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(57)【要約】
【課題】遮光特性を改善し、グレアを低減できる照明器
具を提供することを目的とする。
【解決手段】本発明は、複数の発光素子６が実装された
基板７と、前記発光素子６の周囲をカバーするように設
けられた遮光部材５と、前記複数の発光素子６の各々に
対応する反射面８ｆが形成されるとともに、最も外周側
に位置する発光素子６に対応する反射面８ｆは、当該発
光素子６の内側に位置する発光素子６に対応する反射面
８ｆより発光素子６から出射された光を遮光する角度が
大きく形成されている反射体８とを備える照明器具１で
ある。
【選択図】図９
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光素子が実装された基板と；
　前記発光素子の周囲をカバーするように設けられた遮光部材と；
　前記複数の発光素子の各々に対応する反射面が形成されるとともに、最も外周側に位置
する発光素子に対応する反射面は、当該発光素子の内側に位置する発光素子に対応する反
射面より発光素子から出射された光を遮光する角度が大きく形成されている反射体と；
　を具備することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記最も外周側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射され
た光を、当該発光素子に対応する反射面によって遮光する角度は、前記最も外周側に位置
する発光素子より内側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射
された光を、前記遮光部材によって遮光する角度よりも大きな角度に設定されていること
を特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記最も外周側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射され
た光を、当該発光素子に対応する反射面によって遮光する角度は、前記最も外周側に位置
する発光素子より内側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射
された光を、前記遮光部材によって遮光する角度よりも小さな角度又は略同一な角度に設
定されていることを特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記複数の発光素子の最も内周側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向か
う方向へ出射された光を、前記遮光部材によって遮光する角度は、当該発光素子から複数
の発光素子の中心に向かう方向へ出射された光を、当該発光素子に対応する反射面によっ
て遮光する角度よりも大きな角度に設定されていることを特徴とする請求項１に記載の照
明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、遮光特性を改善するＬＥＤ等の発光素子を用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ等の発光素子を光源として用いる照明器具が開発されており、光源部を基板上に
同心円状に等間隔で配置して実装したＬＥＤと、このＬＥＤにそれぞれ対向した位置に反
射面を形成する反射体とで構成した照明器具が提案されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１８６７７６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、この種、照明器具の高輝度化、高出力化に伴い、ＬＥＤの使用個数も増加し
てきており、また、ＬＥＤは点光源であるため、ＬＥＤ個々の出射光の輝度が最も高く、
指向性が強いことも相俟って、グレアが生じやすいという問題がある。
　本発明は、上記課題に鑑みなされたもので、遮光特性を改善し、グレアを低減できる照
明器具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】
【０００５】
