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明 細 苫

照明装置

技術分野

０００1 本発明は、発光波長の典なる複数の チップを有する光源を利用した 照

明装置に関するものである。

背景技術

０００2 日本公開特許公報特開2００8 ０27886 は、従来の 照明装置を開示してい

る。従来の 照明装置は、箱状に形成されたケースと、ケースの底壁の中央部に

形成された窓孔内に配置され発光波長の典なる複数の チップ (例えば、赤色

チップ、緑色 チップ、肯色 チッ を有する光源 と、透光性材料 (例え

ば、アクリル樹脂、シリコーン樹脂などのボリマー) にょり形成されケース内に収納され

た導光体と、導光体におけるケースの底壁側とは反対の放射面側に形成され光源か
らの光を所定の割合で反射させる放射側反射部と、導光体とケースの内面との間に

設けられ光源から放射され放射側反射部で反射された光を反射する内側反射部とを

備えている。

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 ところで、上記の従来の 照明装置では、導光体での光損失に起因して、

照明装置から放出される光の最が少なくなってしまぅ。また、従来の 照明装置が

、 種類の チップのみを持つ光源を備える場合、大面積で均一な照明光を得る

ことが可能である。しかしながら、従来の 照明装置は、導光体の放射面側の放

射側反射部が光源からの光を所定の割合で反射させるょぅに形成されており、光源

からの光の一部が放射側反射部で反射されずに直接外部へ出射される。したがって

、発光波長の典なる複数の チップが近接して配置されている光源が発する光が

色むらを持つ場合、 照明装置から放出される光も色むらを持ってしまぅ。

０００4 本発明は上記事由に鑑みて為されたものである。本発明の目的は、色むらを持た

ない光を放出するょぅに構成された 照明装置を提供することである。



課題を解決するための手段

０００5 上記課題を解決するために、本発明の 照明装置は、光源と、第 のフェースシ

ートと、反射シートとを備える。光源は、発光波長の典なる複数の チップからなる

。第 のフェースシートは、表面と裏面とを有する。裏面は、前記 チップから放出

された光を拡散及び反射する拡散反射面を構成する。第 のフェースシートは、裏面

が光源と対向するよぅに配置されている。第 のフェースシートは、中心軸を有する。

そして、第 のフェースシートは、幅及び深さを有する複数の透光窓を有する。幅は、

中心軸に垂直な方向に沿って形成されている。深刮ま、中心軸に沿って形成されて

いる。反射シートは、二次反射面を有している。反射シートは、二次反射面が第 のフ

ェースシートの裏面と対向するよぅに配置されている。反射シートは、第 のフェース

シートから所定の間隔離間して配置されている。反射シートは、第 のフェースシート

の拡散反射面で反射された光を二次反射面で第 のフェースシート側に拡散反射す

るよぅに構成されている。光源は、中心軸上に位置するよぅに位置合わせされている。

透光窓は、二次反射面で反射された光を通過するよぅに形成されており、且つ、光源

からの光が反射を伴ぅこと無しに直接外方へ通過しないよぅに形成されている。

０００6 この場合、色むらを持たない光を放出するよぅに構成された 照明装置が得られ

る。

０００7 透光窓は、光源から放出された光を拡散反射するよぅに構成された内面を有してい

ることが好ま 、。そして、光源から放出された光は、透光窓の内面で拡散反射され

て外部に放出されるよぅに構成されている。

０００8 この場合も、色むらを持たない光を放出するよぅに構成された 照明装置が得ら

れる。

０００9 反射シートは、第 のフェースシートとの間に空間を形成するよぅに、第 のフェース

シートから所定の間隔離間して配置されていることが好ま 、。そして、その空間は、

空気で充填されていることが好ま 、。

００1０ この場合、第 のフェースシート及び反射シートで反射された光は、空気が充填され

た空間を介して 照明装置から放出される。すなわち、光源から放出された光は、

空間に充填された空気によって低減されることがない。したがって、より多くの光を放



出するよぅに構成された 照明装置が得られる。

００11 透光窓は、前記中心軸に垂直な面に沿った開ロ寸法を有している。複数の透光窓

は、中心軸に近づくほど、開ロ寸法が小さくなるよぅに形成されていることが好ましい

。そして、透光窓は、幅に対する深さで定義されるアスペクト比を有する。このアスペ

