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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モ
ジュールの配光を制御する場合に、適切な配光を得るこ
とができると共に、照明器具からの照射光の照度の均一
性向上やグレアの緩和を図ることができる。
【解決手段】ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光
源モジュール２０の光照射方向に設置される透光性の照
明カバー３０であって、照明カバー３０の光源モジュー
ル２０側の面に略山形の凸条３２を規則的に配設し、照
明カバー３０の光源モジュールと逆側の面の所定領域に
亘って微細凹部３３を複数形成するものであり、好適に
は、微細凹部３３の深さを０．３μｍ～５００μｍとし
、１ｍｍ２当たり５０個～２０００個の密度でランダム
な位置に形成するとよい。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの光照射方向に設置される透光
性の照明カバーであって、
　前記照明カバーの光源モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部を規則的に配設し
、
　前記照明カバーの光源モジュールと逆側の面の所定領域に亘って微細凹部、微細凸部若
しくはその双方を複数形成することを特徴とする照明カバー。
【請求項２】
　前記微細凹部の深さ、前記微細凸部の高さ若しくはその双方を０．３μｍ～５００μｍ
とし、１ｍｍ２当たり５０個～２０００個の密度で形成することを特徴とする請求項１記
載の照明カバー。
【請求項３】
　前記微細凹部、前記微細凸部若しくはその双方をランダムの位置に形成することを特徴
とする請求項１又は２記載の照明カバー。
【請求項４】
　ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの光照射方向に設置され、光源
モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部が規則的に配設され、前記光源モジュール
と逆側の面の所定領域に亘って微細凹部が複数形成される透光性の照明カバーの製造方法
であって、
　照明カバーの前記所定領域に微粒子を連続的に打ち当てることにより前記微細凹部、若
しくは前記微細凹部と前記微細凸部の双方を形成する工程を備えることを特徴とする照明
カバーの製造方法。
【請求項５】
　ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの光照射方向に設置され、光源
モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部が規則的に配設され、前記光源モジュール
と逆側の面の所定領域に亘って微細凹部、微細凸部若しくはその双方が複数形成される透
光性の照明カバーの製造方法であって、
　前記凸条若しくは前記凸部に対応する位置に成形凹溝若しくは成形凹部が形成され、前
記微細凹部、前記微細凸部若しくはその双方に対応する位置に成形微細凸部、成形微細凹
部若しくはその双方が形成されている金型に樹脂を流し込んで照明カバーを形成する工程
を備えることを特徴とする照明カバーの製造方法。
【請求項６】
　ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールと、
　前記光源モジュールの光照射方向に設置される透光性の照明カバーとを備え、
　前記照明カバーの光源モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部を規則的に配設し
、
　前記照明カバーの光源モジュールと逆側の面の所定領域に亘って微細凹部、微細凸部若
しくはその双方を直接形成することを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋内照明用や屋外照明用の照明器具に係り、発光ダイオード（ＬＥＤ）を光
源として略平行光を照射する光源モジュールの配光を制御する照明カバー及び照明器具に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源として略平行光を照射する光源モジュールの配光を制
御する照明器具として特許文献１の照明器具がある。特許文献１の照明器具は、ＬＥＤ光
源と、ＬＥＤ光源の照射光を反射するリフレクターとを有し、ＬＥＤ光源の照射光を略平
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行光にして照射する光源モジュールと、光源モジュールの光照射方向に設置される透光性
の照明カバーとを備え、照明カバーの背面に略山形の凸条若しくは凸部を規則的に配設し
、この凸条若しくは凸部で光源モジュールの照射光の配光を制御するものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３３５４００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、特許文献１の照明器具は、照明カバー背面の凸条若しくは凸部で適切な配光
を得ることができるものの、照明器具から照射される光の照度の均一性向上やグレアの緩
和の点においては未だ十分なものとは言い難い。そのため、照明器具からの照射光の照度