　請求項１に記載の照明器具は、複数の発光素子が実装された基板と；前記発光素子の周
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囲をカバーするように設けられた遮光部材と；前記複数の発光素子の各々に対応する反射
面が形成されるとともに、最も外周側に位置する発光素子に対応する反射面は、当該発光
素子の内側に位置する発光素子に対応する反射面より発光素子から出射された光を遮光す
る角度が大きく形成されている反射体と；を具備することを特徴とする。
【０００６】
　本発明及び以下の発明において、特に指定しない限り用語の技術的意味及び解釈は次に
よる。発光素子とは、ＬＥＤや有機ＥＬ等の固体発光素子である。発光素子の実装は、チ
ップ・オン・ボード方式や表面実装方式によって実装するのが好ましいが、本発明の性質
上、実装方式は特に限定されない。また、発光素子の実装個数や基板の形状には特段制限
はない。基板の形状は、円形、矩形や多角形等であってもよい。また、発光素子からの出
射光を遮光する角度は、内側の反射板から外周側の反射板に向けて漸次大きくなるように
設定してもよい。
【０００７】
　請求項２に記載の照明器具は、請求項１に記載の照明器具において、前記最も外周側に
位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射された光を、当該発光素
子に対応する反射面によって遮光する角度は、前記最も外周側に位置する発光素子より内
側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射された光を、前記遮
光部材によって遮光する角度よりも大きな角度に設定されていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明は、最も外周側に位置する発光素子に対応する反射面による遮光角と、その内側
に位置する発光素子の遮光部材による遮光角との関係を規定するものであり、反射面によ
る遮光角を遮光部材による遮光角より大きく設定するものである。
【０００９】
　請求項３に記載の照明器具は、請求項１に記載の照明器具において、前記最も外周側に
位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射された光を、当該発光素
子に対応する反射面によって遮光する角度は、前記最も外周側に位置する発光素子より内
側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射された光を、前記遮
光部材によって遮光する角度よりも小さな角度又は略同一な角度に設定されていることを
特徴とする。
【００１０】
　本発明は、最も外周側に位置する発光素子に対応する反射面による遮光角と、その内側
に位置する発光素子の遮光部材による遮光角との関係を規定するものであり、反射面によ
る遮光角を遮光部材による遮光角より小さいか、略同じに設定するものである。
【００１１】
　請求項４に記載の照明器具は、請求項１に記載の照明器具において、前記複数の発光素
子の最も内周側に位置する発光素子から複数の発光素子の中心に向かう方向へ出射された
光を、前記遮光部材によって遮光する角度は、当該発光素子から複数の発光素子の中心に
向かう方向へ出射された光を、当該発光素子に対応する反射面によって遮光する角度より
も大きな角度に設定されていることを特徴とする。
　本発明は、最も内周側に位置する発光素子において、遮光部材による遮光角と、その発
光素子に対応する反射面による遮光角との関係を規定するものである。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に記載の発明によれば、遮光特性を改善し、グレアを低減することが可能な照
明器具を提供できる。
　請求項２に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加え、グレアの低減を
確実なものとすることができる。
　請求項３に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加え、遮光効果を有効
に機能させることが可能となる。
　請求項４に記載の発明によれば、請求項１に記載の発明の効果に加え、照明器具の設置