クト比は、光源から放出される光が直接外部へ出射しないよぅに設定されていることが

好ましい。

００12 この場合、光源から直接放出される光が、光源に近い透光窓の内側面で反射され

ることなく出射することを防ぐことができる。即ち、光源から直接放出された光が、透光

窓を通して外部へ出射されることを防ぐことができる。

００13 複数の透光窓は、中心軸に近づくほど、深さが大きくなるよぅに形成されていること

が好ましい。透光窓は、幅に対する深さで定義されるアスペクト比を有する。このアス

ペクト比は、光源から放出される光が直接外部へ出射しないよぅに設定されているこ

とが好ましい。

００14 この場合も、光源から直接放出される光が、光源に近い透光窓の内側面で反射さ

れることなく出射することを防ぐことができる。即ち、光源から直接放出された光が、透

光窓を通して外部へ出射されることを防ぐことができる。

００15 透光窓は、前記中心軸側に位置する第 の内面と、当該第 の内面に対向する第2

の内面とを有する。幅は、フェースシートの表面から裏面に向かぅに伴って徐々に 、

さくなるよぅに形成されていることが好ましい。そして、第2の内面は、前記中心軸に平

行に形成されている。

００16 この場合、複数の透光窓それぞれから放出される光の輝度の差を少なくすることが

できる。

００17 透光窓は、前記中心軸に垂直な面に沿った開ロ寸法を有している。複数の透光窓

は、中心軸に近づくほど、開ロ寸法が小さくなるよぅに形成されていることが好ましい

。そして、透光窓は、前記中心軸側に位置する第 の内面と、当該第 の内面に対向

する第2の内面とを有する。開ロ寸法は、フェースシートの表面から裏面に向かぅに

伴って徐々に小さくなるよぅに形成されていることが好ましい。そして、第2の内面は、

前記中心軸に平行に形成されている。



００18 この場合も、複数の透光窓それぞれから放出される光の輝度の差を少なくすること

ができる。

００19 透光窓は、周縁を備える。フェースシートは、この周縁のぅち、中心軸から遠いほぅ

の部分から、前方に突出した反射壁をさらに備えることが好ましい。

００2０ この場合、光源から直接放出された光が、 照明装置の外部に直接出射される

ことを確実に防ぐことができる。

００2 1 フェースシートは、その表面側に配置された導光板を備えることが好ましい。

００22 この場合、複数の透光窓それぞれを介して放出される光の輝度の差をより少なくす

ることができる。

００23 導光板は、フェースシートの表面に取り付けられる取り付け面と、当該取り付け面の

反対側に位置する露出面とを備える。この露出面は、凹凸が形成されていることが好

ましい。

００24 この場合、多くの光を外部に放出するよぅに構成された 照明装置が得られる。

００25 照明装置は、さらに第2のフェースシートを備えることが好ましい。この第2のフ

ェースシートは、表面と裏面とを有する。裏面は、 チップから放出された光を拡

散及び反射する拡散反射面を構成している。第2のフェースシートは、幅及び深さを

有する複数の第2透光窓を有する。第2のフェースシートは、第 のフェースシートを

間にして前記 チップと反対側に配置されている。第2透光窓は、二次反射面で

反射された光を通過するよぅに形成されており、光源から直接放出される光が通過し

ないよぅに形成されている。

００26 この場合、光源から直接放出された光が、 照明装置の外部へ出射されること

をより確実に防止することができる。また、輝度の差を小さくすることができる。

００27 照明装置は、さらにスペーザを備え、当該スペーザは、第 のフェースシートと

反射シートとの間に前記空間を形成するよぅに、第 のフェースシートと反射シートと

の間に配置されることが好ましい。そして、第 のフェースシートと反射シートとスペー

ザとは、ハウジングを構成することが好ましい。

００28 本発明のさらなる特徴及びその効果は、以下の発明を実施するための最良の形態

からより明確に理解されるだろぅ。



図面の簡単な説・明

００29 図 実施形態 の 照明装置の概略断面図である。

図2 同上におけるフェースシートの平面図である。

図3 同上におけるフェースシートの他の構成例の平面図である。

図4 実施形態2の 照明装置の概略断面図である。

図5 実施形態3の 照明装置の概略断面図である。

図6 実施形態4の 照明装置の概略断面図である。

図7 実施形態 5の 照明装置の概略断面図である。

図8 実施形態 6の 照明装置の概略断面図である。

発明を実施するための最良の形態

００3０ (実施形態 )