の均一性向上やグレアの緩和を図ることができる構成が求められている。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑み提案するものであって、発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源とし
て略平行光を照射する光源モジュールの配光を制御する場合に、適切な配光を得ることが
できると共に、照明器具からの照射光の照度の均一性向上やグレアの緩和を図ることがで
きる照明カバー及びその製造方法並びに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】
【０００６】
　本発明の照明カバーは、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの光照
射方向に設置される透光性の照明カバーであって、前記照明カバーの光源モジュール側の
面に略山形の凸条若しくは凸部を規則的に配設し、前記照明カバーの光源モジュールと逆
側の面の所定領域に亘って微細凹部、微細凸部若しくはその双方を直接形成することを特
徴とする。
　前記構成では、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの配光を制御す
る場合に、略山形の凸条若しくは凸部により適切な配光を得ることができると共に、微細
凹部、微細凸部により照明器具からの照射光の照度の均一性向上やグレアの緩和を図るこ
とができる。更に、照明カバーから出射される光の濃淡の緩和を図ることもできる。また
、微細凹部、微細凸部を、配光機能を有する照明カバーに直接形成することにより、例え
ば照明カバーの光出射側に拡散シートを設ける場合に生ずる光効率の大きな低下等を無く
すことができ、光源モジュールと照明カバーとから構成される照明器具の器具効率の向上
を図ることができる。更に、構成部材数の低減、器具コストの低減、組立工程の低減を図
ることができる。
【０００７】
　本発明の照明カバーは、前記微細凹部の深さ、前記微細凸部の高さ若しくはその双方を
０．３μｍ～５００μｍとし、１ｍｍ２当たり５０個～２０００個の密度で形成すること
を特徴とし、より好適には、前記微細凹部の深さ、前記微細凸部の高さ若しくはその双方
を０．５μｍ～２０μｍ、より望ましくは０．５μｍ～１０μｍとし、１ｍｍ２当たり２
００個～１０００個の密度で形成することを特徴とする。
　前記構成では、照明器具からの照射光の照度の均一性向上、グレアの緩和、光の濃淡の
緩和をより確実に高レベルで実現することができる。
【０００８】
　本発明の照明カバーは、前記微細凹部、前記微細凸部若しくはその双方をランダムの位
置に形成することを特徴とする。
　前記構成では、ランダムの位置での形成で照明カバーの製造を容易化することができる
と共に、製造方法の自由度を高めることができる。
【０００９】
　本発明の照明カバーの製造方法は、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュ
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ールの光照射方向に設置され、光源モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部が規則
的に配設され、前記光源モジュールと逆側の面の所定領域に亘って微細凹部が複数形成さ
れる透光性の照明カバーの製造方法であって、照明カバーの前記所定領域に微粒子を連続
的に打ち当てることにより前記微細凹部、若しくは前記微細凹部と前記微細凸部の双方を
形成する工程を備えることを特徴とする。
　前記構成では、最適な微細凹部、若しくは微細凹部と微細凸部の双方を低コスト且つ簡
単に形成することができる。また、基本的な形状が出来上がっている照明カバーに微細凹
部、若しくは微細凹部と微細凸部の双方を形成することができる。
【００１０】
　本発明の照明カバーの製造方法は、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュ
ールの光照射方向に設置され、光源モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部が規則
的に配設され、前記光源モジュールと逆側の面の所定領域に亘って微細凹部、微細凸部若
しくはその双方が複数形成される透光性の照明カバーの製造方法であって、前記凸条若し
くは前記凸部に対応する位置に成形凹溝若しくは成形凹部が形成され、前記微細凹部、前
記微細凸部若しくはその双方に対応する位置に成形微細凸部、成形微細凹部若しくはその
双方が形成されている金型に樹脂を流し込んで照明カバーを形成する工程を備えることを
特徴とする。
　前記構成では、最適な微細凹部、微細凸部若しくはその双方を低コスト且つ簡単に形成
することができる。また、略山形の凸条若しくは凸部と共に微細凹部、微細凸部若しくは
その双方を有する照明カバーを一度で形成することができ、製造効率の向上、製造コスト
の低減を図ることができる。
【００１１】
　本発明の照明器具は、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールと、前記
光源モジュールの光照射方向に設置される透光性の照明カバーとを備え、前記照明カバー
の光源モジュール側の面に略山形の凸条若しくは凸部を規則的に配設し、前記照明カバー
