個の実装領域の
少なくとも一つに前記光源を実装したので、明るさの異なる複数の機種を低コストで製造
可能な照明装置を実現することができるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明の実施形態に係る照明装置を示す斜視図である。
【図２】図１に示す照明装置の分解斜視図である。
【図３】（ａ）は、図１に示す照明装置を示す側面図であり、（ｂ）は、当該照明装置を
示す断面図であり、（ｃ）は、当該照明装置の拡大部分断面図である。
【図４】上記照明装置に用いられる透過ユニットを示す斜視図であり、（ｂ）は、当該透
過板の部分拡大図である。
【図５】（ａ）は、１５０形の照明装置の透過ユニットおよびＬＥＤを示す斜視図であり
、（ｂ）は、当該照明装置を光出射方向から見た平面図であり、（ｃ）は、１００形の照
明装置の透過ユニットおよびＬＥＤを示す斜視図であり、（ｄ）は、当該照明装置を光出
射方向から見た平面図であり、（ｅ）は、６０形の照明装置の透過ユニットおよびＬＥＤ
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を示す斜視図であり、（ｆ）は、当該照明装置を光出射方向から見た平面図である。
【図６】ＬＥＤが実装されるＬＥＤ基板の表面を示す平面図である。
【図７】（ａ）は、本発明の実施形態の変形例に係る光出射部の構成を示す断面図であり
、（ｂ）は、本発明の実施形態の他の変形例に係る光出射部の構成を示す断面図である。
【図８】（ａ）は、従来の照明装置を光出射方向から見た平面図であり、（ｂ）は、当該
照明装置の部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の実施の一形態について図１～図７に基づいて説明すれば以下のとおりである。
【００２８】
　（照明装置の構成）
　図１は、本実施形態に係る照明装置１を示す斜視図である。照明装置１は、例えばダウ
ンライトとして用いられる照明装置であり、筒型の筐体２の内部に透過ユニット３が嵌め
込まれて構成されている。透過ユニット３には、光を出射する光出射部４が複数形成され
ている。また、筐体２の環状開口部の縁部には、照明装置１を天井等に取り付けるための
取付バネ５が設けられている。
【００２９】
　図２は、照明装置１を異なる角度から見た分解斜視図である。図２に示すように、照明
装置１は、筐体２、透過ユニット３、取付バネ５、反射シート６、ＬＥＤ基板７、ＬＥＤ
（光源）８、回路基板１０、絶縁シート１１、ターミナルアングル１２、電源用端子台１
３、カバー１４および調光用端子台１５を備えている。透過ユニット３、反射シート６、
ＬＥＤ基板７が、この順に重ね合わされて筐体２内に嵌め込まれる。ＬＥＤ基板７上には
、照明装置１の光源である複数のＬＥＤ８が実装されており、反射シート６のＬＥＤ８と
対向する位置には、開口６ａが形成されている。
【００３０】
　回路基板１０には、ＬＥＤ８の駆動を制御する回路が実装されている。回路基板１０は
、絶縁シート１１を介してターミナルアングル１２に取り付けられる。電源用端子台１３
は、外部から電力を供給するための電源端子を有している。調光用端子台１５は、外部か
ら調光信号を供給するための調光端子を有している。カバー１４は、回路基板１０、電源
用端子台１３及び調光用端子台１５を取り付けたターミナルアングル１２を筐体２に取り
付けた後、筐体２の開口を塞ぐべく取り付けられる。取付バネ５は、照明装置１を天井や
壁等に設けられた設置穴に固定するために用いられる。
【００３１】
　図３（ａ）は、照明装置１を示す側面図である。同図に示すように、ターミナルアング
ル１２は、電源用端子台１３および調光用端子台１５が取り付けられた状態で、筐体２の
側面に挿し込まれ、筐体２の開口を塞ぐべくカバー１４が取り付けられる。
【００３２】
　図３（ｂ）は、照明装置１を示す断面図である。同図に示すように、各光出射部４には
、１個または２個のＬＥＤ８が実装されている。光出射部４のさらに詳細な構成を、図３
（ｃ）に示す。
【００３３】
　図３（ｃ）は、図３（ｂ）の破線丸枠部分の拡大断面図である。図３（ｃ）に示すよう
に、光出射部４は、２個のＬＥＤ８と、光出射部４の内面に形成された反射面（反射部）
３１と、２個のＬＥＤ８のそれぞれに対応する位置に形成された２個の照明用レンズ（レ
ンズ）３２ａ，３２ｂとを有している。２個のＬＥＤ８はそれぞれ、ＬＥＤ基板７の実装
領域７ａ，７ｂに実装されている。すなわち、光出射部４は、ＬＥＤ８を実装するための
実装領域を２つ有している。
【００３４】
　反射面３１および照明用レンズ３２ａ，３２ｂは、透過ユニット３に形成された光出射
部４の一部として一体的に形成されている。反射面３１は、２個のＬＥＤ８を取り囲むよ