本実施形態の 照明装置は、図 に示すよぅに、発光波長の典なる複数の

チッ ０を有する光源 と、多数の透光窓2 が形成された矩形板状の拡散反射シ

ートからなるフェースシート2と、フェースシート2に対向配置されフェースシート2で拡

散反射された光をフェースシート2側へ拡散反射する矩形板状の拡散反射シートか

らなる反射シート3と、フェースシート2と反射シート3との間に介在する枠状にこでは

、矩形枠状 ) のスペーザ4とを備える。透光窓2 は、光を通過させるために設けられ

ている。図 に示すよぅに、フェースシート2は、発光装置と対向する裏面2 と、裏面

2 の反対側に位置する表面2 ０とを有する。フェースシートは、裏面2 から表面

2 ０への方向に沿った厚みを有し、当該厚み方向に沿った中心軸 を有する。光

源 は、中心軸 上に位置合わせされている。フェースシート2と反射シート3との間

の媒質5が空気であり、フェースシート2は、光源 からの直接光が外部へ出射せず

且つ光出射面側の輝度が均一になるよぅに各透光窓2 が形成されている。詳しくは

、透光窓2 は、反射シート3で反射された光を通過させるよぅに形成されている。また

、透光窓2 は、光源 から放出された光を、その内面で反射させて光を通過させるよ

ぅに形成されている。すなわち、透光窓は、光源からの光が反射を伴ぅことなしに直接

外部に放出されないよぅに形成されている。また、フェースシート2は、スペーザ4によ

って、反射シート3から所定の間隔離間して配置される。これにより、空気で充填され



た屑が、フェースシート2と反射シート3との間に形成される。そして、フェースシート2

と反射シート3とスペーザ4とは、ハウジングを構成する。なお、スペーザ4の形状は枠

状に限らず、例えば、柱状の形状として、フェースシート2と反射シート3との四隅同

上の間に介在させてもよい。

００3 1 光源 の各 チッ ０は、 つの実装某板 の一表面側に実装され、透光性

材料 (例えば、シリコーン樹脂、エポキシ樹脂、アクリル樹脂、ボリヵ一ボネート樹脂、

ガラスなど)からなるレンズ状の封止部 6により封止されている。実装墓板 ほ、第

の熱伝導性材料 (例えば、C など)からなる矩形板状の伝熱板 2と、伝熱板 2

の一表面側の中央部に接合された第2の熱伝導性材料 (例えば、 など)からなる

矩形板状のザブマウント墓板 3と、伝熱板 2の上記一表面側に接合されザブマウ

ント某板 3が内側に離間して配置される開口窓 4 aを有する配線某板 4とを備えて

おり、配線某板 4が反射シート3に接合されている。ここで、ザブマウント某板 3は、

チッ ０のチップザイズよりも大きなザイズの矩形板状に形成され チッ

0と伝熱板 2との線膨張率差に起因して チッ ０に働く応力を緩和する応力

緩和機能と、 チッ ０で発生した熱を伝熱板 2において チッ ０のチッ

プザイズよりも広い範囲に伝熱させる熱伝導機能とを有している。

００32 また、各 チッ ０は、ザブマウント某板 3における チッ ０の搭載面側

に形成された導体パターンと配線某板 4の配線パターンとを電気的に接続する複

数のボンディングワイヤ 5を介して給電されるよぅになっている。ここで、配線某板 4

は、平面視において一部が伝熱板2 の外周縁よりも外方へ延出する突出部 (図示

せず) が設けられており、当該突出部において電源ュニットなどからの給電用の電線

が接続されるよぅになっている。なお、配線某板 4としては、例えば、絶縁性某材の

一表面側に各 チップ ０への給電用の配線パターンが設けられたものを用いれ

ばよいが、絶縁性某材の材料としては、例えば、ガラスエポキシ樹脂 ( 4 5な

ど) 、紙フェノールなどを採用すればよい。

００33 上述の光源 は、発光波長の典なる複数の チッ ０として、赤色光を放射す

る赤色 チップ、緑色光を放射する緑色 チップ、肯色光を放射する肯色

チップ、黄色光を放射する黄色 チップを採用しており、赤色光と緑色光と肯色



光と黄色光の混色光として白色光を得ることができる。ただし、 チッ ０の数や

発光色は特に限定するものではなく、所望の混色光に応じて適宜選択すればよい。

００3 4 また、上述のスペーザ4 は、フェースシート2および反射シート3 と同様に、光源 か
らの光を反射する拡散反射シートにより構成されているが、スペーザ4 は、必ずしも拡

