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(57)【要約】
【課題】照射むらの発生を抑制しつつ、光拡散部による
配光形状の変化を抑制できる照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具１は、光源３０と、光源３０側に
配置される第一面５１０、及び、第一面５１０から入射
した光が出射する第二面５２０を備え、光源３０から入
射した光の配光を制御する透光性の光学部材５０とを備
え、光学部材５０は、光源３０から入射した光の少なく
とも一部を全反射させることによって、当該光の光路を
制御する全反射部５０４を備え、第二面５２０は、前記
全反射部に入射した光のうち、全反射した光が出射する
制御光領域５２１と、全反射しなかった光が出射する領
域である非制御光領域５２２とを備え、非制御光領域５
２２の少なくとも一部は、制御光領域５２１の少なくと
も一部より、出射する光を大きく拡散させる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　前記光源側に配置される第一面、及び、前記第一面から入射した光が出射する第二面を
備え、前記光源から入射した光の配光を制御する透光性の光学部材とを備え、
　前記光学部材は、前記光源から入射した光の少なくとも一部を全反射させることによっ
て、当該光の光路を制御する全反射部を備え、
　前記第二面は、前記全反射部に入射した光のうち、全反射した光が出射する制御光領域
と、全反射しなかった光が出射する領域である非制御光領域とを備え、
　前記非制御光領域の少なくとも一部は、前記制御光領域の少なくとも一部より、出射す
る光を大きく拡散させる
　照明器具。
【請求項２】
　前記非制御光領域は、球面状の複数の凹部又は凸部を備える
　請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記制御光領域は、平坦部を備える
　請求項１又は２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記光学部材はフレネルレンズであり、
　前記第二面は、同心円状の複数の前記非制御光領域を有する
　請求項１～３のいずれか１項に記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透光性の光学部材を備える照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　埋込型の照明器具として、例えば、ダウンライトのように天井（被取付部）に埋め込み
配設されて下方に光を照射する天井埋込型照明器具が知られている。この種の照明器具は
、器具本体の内部に、ＬＥＤからなる光源と、光源から出射された光の配光を制御するた
めの光学レンズとを備える。
【０００３】
　従来、配光制御のための光学レンズを薄く、かつ、小さくするために、光学レンズとし
てフレネルレンズを採用することが提案されている（例えば特許文献１）。例えば、特許
文献１に開示されたフレネルレンズは、光入射側の面に同心円状の溝が形成されており、
鋸波状の断面形状を有する。照明器具においてこのようなフレネルレンズを用いる場合、
当該断面形状に起因して、光照射面にわずかながらリング状の照射むらが発生する。
【０００４】
　そこで、特許文献１に開示された照明器具では、フレネルレンズの出射面全体に微小な
光拡散部（ディンプル）を施すことが提案されている。これにより、フレネルレンズから
出射する光を適度に拡散させることができるので、上記したような照射むらの発生を抑制
することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１５－１３８７６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　しかしながら、特許文献１に開示された照明器具では、フレネルレンズからの出射光が
光拡散部によって拡散されるため、一部の出射光は所望の照射領域以外の領域に照射され
る。これにより、特許文献１に開示された照明器具では、光拡散部によって配光形状が変
化するという問題がある。
【０００７】
　そこで、本発明は、照射むらの発生を抑制しつつ、光拡散部による配光形状の変化を抑
制できる照明器具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するために、本発明に係る照明器具の一態様は、光源と、前記光源側に
配置される第一面、及び、前記第一面から入射した光が出射する第二面を備え、前記光源
から入射した光の配光を制御する透光性の光学部材とを備え、前記光学部材は、前記光源
から入射した光の少なくとも一部を全反射させることによって、当該光の光路を制御する