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うに形成されており、２個のＬＥＤ８からの光を光出射部４の出射方向に向かって反射さ
せる。これにより、ＬＥＤ８からの光の利用効率を高めることができる。
【００３５】
　照明用レンズ３２ａ，３２ｂはそれぞれ、２個のＬＥＤ８に向かって凸状に形成されて
おり、２つのレンズが組み合わされたレンズアレイを構成している。照明用レンズ３２ａ
，３２ｂは、夫々対向する光出射部４の配置領域に配置されたＬＥＤ８からの光を集光し
、ＬＥＤ８の光を所望の配光角に制御して出射面４１から出射する。本実施の形態では、
照明用レンズ３２ａ，３２ｂは、ＬＥＤ８として、１２０°の配光角を有するＬＥＤから
の光を、８０°の配光に制御して出射面４１から光を出射する。なお、使用するＬＥＤ８
の配光角は１２０°に限らず、さらに配光角が広いＬＥＤを用いてもよいし、指向性が強
いＬＥＤを用いてもよい。また、照明用レンズによる配光角の制御も上記１２０°に限ら
ず、さらに配光角を絞る構成でもよいし、配光を広げるためのレンズを用いてもよい。
【００３６】
　なお、図３（ｃ）では、実装領域７ａ，７ｂの両方にＬＥＤ８が実装されているが、実
装領域７ａ，７ｂのいずれか一方のみにＬＥＤ８を実装することも可能である。この場合
、ＬＥＤ８が実装されていない実装領域と照明用レンズとが対向している。換言すると、
光出射部４は、照明用レンズを実装領域の個数と同数備えており、各照明用レンズと各実
装領域とが対向している構成である。
【００３７】
　また、ＬＥＤ基板７の表面には、２個のＬＥＤ８からの光を反射する反射シート６が重
ね合わされている。反射シート６が２個のＬＥＤ８からの光を光出射部４に向けて反射さ
せることにより、光の利用効率をさらに高めることができる。また、ＬＥＤ基板７の裏面
は、筐体２と接触している。これにより、ＬＥＤ８が発生する熱が筐体２に伝導して、筐
体２の側面から放熱される。このように、筐体２はヒートシンクとしても機能する。
【００３８】
　（透過ユニットの構成）
　続いて、透過ユニット３の構成について説明する。
【００３９】
　図４（ａ）は、透過ユニット３を示す斜視図であり、図４（ｂ）は、透過ユニット３に
形成された光出射部４の部分拡大図である。図４（ａ）では、奥側（ｚ軸方向）が光の出
射方向である。同図に示すように、透過ユニット３は、凸部状に形成された７つの光出射
部４が形成されており、各光出射部４（凸部）の内側の側面が反射面３１となっている。
また、光出射部４の先端には、円筒状の凹部が形成されており、この凹部の内部に２個の
照明用レンズ３２ａ，３２ｂが、ＬＥＤ基板７の実装領域７ａ、７ｂに対応する位置に形
成されている。すなわち、各光出射部４の側面は内部反射ミラーとして機能しており、反
射面３１と照明用レンズ３２ａ，３２ｂとが一体となっている。
【００４０】
　透過ユニット３が照明装置１に嵌め込まれた状態では、図４（ｂ）に示すように、２個
のＬＥＤ８は、上記凹部の開口の内側に位置する。また、２個のＬＥＤ８がそれぞれ、照
明用レンズ３２ａ，３２ｂと対向していることにより、２個のＬＥＤ８からの光の配光を
制御することが可能となる。なお上述のように本実施の形態では、証明用レンズ３２ａ，
３２ｂは、ＬＥＤ８の配光を１２０°から８０°に絞るよう制御している。なお、図４（
ｂ）では、上側（ｚ軸方向）が光の出射方向である。
【００４１】
　以上のように、照明装置１では、各光出射部４が、ＬＥＤ８を実装するための実装領域
を２つ有していることにより、１つの光出射部４に最大２個のＬＥＤ８が実装可能となっ
ている。これにより、各光出射部４におけるＬＥＤ８の実装数を選択することにより、使
用されるＬＥＤ８の総数が異なる複数種類の照明装置を製造することができる。
【００４２】
　さらに、各光出射部４に少なくとも１個のＬＥＤ８を実装することにより、すなわち、
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各光出射部４に実装するＬＥＤ８の個数を１又は２のいずれかに選択することにより、同
一の透過ユニット３を用いて明るさの異なる複数種類の照明装置を製造することができる
。また、全ての光出射部４から光が出射されるので、発光面全体の輝度が均一で明るさが
異なる複数の機種を低コストで製造可能な照明装置を実現することができる。
【００４３】
　（透過ユニットの具体例）
　具体例として、明るさが１５０形、１００形および６０形の３種類の照明装置を図５に
示す。
【００４４】
　図５（ａ）は、１５０形の照明装置１ａの透過ユニット３およびＬＥＤ８を示す斜視図