散反射シートにより構成する必要はない。

００3 5 フェースシート2 、反射シート3およびスペーザ4 に用いる拡散反射シートとしては、

例えば、ボリエチレンテレフタレート樹脂 (P )を発泡させて ０は 以下の超微細

な気泡を多数形成した光反射板 (超微細発泡光反射板 ) を用いればよく、この種の

光反射板としては、例えば、 CP (登録商標 ) を採用すればよいが、 CP と

同様に拡散反射率および全反射率の高いものであれば CP 以外のものを採用

してもよく、シート状部材の表面に拡散反射膜を形成したものでもよい。本実施形態

において、フェースシート2と反射シート3 とスペーザ4 とのそれぞれは、上述の拡散

反射シートからなる。したがって、フェースシート2の裏面は、光源 から放出された光

を拡散及び反射するよぅに構成される。また、フェースシート2の透光窓 2 の内面も、

光源 から放出された光を拡散及び反射するよぅに構成される。同様に、反射シート3

の表面は、フェースシート2によって反射された光をフェースシート2側に拡散反射す

るよぅに構成される。すなわち、反射シート3の表面は、二次反射面223 として機能す

る。これらは、金属鏡面により反射面が形成されたフェースシート2，反射シート3，ス

ペーザ4 よりも、高い拡散反射率及び全反射率を有する。したがって、外部に多くの

光を放出するよぅに構成された 照明装置を得ることができる。即ち、 照明装

置の光出力を高めることができる。

００3 6 反射シート3 は、ザブマウント某板 3が内側に離間して配置され且つ配線某板 4

における開口窓 4 aの周部を露出させる窓孔3 が中央部に形成されている。

００3 7 また、フェースシート2は、上述のよぅに、光源 からの直接光が外部へ出射せず且

つ光出射面側の輝度が均一になるよぅに各透光窓 2 が形成されている。図 および

図2 に示すよぅに、透光窓 2 は、中心軸 に垂直な面に平行な開ロ寸法を有する

。透光窓 2 は、光源 に近いほど開ロ寸法が 、 、刮 。そして、透光窓 2 は、中心軸

に直交する方向に沿った幅と、中心軸 に沿った深さとを有する。そして、透光



窓2 は、透光窓2 の幅bに対する透光窓の深さaで定義されるアスペクト比を有する

。このアスペクト比の値は、次の式で求められる。(アスペクト比 二 (フェースシート2

における透光窓2 周部の厚みa ) (透光窓2 の開口幅b すなわち、(アスペクト

とヒ 二 (透光窓2 の深さa ) (透光窓2 の開口幅b なお、本実施形態では、各透

光窓2 の形状を円形状としてあり、フェースシート2の上記中心軸 からの距離が

大きな透光窓2 ほど開口幅bが大きくなっているが、透光窓2 の開口形状は円形状

に限らず、例えば、図3に示すよぅに、弧状の開口形状として、フェースシート2の上

記中心軸 からの距離が大きな透光窓2 ほど開口幅bが大きくなるよぅにしてもよ

００38 この 照明装置において、光源 から放出された光は、フェースシート2の裏面2

で、反射シート3に拡散反射される。フェースシート2の裏面2 で反射された光

は、反射シート3の上面で、フェースシート2側に反射される。反射シート3で反射され

た光は、透光窓2 を通って、 照明装置の外部に放出される。加えて、透光窓2

は、光源 から放出される光が反射を伴ぅことなく 照明装置の外部に放出され

ることを防ぐアスペクト比を有する。したがって、光源 から放出された光は、透光窓2

の内面で反射される。透光窓2 の内面で反射された光は、 照明装置の外部

に放出される。このよぅに、光源 から放出された光は、反射を伴ぅことなく透光窓を介

して 照明装置の外部に放出されることがない。

００39 以上説明した本実施形態の 照明装置は、 照明装置の外部に光を放出

するための多数の透光窓2 が形成された拡散反射シートからなり厚み方向に沿った

中心軸 を有するフェースシート2と、フェースシート2の裏面と対向するよぅに配置

されフェースシート2で拡散反射された光をフェースシート2側へ拡散反射する拡散