の光源モジュールと逆側の面の所定領域に亘って微細凹部、微細凸部若しくはその双方を
直接形成することを特徴とする。
　前記構成では、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの配光を制御す
る場合に、略山形の凸条若しくは凸部により適切な配光を得ることができると共に、微細
凹部、微細凸部により照明器具からの照射光の照度の均一性向上やグレアの緩和を図るこ
とができる。更に、照明カバーから出射される光の濃淡の緩和を図ることもできる。また
、微細凹部、微細凸部を、配光機能を有する照明カバーに直接形成することにより、例え
ば照明カバーの光出射側に拡散シートを設ける場合に生ずる光効率の大きな低下等を無く
すことができ、光源モジュールと照明カバーとから構成される照明器具の器具効率の向上
を図ることができる。更に、構成部材数の低減、器具コストの低減、組立工程の低減を図
ることができる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明を用いることにより、ＬＥＤを光源として略平行光を照射する光源モジュールの
配光を制御する場合に、略山形の凸条若しくは凸部により適切な配光を得ることができる
と共に、微細凹部、微細凸部により照明器具からの照射光の照度の均一性向上やグレアの
緩和を図ることができる。更に、照明カバーから出射される光の濃淡の緩和を図ることも
できる。また、微細凹部、微細凸部を、配光機能を有する照明カバーに直接形成すること
により、光源モジュールと照明カバーとから構成される照明器具の器具効率の向上、構成
部材数の低減、器具コストの低減、組立工程の低減を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】実施形態の照明器具の縦断正面図。
【図２】（ａ）は図１の照明器具における照明カバーの平面図、（ｂ）はその底面図。
【図３】（ａ）は照明カバーの部分縦断正面説明図、（ｂ）はその部分拡大底面図。
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【図４】（ａ）は照明カバーの変形例の部分平面図、（ｂ）はその部分縦断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　〔実施形態の照明カバー及び照明器具〕
　本発明による実施形態の照明カバー及び照明器具を図面を参照して説明する。図１は実
施形態の照明器具の縦断正面図、図２（ａ）は図１の照明器具における照明カバーの平面
図、図２（ｂ）はその底面図、図３（ａ）は照明カバーの部分縦断正面説明図、図３（ｂ
）はその部分拡大底面図である。
【００１５】
　本実施形態の照明器具１０は、図１に示すように、ＬＥＤを光源として略平行光を照射
する光源モジュール２０と、光源モジュール２０の光照射方向に設置され、レンズ機能と
光拡散機能を有する透光性の照明カバー３０とを備える。
【００１６】
　光源モジュール２０は、図１の紙面垂直方向に沿って線状に設けられたＬＥＤ光源２１
と、ＬＥＤ光源２１の略光照射領域に設けられ、正面視放物線形状で図１の紙面垂直方向
に沿って設けられたリフレクター２２とが筐体２３内に収容されたものであり、図に省略
した配線でＬＥＤ光源２１に電源が供給されると共に、ＯＮ・ＯＦＦスイッチによる制御
基板のＯＮ・ＯＦＦの切り替えで、制御基板に接続されたＬＥＤ光源２１が点灯・消灯す
るようになっている。
【００１７】
　ＬＥＤ光源２１は、放物面のリフレクター２２の焦点位置に設置されており、ＬＥＤ光
源２１から図示上方へ照射される照射光がリフレクター２２で反射され、反射された光が
略平行光として図示下方に照射されるようになっている。図示の二点鎖線は光路である。
【００１８】
　照明カバー３０は、図１及び図２に示すように、アクリル樹脂等の透光性の素材で形成
された平面視略矩形であり、光源モジュール２０の下方の所定位置に図に省略した固定具
で着脱自在に固定して設置される。照明カバー３０の基体３１の光源モジュール２０側の
面には、正面視略二等辺三角形状で略山形の凸条３２が基体３１に複数直接形成されてお
り、凸条３２はストライプ状で規則的に形成されている。
【００１９】
　凸条３２は、レンズ機能を担い、谷線３２２から稜線３２１に向かって傾斜角度が漸次
急峻になる斜面を有する。そして、凸条３２は、図３に示すように、凸条３２の上側から
照射される略平行光の照明カバー３０に対する入射角θ１及び光源モジュール２０と逆側
の面が面一である場合の放射角θ２を、稜線３２１に近い部分ほど大きくし、谷線３２２
に近い部分ほど小さくするようになっており、照明面に対する照度を略均一に近付けるよ
うになっている。
【００２０】
　照明カバー３０の基体３１の光源モジュール２０と逆側の面には、図２及び図３に示す
ように、所定領域である全面或いは周縁部を除く全面に亘って複数の微細凹部３３が基体
３１に直接形成されている。微細凹部３３は光拡散機能を担い、凸条３２により略均一に
近付けられた光をより均一化すると共にグレアを低減するようになっている。本実施形態
の微細凹部３３は、深さ０．３μｍ～５００μｍ、好適には０．５μｍ～２０μｍ、より
好適には０．５μｍ～１０μｍとし、１ｍｍ２当たり５０個～２０００個、好適には２０
０個～１０００個の密度でランダムな位置に形成されているが、これ以外の深さ、密度で