であり、図５（ｂ）は、照明装置１ａを光出射方向から見た平面図である。照明装置１ａ
では、７個の光出射部４が最密立方格子状に配置されている。各光出射部４のそれぞれに
ＬＥＤ８が２個実装されており、装置全体で１４個のＬＥＤ８が用いられている。外側の
６個の光出射部４に対応するＬＥＤ８は、円周方向に沿って配置されている。このように
、ＬＥＤ８を円周方向に沿って配置すると、各ＬＥＤ８の配線を外側から引き出すように
構成することにより、放熱パターンシートを透過ユニット３の中央の方に寄せて外側の１
２個のＬＥＤ８で共通に使用することができる。
【００４５】
　図５（ｃ）は、１００形の照明装置１ｂの透過ユニット３およびＬＥＤ８を示す斜視図
であり、図５（ｄ）は、照明装置１ｂを光出射方向から見た平面図である。照明装置１ｂ
では、３つの光出射部４にＬＥＤ８が２個実装され、４つの光出射部４にＬＥＤ８が１個
実装されており、装置全体で１０個のＬＥＤ８が用いられている。
【００４６】
　図５（ｅ）は、６０形の照明装置１ｃの透過ユニット３およびＬＥＤ８を示す斜視図で
あり、図５（ｆ）は、照明装置１ｃを光出射方向から見た平面図である。照明装置１ｃで
は、各光出射部４にＬＥＤ８が１個実装されており、装置全体で７個のＬＥＤ８が用いら
れている。
【００４７】
　照明装置１ａ～１ｃでは、いずれもＬＥＤ８が実装されていない光出射部４を有してい
ないため、発光面に輝度ムラが生じない。例えば照明装置１ｂでは、１個のＬＥＤ８が実
装された光出射部４と、２個のＬＥＤ８が実装された光出射部４とでは、出射光の輝度が
異なるが、ある程度離れた位置から見ると、発光面の輝度は全体としてほぼ均一に見える
。したがって、通常の使用では、外観上問題になることはない。
【００４８】
　また、照明装置１ａ～１ｃは、同一の透過ユニット３を用いて製造されている。このた
め、照明装置の種類ごとに異なる透過ユニットを用いる場合に比べ、製造コストを低減す
ることが可能となる。
【００４９】
　なお、１個のＬＥＤ８が実装された光出射部４では、ＬＥＤ８の位置は出射口の中心か
らずれている。これに対し、光出射部４では、各ＬＥＤ８と対向する位置に照明用レンズ
３２が設けられているため、光出射部４から広角で均一な光を出射させることができる。
【００５０】
　以上のように、本実施形態では、各光出射部４に実装するＬＥＤ８の個数を１または２
のいずれかに選択することで、同一の透過ユニット３を用いて明るさの異なる複数種類の
照明装置を製造することができる。
【００５１】
　（ＬＥＤ基板の配線パターン）
　図６は、ＬＥＤ基板７の表面を示す平面図である。同図に示すように、７個の光出射部
４が、最密立方格子状に配置され、７個の光出射部４のうちの外側の光出射部４に対応す
る１２個の実装領域７ａ，７ｂが、円周方向に沿って配置されている。これにより、外側
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の実装領域７ａ，７ｂに実装されるＬＥＤ８（図６では図示せず）に電力を供給する配線
パターン７ｃをＬＥＤ基板７の外周に沿って環状に連続して形成することができる。これ
により、配線パターン７ｃを容易に形成することができる。
【００５２】
　また、ＬＥＤ基板７には、多数のスルーホール７ｄが形成されている。スルーホール７
ｄによって、ＬＥＤ基板７の表裏間の熱伝導を促進することができる。さらに、スルーホ
ール７ｄは、ＬＥＤ８に近い領域ほど密に設けられているので、ＬＥＤ８が発生する熱を
より効率的にＬＥＤ基板７の裏面に伝導することができる。また、スルーホール７ｄは、
図示しない放熱シートを貼る際の気泡抜きとして利用することができる。
【００５３】
　（光出射部の変形例）
　続いて、光出射部の構成の変形例について、図７を参照して説明する。上記の説明では
、各光出射部４は、反射面３１と照明用レンズ３２ａ，３２ｂとが一体的に形成された構
成であったが、本発明はこれに限定されない。
【００５４】
　図７（ａ）は、本実施形態の変形例に係る光出射部４ａの構成を示す断面図である。光
出射部４ａは、２個のＬＥＤ８、拡散反射板１６およびカバー１７を備えている。すなわ
ち、光出射部４ａは、照明用レンズの代わりに、反射板として拡散反射板１６を備える構
成である。拡散反射板１６がＬＥＤ８からの光を乱反射させることにより、光出射部４ａ
から広角で均一な光を出射させることができる。
【００５５】
　図７（ｂ）は、本実施形態の他の変形例に係る光出射部４ｂの構成を示す断面図である
。光出射部４ｂは、２個のＬＥＤ８、鏡面反射板１８および照明用レンズ１９を備えてい
る。すなわち、光出射部４ｂでは、反射板と照明用レンズとが別々に形成されている。
【００５６】