全反射部を備え、前記第二面は、前記全反射部に入射した光のうち、全反射した光が出射
する制御光領域と、全反射しなかった光が出射する領域である非制御光領域とを備え、前
記非制御光領域の少なくとも一部は、前記制御光領域の少なくとも一部より、出射する光
を大きく拡散させる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明によれば、照射むらの発生を抑制しつつ、光拡散部による配光形状の変化を抑制
できる照明器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明器具の外観を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る照明器具の分解斜視図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る照明器具の断面図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る照明器具における光源から光学部材の内部までの光路
の概要を示す断面図である。
【図５】図５は、実施の形態に係る照明器具における光学部材の内部における光路の概要
を示す断面図である。
【図６】図６は、実施の形態に係る光学部材の第二面を示す平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、
以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態などは、一例であって本発明を限定する主旨ではない。よって、以下の実施の形態
における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独立請求項に記載されていない構成
要素については、任意の構成要素として説明される。
【００１２】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００１３】
　（実施の形態）
　［１．全体構成］
　まず、実施の形態に係る照明器具の全体構成について、図１～図３を用いて説明する。
【００１４】
　図１は、本実施の形態に係る照明器具１の外観を示す斜視図である。
【００１５】
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　図２は、本実施の形態に係る照明器具１の分解斜視図である。
【００１６】
　図３は、本実施の形態に係る照明器具１の断面図である。
【００１７】
　なお、各図において、光軸Ｊに平行な方向をｙ軸方向、光軸Ｊに垂直で互いに直交する
２つの方向をｚ軸方向及びｘ軸方向としている。本実施の形態において、ｙ軸方向は、鉛
直方向である。
【００１８】
　図１～図３に示される照明器具１は、例えば建物の天井等の被取付部に埋め込み配設さ
れることにより下方（床や壁等）に光を照明するダウンライト等の埋込型照明器具である
。本実施の形態において、照明器具１は、照明器具１から光が出射する方向（光出射方向
）を前方とし、この光出射方向とは逆方向を後方としている。つまり、照明器具１が設置
される天井面を基準にすると、天井面よりも床側の方向（下方）が前方であり、天井面よ
りも上側の方向（上方）が後方である。また、ｙ軸方向負側が前方であり、ｙ軸方向正側
が後方である。
【００１９】
　図２及び図３に示されるように、照明器具１は、器具本体１０、枠体２０、光源３０、
取付部材３２、接続部材３６、反射部材４０、光学部材５０及び筒状部材６０を備える。
以下、照明器具１の各構成要素について説明する。
【００２０】
　［１－１．器具本体］
　器具本体１０は、光源３０が内部に配置される部材である。本実施の形態では、器具本
体１０は、光源３０が取り付けられる取付台である。器具本体１０は、光源３０が発生す
る熱を放散するヒートシンクとしても機能する。したがって、器具本体１０は、金属材料
等の熱伝導率の高い材料によって構成されているとよい。器具本体１０は、例えばアルミ
ニウムからなるアルミダイカスト製である。図３に示されるように、器具本体１０は、セ
ード部１１、取付部１２及び放熱部１３を備える。
【００２１】
　取付部１２は、光源３０が取り付けられる台状の部分である。図３に示されるように、
取付部１２の前方側には、光源３０が配置され、取付部１２の後方側には、放熱部１３が
配置される。これにより、光源３０で発生する熱が、放熱部１３に効率よく伝達される。
【００２２】
　セード部１１は、取付部１２の周縁に設けられ、光源３０の光軸Ｊを囲む筒状の部分で
ある。セード部１１の前方側端部から照明器具１の出射光が出射される。図３に示される
ように、セード部１１の内面には、筒状部材６０を係止する第二係止部１１４が設けられ
る。本実施の形態では、第二係止部１１４は、セード部１１の内面に形成された環状の溝