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環境に応じた遮光特性の実現が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】本発明の第１の実施形態に係る照明器具を天井に設置し、その一部を断面にして
示す断面図である。
【図２】同上面図である。
【図３】同底面図である。
【図４】反射体を示す斜視図である。
【図５】遮光特性の前提を模式的に示す説明図である。
【図６】第１の実施形態の遮光特性を模式的に示す説明図である。
【図７】同じく、遮光特性の他の形態を模式的に示す説明図である。
【図８】光源ユニットを示す底面図である。
【図９】図８中のＡ－Ａ´及びＢ－Ｂ´線に沿う反射体の断面図である。
【図１０】ＬＥＤの他の配置形態を示す光源ユニットの底面図である。
【図１１】図１０中のＡ－Ａ´線に沿う反射体の断面図である。
【図１２】本発明の第２の実施形態に係る照明器具の反射体を示す底面図である。
【図１３】図１２中のＦ１１－Ｆ１１線に沿う反射体の断面図である。
【図１４】本発明の第３の実施形態に係る照明器具を示す断面図である。
【図１５】本発明の第４の実施形態に係る照明器具を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、本発明の第１の実施形態に係る照明器具について図１乃至図９を参照して説明す
る。なお、各図において、同一部分には同一符号を付し重複した説明は省略する。
【００１５】
　図１乃至図４において、照明器具として天井埋込形のダウンライト１を示している。ダ
ウンライト１は、光源ユニット２と、この光源ユニット２に取付けられた電源ユニット３
とを備えている。光源ユニット２は、熱伝導性の放熱手段４と、この放熱手段４に取付け
られた遮光部材としての化粧枠５と、同じく放熱手段４に取付けられ、発光素子としての
ＬＥＤ６が実装されて発光面を有する基板７と、反射体８及び反射体８の前方に配設され
た透光性カバー９とを備えている。
【００１６】
　放熱手段４は、いわゆるヒートシンクであり、アルミダイカスト製の熱伝導良好な材料
で形成されており、その外面が白色のメラミン樹脂系塗料によって焼付塗装されている。
なお、勿論、熱伝導性を担保できれば、他の材料で形成してもよい。そして、放熱手段４
は、略円板状のベース４１と、このベース４１の背面側に立設された複数の放熱フィン４
２とから構成されており、さらに、放熱フィン４２は、主放熱フィン４２Ｍのブロックと
副放熱フィン４２Ｓのブロックとから構成されている。主放熱フィン４２Ｍは、ベース４
１の周縁部間に亘るように平面視、直線状であって、側面視、略長方形状に複数突出して
形成されており、各主放熱フィン４２Ｍ間には溝４３Ｍが形成されている。一方、主放熱
フィン４２Ｍの両側には、この主放熱フィン４２Ｍと直交するように、ベース４１の周縁
部から主放熱フィン４２Ｍに向かう複数の副放熱フィン４２Ｓが突出して形成されている
。また、同様に、各副放熱フィン４２Ｓ間には、溝４３Ｓが形成されている。
【００１７】
　化粧枠５は、ＡＢＳ樹脂又はアルミダイカストで略傘状に形成され、末広がり状の開口
端部には、環状のフランジ５ａが形成されており、他端部側は、放熱手段４に取付けられ
ている。この化粧枠５は、基板７の発光面を反射体８、透光性カバー９を介して周囲をカ
バーするように、略傘状に垂下して形成されており、発光面全体としてのグレアを低減す
る遮光部材としての機能を有している。加えて、化粧枠５には、互いに１２０度の間隔を
おいて天井面等への取付け用部材１０が装着されている。
【００１８】
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　基板７の表面側には、光源となるＬＥＤ６が表面実装方式で複数個実装されて発光面が
形成されている。具体的には中央部に３個、その周囲部に６個、またその周囲部に１２個
の合計２１個、すなわち、半径の異なる３つの同心円上（３列）に配置されて実装されて
いる（図３参照）。基板７は、ガラスエポキシ樹脂の略円形の平板からなり、裏面側が放
熱手段４のベース４１に対向して密着するように取付けられている。したがって、放熱手
段４は、基板７の裏面側と対向して配置され、基板７と熱的に結合されるようになってい
