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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＬＥＤと光透過性部材からなるリフレクタとを備えた照明装置であって、
　ＬＥＤ基板上の前記複数のＬＥＤと対向して、前記ＬＥＤから入射した光を略直角方向
に反射させる前記リフレクタが配置され、
　前記リフレクタの外面は、２回の全反射により光を直角方向に向けるように屋根型形状
の溝が光射出方向に平行に形成されており、
　前記屋根型形状の溝の存在範囲が、前記溝の稜線と前記ＬＥＤからの入射光線が臨界角
以下である部分に限定されており、
　前記リフレクタの反射面に、微小な凹凸を設けることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記リフレクタが、前記複数のＬＥＤが置かれている前記ＬＥＤ基板の外周部分に沿っ
て射出方向を外向きに配置されていることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　請求項１に記載の照明装置において、
　前記リフレクタが、前記複数のＬＥＤが置かれている前記ＬＥＤ基板の内周部分に沿っ
て射出方向を内向きに配置されていることを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項１に記載の照明装置において、
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　前記リフレクタの外面の溝の横断面の形状がＶ字型の溝であることを特徴とする照明装
置。
【請求項５】
　請求項４に記載の照明装置において、
　前記リフレクタの外面の溝の横断面の形状が頂角９０度のＶ字型の溝であることを特徴
とする照明装置。
【請求項６】
　複数のＬＥＤと光透過性部材からなるリフレクタとを備えた照明装置であって、
　ＬＥＤ基板上の前記複数のＬＥＤと対向して、前記ＬＥＤから入射した光を略直角方向
に反射させる前記リフレクタが配置され、
　前記リフレクタの外面は、２回の全反射により光を直角方向に向けるように屋根型形状
の溝が光射出方向に平行に形成されており、
　前記リフレクタの外面の溝の横断面のＶ字型の面の角度が、稜線と入射光線の角度に応
じて変化しており、
　前記リフレクタの反射面に、微小な凹凸を設けることを特徴とする照明装置。
【請求項７】
　複数のＬＥＤと光透過性部材からなるリフレクタとを備えた照明装置であって、
　ＬＥＤ基板上の前記複数のＬＥＤと対向して、前記ＬＥＤから入射した光を略直角方向
に反射させる前記リフレクタが配置され、
　前記リフレクタの外面は、２回の全反射により光を直角方向に向けるように屋根型形状
の溝が光射出方向に平行に形成されており、
　前記リフレクタの外面の溝の横断面のＶ字型の面の角度が、稜線と入射光線の角度に応
じて変化しており、
　前記稜線と入射光線の角度が小さい場合には、前記Ｖ字型の面の角度を深く、前記稜線
と入射光線の角度が大きくなるにつれて、前記Ｖ字型の面の角度を浅く形成したことを特
徴とする照明装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の照明装置において、
　前記リフレクタの反射面に、微小な凹凸を設けることを特徴とする照明装置。
【請求項９】
　請求項１～８の何れか１つに記載の照明装置において、
　前記リフレクタの光の射出面に、曲面または微小な凹凸を設ける、またはマイクロレン
ズアレイまたはプリズムアレイを設けることを特徴とする照明装置。
【請求項１０】
　請求項１～９の何れか１つに記載の照明装置において、
　前記複数のＬＥＤおよび前記リフレクタを取り囲むようにセードが設けられていること
を特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ光源を用いた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　シーリングライトやベース照明等の照明装置の光源として、環境への配慮や低消費電力
化のために、従来の蛍光灯や白熱電球に代えてＬＥＤが使用されつつある。ＬＥＤ光源は
、従来の蛍光灯や白熱電球と異なる配光分布を有しており、光源の正面に向かって最も光
度が高い。
【０００３】
　ＬＥＤ光源を用いた場合、光源の正面が明るく照射され、光源の配置方向が重要になる
。例えば、照明装置において、発光面は広い範囲で均一に発光することが好ましいが、光
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源の正面から離れた方向には光が届かず、暗くなる問題があった。それを解決するために
は、暗くなってしまう方向に向かって光源の配置方向を変更するなどの対策方法がある。
ただし、光源の方向は光源が配置された光源基板の配置方向を制約してしまう。光源基板
は、光源からの発熱を効率的に排熱する機能も兼ねていることが多く、光源基板は熱伝導
に比較的優れた筐体やシャーシ、放熱フィンなどの構造物に広い接触面積で配置されてい
ることが望ましい。このような事情を鑑みると、光源の配置方向を変更することは、光源
基板の方向を変更することになるため、放熱性を考慮した配置が困難になり、放熱不足に
よる照明装置の性能劣化や、放熱優先とした設計にした場合には、光源基板の配置に特化
した構造設計により、構造コストの上昇を引き起こす原因となりうる。放熱、製造コスト
を鑑みると、光源基板は、平面基板で実現されていることが望ましい。
【０００４】
　光源の配置方向に関する技術として、例えば、特許文献１に記載のものが知られている
。特許文献１には、長尺帯状の基板が略円環状に湾曲形成された光源基板と、前記光源基
板に配置された複数のＬＥＤ（発光ダイオード）素子と、前記光源基板に電気的接続され
、前記ＬＥＤ素子に給電する給電手段と、を備え、前記光源基板の下部または上部のいず
れか一方に、あるいは下部及び上部に、周方向に沿って矩形波状に複数の凸部が配列され
、前記凸部がそれぞれ径方向に向けて、湾曲または屈曲されることにより、前記凸部に特
定の方向を臨む基板面が形成され、前記特定の方向に臨む基板面に、前記ＬＥＤ素子が配
置されていることを特徴とする照明装置を開示している(要約参照）。
【０００５】
　前記構成であれば、基板面を特定の方向に臨む配置を実現する必要があるため、１枚の