反射シートからなる反射シート3とを備える。フェースシート2と反射シート3との間の媒

質が空気なので、透光窓2 を介して多くの光を 照明装置の外部に放出するこ

とができる。しかも、フェースシート2は、光源 からの直接光が外部へ出射せず且つ

光出射面側の輝度が均一になるよぅに形成された各透光窓2 を備える。したがって

、発光波長の典なる複数の チッ ０を有する光源 において色むらがある場合

でも 照明装置全体として色むらの発生を抑制できる。また、本実施形態の



照明装置では、フェースシート2と反射シート3との間に枠状のスペーザ4を備える。ス

ペーザ4も拡散反射シートにより形成されているので、外部へより多くの光を放出する

よぅに構成された 照明装置が得られる。

００4０ また、本実施形態の 照明装置において、フェースシート2は、中心軸 に近

い透光窓2 ほど開ロ寸法が小さい。いいかえると、フェースシート2は、光源 に近い

透光窓2 ほど開ロ寸法が小さい。そして、光源 からの直接光が外部へ出射しない
よぅに各透光窓2 のアスペクト比が設定されている。したがって、光源 からの直接光

が光源 に近い透光窓2 の内側面で反射されることなく出射するのを防止することが

できる。即ち。光源 からの直接放出された光が透光窓2 を通して外部へ出射する

のを防止することが可能となる。

００4 1 また、本実施形態の 照明装置では、光源 の点灯時に各 チッ ０で発

生した熱を配線某板 4を通すことなくザブマウント某板 3を介して伝熱板 2へ伝熱

して放熱することができるので、放熱性が向上し、各 チッ ０のジャンクション

温度の温度上昇を抑制できるから、入力電力を大きくでき、光出力の高出力化を図

れる。

００42 (実施形態2)

本実施形態の 照明装置の構成は実施形態 と略同じであって、図4に示すよ

ぅに、フェースシート2の構造が相違している。なお、実施形態 と同様の構成要素に

は同一の符号を付して説明を省略する。

００43 本実施形態におけるフェースシート2は、中心軸 に近いほど厚みが大きい。これ

により、透光窓2 は、中心軸 に近いほど、大きい深さを有する。そして、光源 か
らの直接放出された光が外部へ出射しないよぅに各透光窓2 のアスペクト比が設定

されている。なお、透光窓2 のアスペクト比の定義は某本的に実施形態 と同じであ

るが、透光窓2 のフェースシート2における透光窓2 周部の厚みaとしては、光源

の中心軸 を含む断面において中心軸 から遠い側の周部の厚みを採用する。

００44 以上説明した本実施形態の 照明装置では、透光窓2 の開口形状および開

ロ寸法を実施形態 と同じに設定した場合に、光源 からの直接光が光源 に近い透

光窓2 の内側面で反射されることなく出射するのをより確実に防止することができる



。したがって、光源 からの直接光が透光窓2 を通して外部へ出射するのを防止す

ることが可能となる。

００45 (実施形態3)

本実施形態の 照明装置の構成は実施形態 と略同じであって、図5に示すよ

ぅに、フェースシート2の構造が相違している。なお、実施形態 と同様の構成要素に

は同一の符号を付して説明を省略する。

００46 本実施形態のフェースシート2において、各透光窓2 ほ、中心軸側に位置する第

の内面2 aと、第 の内面2 aに対向する第2の内面2 bとを有する。そして、透光窓

2 の幅bは、フェースシート2の表面2 ０から裏面2 に向かぅに伴って徐々に小

なるよぅに形成されている。同様に、透光窓2 の開ロ寸法は、フェースシート2の表

面2 ０から裏面2 に向かぅに伴って徐々に小さくなるよぅに形成されている。そして

、第2の内面2 bは、中心軸に平行に形成されている。即ち、第 の内面は、中心軸

から所定の角度傾斜している。

００47 この構成により、輝度の差が少な 照明装置を得ることができる。なお、実施

形態2におけるフェースシート2の透光窓2 の形状を本実施形態と同様の形状として

もよい。

００48 (実施形態4)