る。なお、この放熱手段４のベース４１と基板４の裏面側との間に、例えば、熱伝導性の
シリコーンシートを介在させて結合するようにしてもよい。さらには、接着材を介在させ
て結合するようにしてもよく、この場合、接着材には、シリコーン樹脂系の接着材に金属
酸化物等を混合した熱伝導性が良好な材料を用いるのが好ましい。また、基板７の材料は
、絶縁材とする場合には、放熱特性が比較的良好で、耐久性に優れたセラミック材料又は
合成樹脂材料を適用できる。また、金属製とする場合は、アルミニウム等の熱伝導性が良
好で放熱性に優れた材料を適用するのが好ましい。
【００１９】
　続いて、図４に代表して示すように、基板７の表面側には、白色のポリカーボネートや
ＡＳＡ樹脂等によって形成された反射体８が配設されている。反射体８は、ＬＥＤ６から
放射される光を配光制御し、効率的に照射する機能をなしている。反射体８は、円板状を
なし、隔壁の稜線部によって複数の入射開口８ｉ、具体的には、各ＬＥＤ６と対向して各
ＬＥＤ６ごとに合計２１個の入射開口８ｉが形成されている。まず、反射体８には、同心
円状に、中央部から外周に向かって第１の隔壁８ａ、第２の隔壁８ｂ、外周縁部８ｃが形
成されており、これら隔壁８ａ、８ｂ及び外周縁部８ｃの内周側に、各入射開口８ｉが放
射状の隔壁８ｄによって区画されて配設されている。このように構成された反射体８は、
各入射開口８ｉに対応する各隔壁、すなわち、第１の隔壁８ａ、第２の隔壁８ｂ、外周縁
部８ｃ及び放射状の隔壁８ｄが形成する反射面８ｆが略椀状となって、入射開口８ｉから
出射開口８ｏ、すなわち、稜線部に向かって拡開しており、各入射開口８ｉごとに反射面
８ｆが構成されており、換言すれば、各ＬＥＤ６のそれぞれに対応する反射面８ｆが形成
されている。
【００２０】
　次に、電源ユニット３は、電源回路３１、電源端子台３２及びアーム状の取付部材３３
を備えている。取付部材３３は、前記光源ユニット２への固定部３３ａと、この固定部３
３ａにヒンジ３３ｃを介して連結された取付部３３ｂとから構成されている。この取付部
３３ｂの下面側には、電源回路基板を含む電源回路３１が取付けられている。電源回路基
板には、制御用ＩＣ、トランス、コンデンサ等の電気部品が実装されており、この電源回
路基板は、ＬＥＤ６が実装された基板７に電気的に接続されており、その電源回路によっ
てＬＥＤ６を点灯制御するものである。また、取付部３３ｂの下面側後部には、商用電源
に接続され電源回路３１に給電する電源端子台３２が取付けられている。そして、取付部
材３３の固定部３３ａは、前記副放熱フィン４２Ｓの上面にねじ等の固定手段によって取
付けられている。
【００２１】
　このようなダウンライト１は、天井面Ｃの埋込み穴に電源ユニット３側から挿入され、
天井面Ｃの裏側に埋込まれた状態で支持される。この場合、化粧枠５のフランジ５ａは、
天井面Ｃの埋込み穴より大径であり、ダウンライト１が天井面Ｃに設置された状態で埋込
み穴の周縁に下方から引っ掛かるようになっている。なお、取付部材３３の後端側には支
持脚３３ｄが設けられており、この支持脚３３ｄは天井面Ｃの裏面に当接して取付部材３
３を支えるようになっている。
【００２２】
　次に、本実施形態に係る照明器具の遮光特性について、図５乃至図９を参照して説明す
る。図５及び図６は、遮光特性を模式的に示す説明図、図７は、同様に、遮光特性におい
て、反射体の遮光角と遮光部材の遮光角との関係の他の形態を模式的に示す説明図である
。また、図８は、光源ユニットを示す底面図であり、主として反射体の平面を示しており
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、図９は、反射体の断面図であり、反射体の遮光角を示している。
【００２３】
　まず、遮光特性の前提を図５において説明する。天井面Ｃにダウンライト１が設置され
ており、発光面には、光源であるＬＥＤ６が半径の異なる３つの同心円上（３列）に配列
Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３されている。また、複数のＬＥＤ６が実装された発光面の周囲をカバー
するように遮光部材５が設けられている。配列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の各ＬＥＤ６は、それぞ