である。
【００２３】
　放熱部１３は、光源３０で発生する熱を放散する部分であり、複数のフィンを備える。
放熱部１３は、取付部１２の後方側に形成される。
【００２４】
　［１－２．枠体］
　枠体２０は、器具本体１０を天井などの被取付部に取り付けるための部材である。本実
施の形態では、枠体２０は、器具本体１０のセード部１１を囲む略円筒状の部材である。
図２及び図３に示されるように、枠体２０は、外周面に取付ばね２５を備える。取付ばね
２５は、枠体２０を、照明器具１の被取付部である造営材に取り付けるための弾性部材で
ある。本実施の形態では、三つの取付ばね２５が、枠体２０の外周面に設けられる。
【００２５】
　本実施の形態では、固定された枠体２０に対する器具本体１０の相対角度を変えること
によって、器具本体１０からの出射光の出射方向を変えることができるように構成されて
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いる。つまり、本実施の形態に係る照明器具１は、ユニバーサルダウンライトである。
【００２６】
　枠体２０は、例えば、アルミニウムなどの金属材料によって形成することができる。
【００２７】
　［１－３．光源］
　光源３０は、発光モジュールであって、所定の光を放射状に出射する光源である。本実
施の形態では、光源３０は、ＬＥＤを有する発光モジュールである。光源３０は、例えば
白色光を出射するように構成されている。光源３０は、ＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａ
ｒｄ）型ＬＥＤで構成され、図２に示されるように、基台３０２と、基台３０２上に実装
されたベアチップ（ＬＥＤチップ）である複数の青色のＬＥＤ３０４と、それらＬＥＤ３
０４を封止し、蛍光体を含む封止部材とを備える。なお、本実施の形態では、封止部材は
全てのＬＥＤ３０４を一括封止しているが、封止部材の構成はこれに限られない。ライン
状に配列されたＬＥＤ３０４の配列方向に沿って複数本のライン状に封止部材を形成する
構成としてもよい。
【００２８】
　光源３０は、器具本体１０の取付部１２に取り付けられる。照明器具１において、光源
３０の光軸Ｊの方向は鉛直方向（各図のｙ軸方向）である。
【００２９】
　基台３０２は、複数のＬＥＤ３０４を実装するための実装基板であって、例えばセラミ
ックス基板、樹脂基板又は絶縁被覆されたメタルベース基板などである。また、基台３０
２は、例えば平面視において矩形形状である平面を有する板状であり、基台３０２の底面
（後方面）が器具本体１０の取付部１２に取り付けられる。なお、基台３０２には、ＬＥ
Ｄ３０４（光源３０）を発光させるための直流電力を外部から受電するための一対の電極
端子（正電極端子及び負電極端子）が形成されている。
【００３０】
　［１－４．取付部材］
　取付部材３２は、光源３０を器具本体１０の取付部１２に取り付けるための部材である
。図２に示されるように、取付部材３２は、規制部３２２及び爪状部３２４を備える。
【００３１】
　規制部３２２は、光源３０の光軸Ｊに垂直な方向（ｘ軸方向及びｙ軸方向）の位置を規
制する。規制部３２２は、中央に開口部を有する矩形枠状の形状を有する。規制部３２２
の中央に形成された開口部は、光源３０に対応する形状を有し、当該開口部に光源３０が
配置される。取付部材３２は、取付部１２の光源３０が配置される側（前方側）の面に配
置され、図２に示される接続部材３６及びねじ３８によって、取付部１２に固定される。
より具体的には、取付部材３２の規制部３２２には、貫通孔３２６が形成されており、ね
じ３８を、貫通孔３２６を介して取付部１２に形成されたねじ穴に捻じ込むことにより、
取付部材３２が取付部１２に対して固定される。これにより、取付部材３２及びその開口
部に配置された光源３０が取付部１２に固定される。
【００３２】
　爪状部３２４は、反射部材４０を支持するための爪状の部分であり、図３に示されるよ
うに、反射部材４０の係止孔部４４０を係止する。本実施の形態では、取付部材３２は、
二つの爪状部３２４を備える。爪状部３２４は、略Ｌ字型の形状を有しており、爪状部３
２４の端部の光軸Ｊから離れる向き突出した傾斜面（突起）が、係止孔部４４０に挿入さ
れることにより、爪状部３２４が係止孔部４４０を係止する。
【００３３】
　取付部材３２は、例えば、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリカーボネート
などの樹脂材料を用いて形成することができる。
【００３４】
　［１－５．接続部材］
　接続部材３６は、光源３０へ電流を供給する配線（不図示）が接続される部材である。
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本実施の形態に係る照明器具１は、図２に示されるように、二つの接続部材３６を備え、