本実施形態の 照明装置の構成は実施形態 と略同じであって、図6に示すよ

ぅに、フェースシート2の構造が相違している。なお、実施形態 と同様の構成要素に

は同一の符号を付して説明を省略する。

００49 本実施形態におけるフェースシート2は、光出射面側における透光窓2 の周縁のぅ

ち光源 の中心軸 から遠い側に厚み方向に突出し光源 からの直接光を反射す

る反射壁22が形成されている。

００5０ しかして、本実施形態の 照明装置では、光源 からの直接光の一部が 度も

反射されずに透光窓2 を通過したとしても反射部22により反射されるので、光源 か

らの直接光が外部へ出射されるのをより確実に防止することが可能となる。

００5 1 実施形態 5)

本実施形態の 照明装置の構成は実施形態 と略同じであり、図7に示すよぅに



、フェースシート2の光出射面側に配置される矩形板状の導光板 6であってフェース

シート2の各透光窓2 それぞれに埋設される複数の導光部6bが連続一体に形成さ

れた導光板 6を備えている点が相違する。なお、実施形態 と同様の構成要素には

同一の符号を付して説明を省略する。

００5 2 導光板 6は、取り付け面を有し、この取り付け面を介してフェースシートの表面に取

り付けられている。また、導光板は、取り付け面の反対面に露出面2 2を有する。透

光窓2 を通った光は、露出面2 2を介して 照明装置の外部に放出される。ここ

で、導光板 6の厚みは、当該導光板 6での光損失をより少なくするために薄い方が好

ましく、フェースシート2と反射シート3との間の距離よりも 、さく設定してある。また、導

光板 6は、ガラスにより形成してあるが、ガラスに限らず、例えば、アクリル樹脂、シリコ

ーン樹脂、エポキシ樹脂、ボリカーボネート樹脂などにより形成してもよい。

００5 3 しかして、本実施形態の 照明装置では、フェースシート2の光出射面側に配置

される導光板 6を備えていることにより、フェースシート2の光出射面側へ出射した光

が導光板 6で導光されるので、輝度のより一屑の均一化を図れる。

００54 また、本実施形態の 照明装置では、導光板 6の露出面2 2に、凹凸を形成す

ることも好ましい。この場合、より多くの光を放出するよぅに構成された 照明装置

が得られる。なお、他の実施形態2～4においても導光板 6を設けてもよい。

００5 5 (実施形態 6)