れ反射面８ｆによって配光制御、すなわち、遮光角θが制御されており、配列Ｌ１、Ｌ２
、Ｌ３の各ＬＥＤ６の遮光角θ１、θ２、θ３は、全て同一に設定されている。このよう
な場合、内周側の配列Ｌ１、Ｌ２のＬＥＤ６による遮光は、発光面全体を遮光する遮光部
材５によって遮光されるが、最外周側の配列Ｌ３のＬＥＤ６は、遮光部材５によっては遮
光し切れず、専ら反射面８ｆによる遮光角θ３による遮光がなされることになる。したが
って、配列Ｌ３のＬＥＤ６の出射光が視野に入りやすく、これによりグレアを感じやすい
状態となる。ここで、遮光部材５をさらに垂下するように延ばし、配列Ｌ３のＬＥＤ６の
出射光も遮光部材５によって遮光することが考えられるが、この場合は、その分、器具の
大形化を招いてしまい、配光特性にも影響を与えるという問題が生じる。
【００２４】
　そこで、本実施形態では、上述の問題点を解決すべく遮光特性を改善するものである。
図６に示すように、配列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３の各ＬＥＤ６のそれぞれの反射面８ｆの遮光角
θを外周側に向かうほど大きく設定する。すなわち、遮光角θの関係をθ３＞θ２＞θ１
となるように設定する。したがって、特に、遮光部材５によっては遮光し難い最外周側の
配列Ｌ３のＬＥＤ６の遮光角θ３を、内周側の配列Ｌ１、Ｌ２のＬＥＤ６の遮光角θ１、
θ２より大きく設定することにより、配列Ｌ３のＬＥＤ６の出射光が視野に入る範囲を狭
めることができ、グレアを低減することが可能となる。なお、少なくとも最外周側の配列
Ｌ３のＬＥＤ６の遮光角θ３が内周側の配列Ｌ１、Ｌ２のＬＥＤ６の遮光角θ１、θ２よ
り大きく設定されればよく、θ３＞θ２、θ３＞θ１の関係を充足すればよい。
【００２５】
　また、この場合、例えば、配列Ｌ２のＬＥＤ６から出射される光は、本実施形態では、
反射面８ｆの遮光角θ２によって遮光されるが、少なくとも遮光部材５の遮光角θ２´に
よって遮光が機能するようになっている。つまり、仮に、配列Ｌ２のＬＥＤ６に対応する
反射面８ｆの遮光角θ２が小さく設定、すなわち、θ２＜θ２´の関係に設定されていた
としても、遮光部材５の遮光角θ２´が優先的に機能し、遮光角θ２´によって遮光され
制御される。
　さらに、この遮光部材５の遮光角θ２´と最外周側の配列Ｌ３のＬＥＤ６の遮光角θ３
との関係は、θ３＞θ２´を充足する関係となっている。
【００２６】
　したがって、最も外周側Ｌ３に位置するＬＥＤ６から複数のＬＥＤ６の中心に向かう方
向へ出射された光を、当該ＬＥＤ６に対応する反射面８ｆによって遮光する角度θ３は、
最も外周側Ｌ３に位置するＬＥＤ６より内側Ｌ２に位置するＬＥＤ６から複数のＬＥＤ６
の中心に向かう方向へ出射された光を、遮光部材５によって遮光する角度θ２´よりも大
きな角度に設定されていることとなる。このような構成によって、グレアの低減を確実に
行うことができる。
【００２７】
　次に、図７において、同心円上に配列されたＬ２及びＬ３の各ＬＥＤ６のそれぞれの反
射面８ｆの遮光角θと遮光部材５との関係の他の形態について説明する。観測点をＰとし
、複数のＬＥＤ６の中心、すなわち、基板の中心をαとする。また、図に示すように、最
外周の配列Ｌ３よりも内側の配列Ｌ２上に配置されたＬＥＤ６から出射される光が遮光部
材５によって遮光されるときの遮光角をθ２´とする。
【００２８】
　本形態においては、観測点Ｐから最も離れた位置となる配列Ｌ３上のＬＥＤ６から出射
される光と、その内側の配列Ｌ２上に配置されたＬＥＤ６から出射される光とが観測点Ｐ
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から見た場合にほぼ同時、すなわち、同じ観測点Ｐの位置で遮光されように遮光角を設定
する。
【００２９】
　つまり、遮光角θ２´と遮光角θ３とがほぼ同じであればよい。しかし、配列Ｌ２上に
配置されるＬＥＤ６の方が配列Ｌ３上に配置されるＬＥＤ６よりもわずかに観測点Ｐに近
い。したがって、配列Ｌ３上のＬＥＤ６から出射される光と、その内側の配列Ｌ２上に配
置されたＬＥＤ６から出射される光とが同じ観測点Ｐの位置で遮光されるような状態では
、厳密には、遮光角θ２´は、少し遮光角θ３よりも大きくなっている。
【００３０】