一方の接続部材３６に高電位側の配線が、他方の接続部材３６に低電位側の配線が、それ
ぞれ接続される。接続部材３６には、光源３０へ電流を供給する電極（不図示）が設けら
れている。当該電極が光源３０に形成された電極端子に接続される。
【００３５】
　また、接続部材３６は、光源３０の位置を規制する機能も有する。接続部材３６には、
ねじ３８が貫通する貫通孔が形成されており、当該貫通孔に挿入されたねじ３８によって
、接続部材３６が取付部１２及び取付部材３２に固定される。その際、図３に示されるよ
うに接続部材３６の光軸Ｊ側の端部が、光源３０を取付部１２に向けて押さえることによ
り、光源３０の光軸Ｊ方向（ｙ軸方向）における位置を規制する。
【００３６】
　接続部材３６の筐体は、例えば、ＰＢＴ、ポリカーボネートなどの樹脂材料を用いて形
成することができる。また、接続部材３６の電極は、銅などの導電性部材を用いて形成す
ることができる。
【００３７】
　［１－６．反射部材］
　反射部材４０は、光源３０からの光の配光を制御する部材である。本実施の形態では、
反射部材４０は、光源３０からの光を光学部材５０に向けて反射させる。図２に示される
ように、反射部材４０は、光軸Ｊが貫通する開口が形成された略筒状の形状を有する。
【００３８】
　反射部材４０は、図３に示されるように、光源３０からの光が入射される側（ｙ軸方向
正側）の端部から、当該光が出射される側の端部に向かって内径が漸次大きくなるように
構成された略筒状の形状を有する。反射部材４０の内面において、光源３０からの光が反
射される。
【００３９】
　図３に示されるように、反射部材４０の外面側には、取付部材３２の爪状部３２４に係
止される係止孔部４４０が設けられている。係止孔部４４０は、反射部材４０の外面側に
立設された部材に設けられた孔である。係止孔部４４０が爪状部３２４に係止されること
により、反射部材４０は、取付部材３２に係止される。これにより、反射部材４０は、取
付部材３２を介して器具本体１０の取付部１２に取り付けられる。
【００４０】
　図２に示されるように、反射部材４０の光出射側の端部には、三つの爪状部４１０が設
けられている。爪状部４１０は、光学部材５０を係止する部分である。
【００４１】
　反射部材４０は、例えばＰＢＴなど硬質の白色樹脂材料を用いて形成することができる
。なお、反射部材４０は、内面にアルミニウムなどの金属膜が設けられてもよい。
【００４２】
　［１－７．光学部材］
　光学部材５０は、光源３０から入射した光の配光を制御する透光性の光学部材である。
図３に示されるように、光学部材５０は、光源３０側に配置される第一面５１０、及び、
第一面５１０から入射した光が出射する第二面５２０を備える。光学部材５０は、反射部
材４０から入射した光の配光を制御して出射する機能を有する。本実施の形態では、光学
部材５０はフレネルレンズである。光学部材５０は、第一面５１０から入射した光を集光
し、第二面５２０から略円形の断面を有する光を出射する。本実施の形態では、光学部材
５０の第二面５２０は、照射むらを抑制するための光拡散構成を備える。当該光拡散構成
については、後述する。
【００４３】
　図２に示されるように、光学部材５０の周縁部には、三つの凹部５３０が設けられてい
る。本実施の形態では、凹部５３０は、光学部材５０の第二面５２０に設けられた凹状の
形状を有する部分である。光学部材５０の凹部５３０が反射部材４０の爪状部４１０に係
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止されることによって、光学部材５０が反射部材４０に係止される。これにより、光学部
材５０は、反射部材４０及び取付部材３２を介して器具本体１０の取付部１２に取り付け
られる。また、このように反射部材４０の光出射側の端部に光学部材５０が配置されるこ
とにより、反射部材４０から出射した光が、光学部材５０に効率よく入射される。
【００４４】
　光学部材５０は、透光性材料を用いて形成されており、例えばＰＭＭＡ（アクリル）、
ポリカーボネートなどの透明樹脂材料、又は、ガラス材料などの透明材料を用いて形成す
ることができる。
【００４５】
　［１－８．筒状部材］
　筒状部材６０は、図３に示されるように、セード部１１の内面に配置される筒状の部材
である。筒状部材６０は、光学部材５０から出射した光が入射する入射開口部６１０及び
入射開口部６１０に入射した光が出射する出射開口部６２０を有する。筒状部材６０は、
器具本体１０のセード部１１の内面であって、光学部材５０の第二面５２０側に配置され
る。
【００４６】
　図３に示されるように、筒状部材６０は、セード部１１の前方側端部近傍に、出射開口
部６２０が位置するように配置される。また、筒状部材６０の光軸Ｊ方向（ｙ軸方向）の