本実施形態の 照明装置の構成は実施形態 と略同じであって、図8に示すよ

ぅに、フェースシート2における光出射面側に離間して配置された拡散反射シートから

なる第2のフェースシート7を備え、第2のフェースシート7は、光源 からの直接光が

外部へ出射せず且つ第2のフェースシート7の光出射面側の輝度が均一になるよぅ

に多数の第2の透光窓 7 が形成されている点が相違する。なお、実施形態 と同様

の構成要素には同一の符号を付して説明を省略する。

００56 第2のフェースシート7は、フェースシート2と同様の拡散反射シートにより形成して

あり、スペーザ8を介してフェースシート2に対向配置されている。したがって、第2の

フェースシート7とフェースシート2との間には、空隙9が形成されている。第2の透光

窓は、幅及び深さを有する。また、第2の透光窓 7 は、対応する透光窓2 に位置合



わせされている。しかしなから、必すしもフェースシート2の透光窓2 と同し開口形状

てなくてもよレ七、形成位置もフェースシート2の透光窓2 の投影領城てなくてもよい

００5 7 以上説明した本実施形態の 照明装置によれは、光源 からの直接光か外部

へ出射されるのをより確実に防止することか可能となるとともに、輝度のより一屑の均

一化を図れる。なお、本実施形態ては、第2のフェースシート7の寸怯をフェースシー

ト2の寸怯よりも小さく設定してあるか、フェースシート2と同し寸怯に設定してもよい。

００58 なお、上記の実施形態て示された個別の特徴は、任首に細み合わせることか可能

てある。



請求の範囲

光源と、第 のフェースシートと、反射シートとを備える 照明装置であって、

前記光源は、発光波長の典なる複数の チップからなり、

前記第 のフェースシートは、表面と前記 チップから放出された光を拡散及び

反射する拡散反射面を構成する裏面とを有しており、当該裏面を前記光源と対向す

るよぅに配置されており、中心軸を有しており、当該中心軸に垂直な方向に沿った幅

及び当該中心軸に沿った深さを有する複数の透光窓を備えており、

前記反射シートは、二次反射面を有しており、当該二次反射面が前記第 のフェー

スシートの裏面と対向するよぅに配置されており、前記第 のフェースシートから所定

の間隔離間して配置されており、前記第 のフェースシートの前記拡散反射面で反

射された光を前記二次反射面で前記第 のフェースシート側に拡散反射するよぅに

構成されており、

前記光源は、前記中心軸上に位置するよぅに位置合わせされており、

前記透光窓は、前記二次反射面で反射された光を通過するよぅに形成されており、

前記光源からの光が反射を伴ぅこと無しに直接外方へ通過しないよぅに形成されてい

ることを特徴とする 照明装置。

2 前記透光窓は、前記光源から放出された光を拡散反射するよぅに構成された内面

を有しており、

前記光源から放出された光は、前記透光窓の内面で拡散反射されて外部に放出さ

れるよぅに構成されていることを特徴とする請求項 に記載の 照明装置。

3 前記反射シートは、前記第 のフェースシートとの間に空間を形成するよぅに、前記

第 のフェースシートから所定の間隔離間して配置されており、

前記空間は、空気で充填されていることを特徴とする請求項 に記載の 照明

4 前記透光窓は、前記中心軸に垂直な面に沿った開ロ寸法を有しており、

前記複数の透光窓は、前記中心軸に近づくほど、前記開ロ寸法が 、さくなるよぅに

形成されており、

前記透光窓は、前記幅に対する前記深さで定義されるアスペクト比を有しており、



当該アスペクト比は、前記光源から放出される光が直接外部へ出射しないよぅに設定

されていることを特徴とする請求項 に記載の 照明装置。

5 前記複数の透光窓は、前記中心軸に近づくほど、前記深さが大きくなるよぅに形成

されており、

前記の透光窓は、前記幅に対する前記深さで定義されるアスペクト比を有しており

、当該アスペクト比は、前記光源から放出される光が直接外部へ出射しないよぅに設

定されていることを特徴とする請求項 に記載の 照明装置。

6 前記透光窓は、前記中心軸側に位置する第 の内面と、当該第 の内面に対向す

る第2の内面とを有しており、

前記幅は、前記フェースシートの前記表面から前記裏面に向かぅに伴って徐々に

小さくなるよぅに形成されており、

前記第2の内面は、前記中心軸に平行に形成されていることを特徴とする請求項 に

記載の 照明装置。

7 前記透光窓は、周縁を備え、

前記フェースシートは、前記周縁のぅち中心軸から遠いほぅの部分から、前方に突

出した反射壁をさらに備えることを特徴とする請求項 に記載の 照明装置。

8 前記フェースシートは、その表面側に配置された導光板を備えることを特徴とする

請求項 に記載の 照明装置。

9 前記導光板は、前記フェースシートの表面に取り付けられる取り付け面と、当該取り

付け面の反対側に位置する露出面とを備え、

前記露出面は、光取り出し効率向上用の凹凸が形成されていることを特徴とする請

求項7に記載の 照明装置。

０ 前記 照明装置は、さらに第2のフェースシートを備え、

前記第2のフェースシートは、表面と前記 チップから放出された光を拡散及び

反射する拡散反射面を構成する裏面とを有しており、幅及び深さを有する複数の第2

透光窓を有し、

前記第2のフェースシートは、前記第 のフェースシートを間にして前記 チップ

と反対側に配置されており、



前記第2透光窓は、前記二次反射面で反射された光を通過するよぅに形成されて

おり、前記光源から直接放出される光が通過しないよぅに形成されていることを特徴と

する請求項 に記載の 照明装置。

前記 照明装置は、さらに、スペーザを備え、当該スペーザは、前記第 のフェ
ースシートと前記反射シートとの間に前記空間を形成するよぅに、前記第 のフェース

シートと前記反射シートとの間に配置され、

前記第 のフェースシートと前記反射シートと前記スペーザとは、ハウジングを構成

することを特徴とする請求項 に記載の 照明装置。
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