　換言すれば、最も外周側Ｌ３に位置するＬＥＤ６から複数のＬＥＤ６の中心αに向かう
方向へ出射された光を、当該ＬＥＤ６に対応する反射面８ｆによって遮光する角度θ３は
、最も外周側Ｌ３に位置するＬＥＤ６より内側Ｌ２に位置するＬＥＤ６から複数のＬＥＤ
６の中心αに向かう方向へ出射された光を、遮光部材５によって遮光する角度θ２´より
も小さな角度又は略同一な角度に設定されていることとなる。このような構成によって、
反射面８ｆと遮光部材５との双方の遮光効果をロスなく有効に機能させることが可能とな
る。
【００３１】
　続いて、このような遮光角の関係について図８及び図９を参照して具体的に説明する。
図８は反射板８を示す平面図であり、図９（ａ）、(ｂ)は、図８中、反射体８をＡ－Ａ´
線に沿って切断した断面図、図９（ｃ）、（ｄ）は、図８中、Ｂ－Ｂ´線に沿って切断し
た断面図である。なお、これらの切断線であるＡ－Ａ´線及びＢ－Ｂ´線は、同時に、Ａ
´からＡ方向へ、また、Ｂ´からＢ方向へ視線を向けた場合を想定している。複数のＬＥ
Ｄ６は、半径の異なる３つの同心円上に３列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３に配列されており、各ＬＥ
Ｄ６の反射面８ｆが形成する遮光角θの関係は、θ３＞θ２＞θ１に設定されている。し
たがって、図９(ａ)は、２列目Ｌ２のＬＥＤ６及び図９(ｂ)は、３列目Ｌ３のＬＥＤ６に
対応する反射面８ｆの断面を示しており、それぞれの遮光角θは、θ２及びθ３となって
いる。図９（ｃ）は、１列目Ｌ１のＬＥＤ６及び図９（ｄ）は、３列目Ｌ３のＬＥＤ６に
対応する反射面８ｆの断面を示しており、それぞれの遮光角θは、θ１及びθ３となって
いる。よって、上述したように、Ａ´からＡ方向に視線を向けた場合、また、Ｂ´からＢ
方向へ視線を向けた場合にも最外周側のＬ３のＬＥＤ６の出射光が視野に入る範囲を狭め
ることができ、グレアを低減することができる。
【００３２】
　次に、ＬＥＤ６の他の配置形態について図１０及び図１１を参照して説明する。図１０
は、反射板８を示す平面図であり、図１１は、反射体８をＡ－Ａ´線に沿って切断した断
面図であり、Ａ´からＡ方向へ視線を向けた場合を想定している。複数のＬＥＤ６は、半
径の異なる３つの同心円上に３列Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３に配列されており、各ＬＥＤ６の反射
面８ｆが形成する遮光角θの関係は、θ３＞θ２＞θ１に設定されている。したがって、
本配置形態のような場合も最外周側のＬ３のＬＥＤ６の出射光が視野に入る範囲を狭める
ことができ、グレアを低減することができる。
【００３３】
　以上のような構成において、電源ユニット５に通電されると、点灯回路が動作して基板
７に電力が供給され、ＬＥＤ６が発光する。各ＬＥＤ６から出射された光の多くは直接透
光性カバー９を透過して前方に照射され、一部の光は反射体８の各反射面８ｆに反射され
て配光制御され透光性カバー９を透過して前方に照射される。この場合、最外周側の配列
Ｌ３のＬＥＤ６の遮光角θ３が内周側の配列Ｌ１、Ｌ２のＬＥＤ６の遮光角θ１、θ２よ
り大きく設定されているので、グレアを低減することができる。
【００３４】
　一方、これに伴いＬＥＤ６から発生する熱は、主として基板７の裏面から放熱手段４の
ベース４１へ伝わり、複数の放熱フィン４２へ伝導され放熱される。ここで、中央部の主
放熱フィン４２Ｍ間の溝４３Ｍは、ベース４１の周縁部間に亘って比較的長く形成されて
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いるので、通気路の機能をなし、自然対流による外気の対流が一方の周縁部から他方の周
縁部間に作用し、主放熱フィン４２Ｍの側面が主に冷却されて、放熱が効率よく促進され
る。したがって、基板７の放熱性能が向上するとともに、基板７の温度分布も平均化され
、均熱化される。つまり、基板７の温度分布において、中央部に熱が集中し高温になる傾
向があるが、放熱手段４の主放熱フィン４２Ｍの作用によって基板７の中央部は、その周
囲部に比較し放熱効果が高まるように構成されているので、基板７全体の均熱化が促進さ
れる。この均熱化によりＬＥＤ６の点灯時、光束を早期に安定化することができるととも