長さは、光学部材５０の第二面５２０から、セード部１１の前方側端部までの長さ程度で
ある。これにより、筒状部材６０は、セード部１１の内面のうち、光学部材５０の第二面
５２０近傍から、セード部１１の前方側端部近傍まで部分を覆うことができる。ここで、
筒状部材６０の内面（光軸Ｊ側の面）は、黒色のグレア抑制面である。これにより、セー
ド部１１の内面のうち、光学部材５０の第二面５２０近傍から、セード部１１の前方側端
部近傍まで部分におけるグレアが抑制される。
【００４７】
　筒状部材６０の内面は、黒色のグレア抑制面であれば、特に限定されない。黒色のグレ
ア抑制面は、例えば、黒色に塗装した面に艶消し処理を施すことにより実現できる。また
、黒色のグレア抑制面は、黒色に塗装した面、又は、黒色の部材からなる面に、シボ加工
を施すことによっても実現できる。さらに、筒状部材６０の内面におけるグレアをさらに
抑制するために、筒状部材６０の内面に段差部（バッフル）を設けてもよい。
【００４８】
　筒状部材６０は、図２及び図３に示されるように、外面に第二被係止部６６０を備える
。筒状部材６０は、第二被係止部６６０が第二係止部１１４に係止されることにより、器
具本体１０の内部に保持される。本実施の形態では、第二被係止部６６０は、複数の凸部
であり、第二係止部１１４は、セード部１１の内面に形成された環状の溝である。筒状部
材６０は、以上のような構成を備えることにより、セード部１１に挿入するだけで簡単に
取り付けることができる。
【００４９】
　筒状部材６０は、例えば、ポリカーボネート、ＰＢＴなどの樹脂材料を用いて形成する
ことができる。
【００５０】
　［２．光学部材における光拡散構成］
　次に、本実施の形態に係る光学部材５０の第二面５２０における光拡散構成について、
図４～図６を用いて説明する。
【００５１】
　図４は、本実施の形態に係る照明器具１における光源３０から光学部材５０の内部まで
の光路の概要を示す断面図である。図４に示される太い実線と太い点線が光源３０から出
射された光の光路を示す。なお、図４では、光学部材５０の左半分だけが示されている。
【００５２】
　図５は、本実施の形態に係る照明器具１における光学部材５０の内部における光路の概
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要を示す断面図である。図５は、図４の二点鎖線枠内部の拡大図である。
【００５３】
　図６は、本実施の形態に係る光学部材５０の第二面５２０を示す平面図である。
【００５４】
　図４に示されるように、本実施の形態に係る光学部材５０は、フレネルレンズであり、
光源３０から入射した光を屈折させることによって、当該光の光路を制御する屈折部５０
２を備える。また光学部材５０は、光源３０から入射した光の少なくとも一部を全反射さ
せることによって、当該光の光路を制御する全反射部５０４を備える。
【００５５】
　屈折部５０２は、凸レンズと同様に、光を屈折させる。本実施の形態では、屈折部５０
２は、光源３０から放射状に広がる光を屈折させることによって集光する。
【００５６】
　全反射部５０４は、図４に示される鋸波状の断面形状を有する部分であり、第一面５１
０に同心円状の溝が形成されている。図５に示されるように、全反射部５０４においては
、第一面５１０は、複数の入射面５１４と複数の全反射面５１６とを備える。
【００５７】
　図５に太い実線で示されるように、光源３０から入射面５１４に入射した光のうち、大
部分は、入射面５１４において屈折された後、光学部材５０の内部から全反射面５１６に
入射する。そして、全反射面５１６に入射した光は、全反射面５１６で全反射することに
よって、光路が制御される。本実施の形態では、全反射面５１６で全反射した光は、光軸
Ｊに略平行な方向に伝播する。このように、全反射部５０４に入射された光の大部分は、
光学部材５０によって光軸Ｊに略平行な方向に伝播するように制御される。以上のように
、全反射部５０４に入射されて、全反射面５１６で全反射された後、第二面５２０に到達
する光を、以下では制御光という。また、図５に示されるように、第二面５２０のうち、
制御光が出射する領域を制御光領域５２１という。つまり、第二面５２０は、全反射部５
０４に入射した光のうち、全反射した光が出射する制御光領域５２１を備える。
【００５８】
　一方、図５に太い点線で示されるように、光源３０から入射面５１４に入射した光のう
ち一部は、入射面５１４において屈折された後、全反射面５１６に入射することなく、第
二面５２０に到達する。このように、全反射部５０４に入射されて、全反射面５１６で全
反射することなく、第二面５２０から出射する光を、以下では非制御光という。この非制
御光は、図５に示されるように、光学部材５０の全反射面５１６及び入射面５１４で形成
される同心円状の溝部毎に生じ、光学部材５０によって、適切に集光されることなく放射