形成する、或いは規則的な位置に形成することも可能である。
【００２１】
　照明カバー３０に微細凹部３３を形成する際には、例えば照明カバー３０の基体３１の
前記所定領域に石塊、アルミナ等の微粒子を連続的に打ち当てて形成すると、最適な微細
凹部３３を低コスト且つ簡単に形成することができると共に、基本的な形状が出来上がっ
ている照明カバー３０に微細凹部３３を形成することができて好適である。前記打ち当て
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る微粒子の個数、打ち当てる時間、打ち当てる回数は必要に応じて適宜調整することが可
能である。
【００２２】
　また、照明カバー３０に微細凹部３３を形成する方法の別例として、凸条３２に対応す
る位置に成形凹溝が形成され、微細凹部３３に対応する位置に成形微細凸部が形成されて
いる金型を用い、この金型にアクリル樹脂等の樹脂を流し込むことにより、一方側の面に
凸条３２及び他方側の面に微細凹部３３を有する照明カバー３０を成形して形成してもよ
い。この例では、最適な微細凹部３３を低コスト且つ簡単に形成することができると共に
、略山形の凸条３２と共に微細凹部３３を有する照明カバー３０を一度で形成することが
でき、製造効率の向上、製造コストの低減を図ることができて好適である。
【００２３】
　本実施形態の照明器具１０或いは照明カバー３０は、凸条３２により適切な配光を得る
ことができると共に、微細凹部３３により照明器具１０からの照射光の照度の均一性向上
やグレアの緩和を図ることができ、更に出射される光の濃淡の緩和を図ることもできる。
また、微細凹部３３を、配光機能を有する照明カバー３０に直接形成することにより、例
えば照明カバー３０の光出射側に拡散シートを設ける場合に生ずる光効率の大きな低下等
を無くすことができ、照明器具の器具効率の向上を図ることができる。更に、構成部材数
の低減、器具コストの低減、組立工程の低減を図ることができる。
【００２４】
　また、微細凹部３３の深さを０．３μｍ～５００μｍとし、１ｍｍ２当たり５０個～２
０００個の密度で形成することにより、照明器具１０からの照射光の照度の均一性向上、
グレアの緩和、光の濃淡の緩和をより確実に高レベルで実現することができる。また、微
細凹部３３をランダムの位置に形成することにより、照明カバー３０の製造を容易化する
ことができると共に、製造方法の自由度を高めることができる。
【００２５】
　〔実施形態の変形例等〕
　本明細書開示の発明には、各発明や実施形態等の構成の他に、これらの部分的な構成を
本明細書開示の他の構成に変更して特定したもの、或いはこれらの構成に本明細書開示の
他の構成を付加して特定したもの、或いはこれらの部分的な構成を部分的な作用効果が得
られる限度で削除して特定した上位概念化したものも含まれ、下記のような変形例も包含
される。
【００２６】
　例えば照明カバー３０の基体３１に微細凹部３３を形成する構成に代え、微細凸部を形
成する構成としてもよい。微細凸部を形成する場合にも、その高さを０．３μｍ～５００
μｍ、好適には０．５μｍ～２０μｍ、より好適には０．５μｍ～１０μｍとし、１ｍｍ
２当たり５０個～２０００個、好適には２００個～１０００個の密度の密度で形成する、
或いはランダムな位置に形成する、或いはこれらの組み合わせの構成とすると、上記と同
様の効果が得られて好ましい。更に、前記深さや密度の微細凹部３３と前記高さや密度の
微細凸部の双方が形成された凹凸面とすることも可能である。
【００２７】
また、微細凸部を形成する場合の製造例としては、例えば凸条３２に対応する位置に成形
凹溝が形成され、微細凸部に対応する位置に成形微細凹部が形成されている金型を用い、
この金型にアクリル樹脂等の樹脂を流し込んで成形すると、上記と同様の効果が得られて
好適である。また、微細凹部３３と微細凸部の双方を有するものを製造する場合には、成
形微細凹部と成形微細凸部の双方が形成されている金型を用いて製造する構成、或いは照
明カバー３０の所定領域に微粒子を連続的に打ち当てて製造する構成等とすることが可能
である。
【００２８】
　また、照明カバー３０の光源モジュール２０側の面には、凸条３２に代えて、図４に示
す点在する凸部３４を規則的に形成する構成としてもよい。図４の例では、照明カバー３
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０の基体３１の光源モジュール２０側の面に、略円錐状で略山形の凸部３４が形成されて
おり、凸部３４は格子状で規則的に形成されている。その基体３１の光源モジュール２０
と逆側の面には図示省略する微細凹部若しくは微細凸部が形成されている。尚、凸条３２
、凸部３４の形状は例示であり、これらの形状に限定されるものではない。また、光源モ
ジュール２０を点状のＬＥＤ光源と、放物線形の傘状に形成されたリフレクターとで構成
し、前記各構成の照明カバー３０と組み合わせることも可能である。
【産業上の利用可能性】
【００２９】
　本発明は、屋内照明用や屋外照明用の照明器具に利用することができる。
【符号の説明】
【００３０】
１０…照明器具　２０…光源モジュール　２１…ＬＥＤ光源　２２…リフレクター　２３
…筐体　３０…照明カバー　３１…基体　３２…凸条　３２１…稜線　３２２…谷線　３
３…微細凹部　３４…凸部

【図１】 【図２】
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