に、ＬＥＤ６の寿命への影響を軽減できる。
【００３５】
　以上のように本実施形態によれば、最外周側の配列Ｌ３のＬＥＤ６の遮光角θ３が内周
側の配列Ｌ１、Ｌ２のＬＥＤ６の遮光角θ１、θ２より大きく設定されているので、グレ
アを低減することが可能な照明器具を提供することができる。また、複数のＬＥＤ６が実
装された基板７の放熱性能を向上できるとともに均熱化を促進できる。
【００３６】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る照明器具１の反射体８を図１２及び図１３を参照
して説明する。第１の実施形態の照明器具１の反射体８と同じ機能を有した構成は、図中
において同じ符号を付し、説明を省略する。また、この反射体８は、照明器具１に設けら
れる複数のＬＥＤ６に対応した数の入射口８ｉを有している。ＬＥＤ６は、全部で２６個
、基板７上に実装され、半径の異なる同心円上の配列Ｌ１上に４個、配列Ｌ２上に８個、
配列Ｌ３上に１４個、それぞれ均等なピッチで配列される。したがって、反射体８は、図
８に示すように、これらのＬＥＤ６にそれぞれ対応するように、入射口８ｉを設けている
。
【００３７】
　それぞれのＬＥＤ６に対応する反射面８ｆは、図１３に示すように、入射口８ｉから出
射口８ｏに向かって広がる円錐面に形成されている。したがって、各ＬＥＤ６に対応する
反射面８ｆの遮光角θは、全周方向において同じである。最外周の配列Ｌ３上に配置され
たＬＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角θ３は、内側の配列Ｌ２，Ｌ１上に配置される
ＬＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角θ２，θ１よりも大きい。また、２番目の配列Ｌ
２上に配置されるＬＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角θ２は、最内周となる１番目の
配列Ｌ１上に配置されるＬＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角θ１よりも大きい。
【００３８】
　第１の実施形態の反射体８の出射口８ｏは、第１の隔壁８ａ、第２の隔壁８ｂ、外周縁
部８ｃ、及び第３の隔壁８ｄによって仕切られた扇形をしているのに対して、本実施形態
の反射体８の出射口８ｏは、円形である。したがって、反射面８ｆの遮光角θ１，θ２，
θ３は、観測点Ｐの方位が変わっても変化しない。つまり、反射面８ｆの設計及び製作が
容易となる。
【００３９】
　本発明の第３の実施形態に係る照明器具１について図１４を参照して説明する。この照
明器具１の反射体８の反射面８ｆは、第２の実施形態の照明器具１の反射体８の反射面８
ｆと同じく、円錐面に形成されている。そして、最外周の配列Ｌ３上に配置されたＬＥＤ
６に対応する反射面８ｆの遮光角θ３が最も大きく、２番目の配列Ｌ２上に配置されたＬ
ＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角θ２、最内周となる１番目の配列Ｌ１上に配置され
たＬＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角θ１の順に小さくなる。
【００４０】
　また、図に示すように、ＬＥＤ６を実装した基板７の外周部を放熱手段４に固定するよ
うに、遮光部材５が放熱手段４のベース４１に固定されている。基板７を放熱手段４に固
定した後、反射体８は、放熱手段４のベース４１及び基板７の中央を貫通した螺子によっ
て、基板７を挟むようにベース４１に固定される。
【００４１】
　複数のＬＥＤ６のうち最内周の配列Ｌ１上に配置されたＬＥＤ６から複数のＬＥＤ６の
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中心、すなわち、基板７の中央部となる中心線αに向かって出射された光が、遮光部材５
によって遮られる角度を、遮光角θ１´とする。また、最内周の配列Ｌ１上に配置された
ＬＥＤ６から中心線αに向かって出射された光が、最内周の配列Ｌ１上に配置されたＬＥ
Ｄ６に対応する反射面８ｆによって遮られる角度を、遮光角θ１とする。本実施形態の場
合、遮光角θ１´は、遮光角θ１よりも大きく設定されている。