状に出射する。これにより、非制御光が第二面５２０で拡散されることなく出射される場
合には、照明器具１から出射された制御光で形成される照射スポットの周りに、非制御光
で形成される同心円状の照射むらが発生する。そのため、従来の照明器具では、出射光の
すべてを拡散させて、当該照射むらを抑制している。なお、図５に示されるように、第二
面５２０のうち、非制御光が出射する領域を非制御光領域５２２という。つまり、第二面
５２０は、全反射部５０４に入射した光のうち、全反射しなかった光が出射する非制御光
領域５２２を備える。
【００５９】
　本実施の形態に係る照明器具１では、非制御光領域５２２の少なくとも一部は、制御光
領域５２１の少なくとも一部より、出射する光を大きく拡散させる構成を備える。本実施
の形態では、図５に示されるように、非制御光領域５２２は、光拡散部として球面状の複
数の凹部５２８を備える。これにより、非制御光が拡散されるため、同心円状の照射むら
が抑制される。
【００６０】
　一方で、全反射部５０４における第二面５２０のうち、非制御光領域５２２以外の領域
は、平坦部５２６を備える。つまり、制御光領域５２１の少なくとも一部は、光拡散が抑
制された平坦部５２６を備える。したがって、本実施の形態に係る光学部材５０において
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は、図６に示されるように、第二面５２０に同心円状に複数の凹部５２８が形成され、同
心円状に形成された複数の凹部５２８の間に、同じく同心円状に平坦部５２６が形成され
る。これにより、拡散させる必要のない制御光の少なくとも一部は実質的に拡散されずに
、第二面５２０から出射する。このため、制御光が拡散されることによる配光形状の変化
（照明器具１から出射される全出射光のうち、所望の照射領域に照射される光の割合の変
化）を抑制することができる。また、平坦部５２６に対しては、鏡面加工を容易に行える
ため、平坦部における光拡散を容易に低減することができる。
【００６１】
　上記実施の形態では、非制御光領域５２２の全領域に、凹部５２８を設けている。つま
り、図６に示されるように、凹部５２８が形成されている領域と非制御光領域５２２とが
一致している。なお、凹部５２８は非制御光領域５２２の全領域に設けられなくてもよい
。例えば、非制御光領域５２２のうち、特に非制御光の強度が強い領域だけに設けてもよ
い。これにより、さらに、光拡散部による配光形状の変化を抑制できる。
【００６２】
　また、上記実施の形態では、非制御光領域５２２以外の領域においては、光が実質的に
拡散されない構成を用いたが、非制御光領域５２２以外の領域においても、光を拡散させ
てもよい。非制御光領域５２２の少なくとも一部が、制御光領域５２１の少なくとも一部
より、出射する光を大きく拡散させればよい。例えば、本実施の形態に係る第二面５２０
の平坦部５２６に代えて、凹部５２８より曲率半径の大きい凹部５２８を用いてもよい。
これにより、全反射部５０４における第二面５２０の非制御光領域５２２以外の領域では
、非制御光領域５２２より出射光が小さく拡散される。これにより、制御光が適度に拡散
されるため、光源３０として青色のＬＥＤ３０４と蛍光体との組み合わせを用いることに
より発生する制御光の色むらを抑制することができる。
【００６３】
　また、本実施の形態では、光拡散部として、球面状の凹部５２８を用いているが、球面
状の凸部を用いてもよい。光拡散部として、球面状の凹部又は凸部を用いることにより、
照明器具１の出射光の中心光度を大幅に低下させることなく、照度ムラを抑制することが
できる。また、球面状の凹部又は凸部からなる光拡散部では、シボ加工などを用いて形成
された光拡散部と比べて、光拡散の度合いを制御し易く、かつ、高い再現性を実現できる
。さらに、球面状の光拡散部は、加工が容易であるため、加工に要するコストを低減でき
る。また、光拡散部の形状を金型によって成型する際、光拡散部の形状として球面状の形
状を採用する場合には、他の形状（例えば、シボ加工などの形状）を採用する場合より、
金型の摩耗を抑制できる。
【００６４】
　なお、光拡散部の構成は球面状の凹部又は凸部に限定されない。例えば、光拡散部とし
て、球面状以外の形状を有する凹部、又は、凸部を用いてもよい。また、光拡散部として
、微小な平面を組み合わせたファセット状の形状を用いてもよい。また、第二面５２０に
シボ加工、ピーニング加工などを施した部分を光拡散部として用いてもよいし、第二面５
２０に拡散フィルタを貼り付けて、光拡散部として用いてもよい。
【００６５】
　また、本実施の形態では、制御光領域５２１の少なくとも一部は、光拡散が抑制された
平坦部５２６を備えることにより、制御光の少なくとも一部は、実質的に拡散されない。
そのため、照明器具１の光拡散部による配光形状の変化を抑制できる。また、平坦部にお