　なお、光出射部４ａ，４ｂでは、いずれも１個または２個のＬＥＤ８が実装可能となっ
ている。また、図７（ｂ）に示す光出射部４ｂにおいて、鏡面反射板１８を図７（ａ）に
示す拡散反射板１６に置き換えた構成としてもよい。さらに、照明用レンズとして、図８
（ｂ）に示す照明用レンズ１０３２を用いてもよい。
【００５７】
　上記の説明では、各光出射部は最大２個のＬＥＤが実装可能な構成であったが、１つの
光出射部に実装可能なＬＥＤの個数は、これに限定されない。例えば、各光出射部に実装
可能なＬＥＤの最大個数を３以上としてもよい。また、上記実施の形態では、透過ユニッ
トが有する光出射部の配置領域の数量は全て２個であったが、一部の光出射部のみ、複数
のＬＥＤが実装可能な構成とし、他の光出射部は、１個のＬＥＤを実装可能な構成として
もよい。すなわち、光出射部夫々が有する配置領域の数量は、同数でなくてもよい。また
、上記の説明では、透過ユニットに７つの光出射部が形成された構成であったが、透過ユ
ニットに形成される光出射部の数は、これに限定されず、７つ以外の複数でもよいし、１
つであってもよい。
【００５８】
　また、本実施形態では、ＬＥＤを光源として用いる照明装置について説明したが、照明
装置の光源はＬＥＤに限定されず、ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）
等を光源として用いてもよい。
【００５９】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００６０】
　本発明は、特に高所設置で出射光があまり広がらないようにする必要のある埋め込み形
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、固体素子を光源とし、配光を調整する必要がある照明装置一般（ストレート型、スクエ
ア型等）に適用可能である。
【符号の説明】
【００６１】
　　１　　照明装置
　１ａ　　照明装置
　１ｂ　　照明装置
　１ｃ　　照明装置
　　２　　筐体
　　３　　透過ユニット
　　４　　光出射部
　４ａ　　光出射部
　４ｂ　　光出射部
　　５　　取付バネ
　　６　　反射シート
　６ａ　　開口
　　７　　ＬＥＤ基板
　７ａ　　実装領域
　７ｂ　　実装領域
　　８　　ＬＥＤ（光源）
　１０　　回路基板
　１１　　絶縁シート
　１２　　ターミナルアングル
　１３　　電源用端子台
　１４　　カバー
　１５　　調光用端子台
　１６　　拡散反射板（反射部）
　１７　　カバー
　１８　　鏡面反射板（反射部）
　１９　　照明用レンズ（レンズ）
　３１　　反射面（反射部）
　３２　　照明用レンズ（レンズ）
３２ａ　　照明用レンズ（レンズ）
３２ｂ　　照明用レンズ（レンズ）
４１　　　出射面
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【手続補正書】
【提出日】平成23年7月25日(2011.7.25)
【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】
　光源からの光を出射させる複数個の光出射部が基板に対向して配置され、
　前記光出射部は、前記光源からの光の指向性を制御するレンズと、前記光源を取り囲み
前記光源からの光を前記光出射部の出射方向に反射させる反射部とを有し、
　各光出射部に対応する基板の位置には、前記光源を実装するために設けられた実装領域
が複数個配置され、
　各光出射部に対応する複数個の実装領域の少なくとも一つに前記光源が実装され、
　前記複数の光出射部のうちの少なくとも一部は、対応する複数の実装領域のうち一部に
のみ前記光源が実装されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記複数の光出射部のうち外側に位置する一部は環状に配置され、
　環状に配置された各光出射部に対応する複数の実装領域は、円周方向に沿って配置され
ていることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光出射部は、前記レンズを前記光出射部に対応する複数個の実装領域の個数と同数
備え、
　各レンズと各実装領域とが対向していることを特徴とする請求項１または２に記載の照
明装置。
【請求項４】
　前記光出射部は、前記反射部として拡散反射板を備えることを特徴とする請求項１から
３のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記光源はＬＥＤであることを特徴とする請求項１から４のいずれか１項に記載の照明
装置。
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