【００４２】
　したがって、複数のＬＥＤ６の最も内周側Ｌ１に位置するＬＥＤ６から複数のＬＥＤ６
の中心αに向かう方向へ出射された光を、遮光部材５によって遮光する角度θ１´は、当
該ＬＥＤ６から複数のＬＥＤ６の中心αに向かう方向へ出射された光を、当該ＬＥＤ６に
対応する反射面８ｆによって遮光する角度θ１よりも大きな角度に設定されている。
【００４３】
　このように照明器具１が設けられていることによって、中心線αから離れた観測点Ｐか
ら照明器具１を見た場合、中心線よりも近くに配置されたＬＥＤ６から出射される光は、
すべて遮光部材５によって遮光される。また、各ＬＥＤ６に対応する反射面８ｆの遮光角
θ１，θ２，θ３は、θ３＞θ２＞θ１の関係を有している。
【００４４】
　つまり、最内周の配列Ｌ１上に配置されたＬＥＤ６から出射される光が遮光部材５によ
って遮られるとき、観測点Ｐから中心線αよりも遠い範囲に配置されたＬＥＤ６から出射
される光は、反射体８の各々の反射面８ｆによって遮光される。したがって、例えば、照
明器具１が高さの高い天井面等に設置されるような環境の場合に遮光が有効に行え、グレ
アを軽減でき、照明器具１の設置環境に応じた遮光特性の実現が可能となる。
【００４５】
　本発明の第４の実施形態に係る照明器具１について図１５を参照して説明する。この照
明器具１の遮光部材５は、第１の実施形態の遮光部材５と異なっている。遮光部材５は、
基板７の発光面側から離れる方向に分割され、第１の遮光部材５１と第２の遮光部材５２
とで構成されている。第１の遮光部材５１と第２の遮光部材５２とは、中心線αから半径
方向に広がるフランジ５１１，５２１によって互いに連結されている。
【００４６】
　床面から天井Ｃまでの高さ、天井Ｃの裏側の広さ等、照明器具１が設置される環境に応
じて、遮光部材５の長さを発光面側へ基板７から離れる方向へ変更でき遮光特性を変更で
きる。この場合、第２の遮光部材５２を交換するだけで容易に長さを変更できる。また、
反射体８、透光性カバー９、放熱手段４等との組立精度を要求される部材は、第１の遮光
部材５１のみである。長さの異なる第２の遮光部材５２を用意するだけで、遮光部材５の
長さを変更できるので、照明器具１の製造コストが安くなる。
【００４７】
　なお、上記各実施形態において、複数の発光素子（ＬＥＤ）６、基板７、反射体８及び
透光性カバー９は、発光装置としてユニット化してもよい。この発光装置は、発光面側と
反対の基板７の裏面に、電源回路３１に接続される端子及び放熱手段４のベース４１に嵌
合する結合子を備える。本体の取付部に端子及び結合子に対応するソケットが設けられて
いる。発光装置は、本体に対して発光面側へ取り外すことができる。そこで、発光素子の
発光色、輝度、数や、反射体８の反射面８ｆの形状が異なっている発光装置に交換するこ
とによって、照明器具１によって得られる照明環境を変えることができる。この場合、「
照明環境」とは、明るさ、配光特性、演色性等、照明器具１が照射する光によって作られ
る照射野の見た目を変え得る要素となるものを含む。
【００４８】
　第１の実施形態以外の実施形態の説明において、詳述していない構成は、第１の実施形
態の照明器具１と基本的には同様である。同じ機能を有する構成は、同一の符号を図中に
付した。したがって、その説明は、対応する記載を参酌することによって理解可能となる
。
　なお、本発明は、上記各実施形態の構成に限定されることなく、発明の要旨を逸脱しな
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い範囲で種々の変形が可能である。
【符号の説明】
【００４９】
１・・・照明器具（ダウンライト）、５・・・遮光部材（化粧枠）、
６・・・発光素子（ＬＥＤ）、７・・・基板、８・・・反射体、
８ｆ・・・反射面

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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【図８】 【図９】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】
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