いては、球面部などと比べて、容易に鏡面加工を行うことができるため、平坦部５２６に
おける光拡散を容易に低減することができる。
【００６６】
　［３．まとめ］
　以上のように、本実施の形態に係る照明器具１は、光源３０と、光源３０側に配置され
る第一面５１０、及び、第一面５１０から入射した光が出射する第二面５２０を備え、光
源３０から入射した光の配光を制御する透光性の光学部材５０とを備える。光学部材５０
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は、光源３０から入射した光の少なくとも一部を全反射させることによって、当該光の光
路を制御する全反射部５０４を備える。第二面５２０は、全反射部５０４に入射した光の
うち、全反射した光が出射する制御光領域５２１と、全反射しなかった光が出射する領域
である非制御光領域５２２とを備える。非制御光領域５２２の少なくとも一部は、制御光
領域５２１の少なくとも一部より、出射する光を大きく拡散させる。
【００６７】
　これにより、非制御光の少なくとも一部は拡散されるため、照射むらの発生を抑制でき
る。また、制御光の少なくとも一部は、非制御光より小さく拡散されるため、光拡散部に
よる配光形状の変化を抑制できる。
【００６８】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、非制御光領域５２２は、球面状の複数
の凹部又は凸部を備えてもよい。
【００６９】
　これにより、照明器具１の出射光の中心光度を大幅に低下させることなく、照度ムラを
抑制することができる。また、球面状の凹部又は凸部からなる光拡散部では、シボ加工な
どを用いて形成された光拡散部と比べて、光拡散の度合いを制御し易く、かつ、高い再現
性を実現できる。さらに、球面状の光拡散部は、加工が容易であるため、加工に要するコ
ストを低減できる。また、光拡散部の形状を金型によって成型する際、球面状の形状を採
用する場合には、シボ加工状の形状を採用する場合より、金型の摩耗を抑制できる。
【００７０】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、制御光領域５２１は、平坦部を備えて
もよい。
【００７１】
　これにより、制御光の少なくとも一部は平坦部５２６から出射するため、実質的に拡散
されない。そのため、照明器具１の光拡散部による配光形状の変化を抑制できる。また、
平坦部５２６においては、球面部などと比べて、容易に鏡面加工を行うことができるため
、平坦部５２６における光拡散を容易に低減することができる。
【００７２】
　また、本実施の形態に係る照明器具１において、光学部材５０はフレネルレンズであり
、第二面５２０は、同心円状の複数の非制御光領域５２２を有してもよい。
【００７３】
　（変形例など）
　以上、本発明に係る照明器具１について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は
、上記実施の形態に限定されるものではない。
【００７４】
　例えば、上記実施の形態では、光学部材５０は、フレネルレンズであったが、光学部材
５０は、これに限定されない。例えば、ハイブリッドレンズなど、全反射を用いて配光を
制御する透光性の光学部材であればよい。
【００７５】
　また、上記実施の形態においては、光源３０において、ＣＯＢ型ＬＥＤを用いたが、他
の発光素子を用いてもよい。例えば、ＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃ
ｅ）型ＬＥＤを用いてもよい。また、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎ
ｃｅ）素子など他の固体発光素子、又は、固体発光素子以外の他の光源を用いてもよい。
【００７６】
　その他、実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、又は、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合
わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００７７】
　１　照明器具
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　３０　光源
　５０　光学部材
　５０４　全反射部
　５１０　第一面
　５２０　第二面
　５２１　制御光領域
　５２２　非制御光領域
　５２６　平坦部
　５２８　凹部
　Ｊ　光軸

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】
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