平面基板では実現が困難であり、複数の基板に分割して配置するか、折り曲げられる基板
による実現方法が考えられるが、いずれも製造コストが高くなる傾向にある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１３－６５４２７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上記特許文献１に記載の発明は、光源基板を特定の方向を臨むように配置する必要があ
る。光源基板の配置方向に関して制限があるため、複数の基板に分割するか、もしくは比
較的高コストな材質の折り曲げられる基板を利用する必要があり、安価な照明装置の実現
が困難となる。
【０００８】
　一方、光線の方向を曲げる方法として反射を用いる方法も考えられる。ＬＥＤ光源を用
いた照明器具の場合は安全性の観点からＬＥＤ表面を覆うように透明部材のカバーが具備
されており、この透明部材を用いて反射器を構成するのが、追加の部品が不要で都合が良
い。透明部材を用いた反射器としては全反射を利用するのが理想的である。しかし全反射
は以下の臨界角で定義される角度より小さい角度で入射した場合には全反射は起こらず、
光線の大部分は部材から外にでてしまう。たとえば、図４のような放物面の形状をした透
明部材を考えるとその放物面の焦点からでた光は、臨界角以下の部分では漏れ光となって
しまう。これを解決するためには、図５に示すように、入射角度を臨界角度以上に保つ必
要があるため、高さが高くなり全体の形状が大きくなってしまうという課題があった。
【０００９】
　本発明は、上記従来技術の課題に鑑みて為されたものであり、ＬＥＤ光源の光を周辺部
或いは中心部に向けることのできる、安価で小型の照明装置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】
【００１０】
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　上記課題を解決するために、本発明は特許請求の範囲に記載の構成を採用する。
  本発明は上記課題を解決する手段を複数含んでいるが、本発明の照明装置の一例を挙げ
るならば、
複数のＬＥＤと光透過性部材からなるリフレクタとを備えた照明装置であって、ＬＥＤ基
板上の前記複数のＬＥＤと対向して、前記ＬＥＤから入射した光を略直角方向に反射させ
る前記リフレクタが配置され、前記リフレクタの外面は、２回の全反射により光を直角方
向に向けるように屋根型形状の溝が光射出方向に平行に形成されており、前記屋根型形状
の溝の存在範囲が、前記溝の稜線と前記ＬＥＤからの入射光線が臨界角以下である部分に
限定されており、前記リフレクタの反射面に、微小な凹凸を設けることを特徴とするもの
である。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明によれば、ＬＥＤ光源の光を周辺部或いは中心部に向けることのできる、安価で
小型の照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明に係る照明装置の構造を説明するための図。
【図２】本発明の照明装置の基本構造を説明するための図。
【図３】本発明の照明装置の透明部材からなるリフレクタの全体構造を説明するための図
。
【図４】放物面と臨界角を説明するための図。
【図５】等角螺旋反射面を説明するための図。
【図６】本発明の実施例を説明するための図。
【図７】本発明の実施例１の反射面の断面構造と光線状態を説明するための図。
【図８】本発明の実施例２の断面構造の変化を説明するための図。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態について、添付の図面を参照して説明する。なお、実施の形
態を説明するための各図において、同一の機能を有する要素には同一の名称、符号を付し
て、その繰り返しの説明を省略する。
【実施例１】
【００１４】
　図１は、本発明を適用した、シーリングライトの断面構造である。シーリングライトは
、器具シャーシ６上のＬＥＤ実装基板１２に実装されたＬＥＤ素子１１からの発光光を、
レンズ機能を持つ透明部材からなるリフレクタ４を通して拡散し、セード１４を内部から
照らすことにより、セード表面を一様な明るさに保持し、室内を照明するものである。本
発明はこの透明部材からなるリフレクタ(反射器）４の構造に特徴がある。
【００１５】
　図２は、図１のシーリングライトの本発明に関係のある部分を説明するために拡大した
ものである。多数配置されたＬＥＤ素子１１は、ＬＥＤ実装基板１２を介して電源１３に
電気的に接続され、発光する。本発明の実施例の場合は、配置された多数のＬＥＤ素子１
１のうち、特に最外周、あるいは最内周に配置されたＬＥＤからの光線を基板面の方向か
ら略直角方向に反射偏向する透明部材からなるリフレクタ４を配置する。リフレクタ４は
略放物面形状をした反射面２を持ち、入射面１より入射した光束は反射面２で全反射され
、方向を略90°変えて射出面７より射出する。
【００１６】
　図３に、この構造を照明装置の外周部に設定した場合の斜視図を示す。ＬＥＤ光源１１
からの光は、反射面２で全反射されて、周辺部方向に射出光線８として射出される。また
、図示していないが、この構造を照明装置の内周部に設定しても良い。この場合は、ＬＥ
Ｄ光源からの光は、反射面で全反射されて中心部方向に射出される。
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【００１７】
　図４に、反射面２の構造として放物面を用いた場合の反射の状態を示す。符号３は発光
点を表し、リフレクタ４の内部から表面に向かって進む光が表面に到達すると、スネルの
法則により屈折、反射が発生する。この際、以下の関係から定まる臨界角δcが存在する
。  
  sinδc=1/n
ここで、nは透明部材の屈折率である。透明部材としてたとえばポリカーボネート（n=1.5
9）を用いた場合には、  
  δc=38.97°
となる。この臨界角より面法線に近い角度で入射した光線は全反射を起こさず反射面２よ
り屈折射出する。他方、この臨界角より大きい角度で入射した光は反射面２で全反射を起
こし、入射光束の100％が反射される。このように全反射はきわめて効率の高い反射方式
であるが、臨界角という制限が発生するのが課題である。この例の場合には臨界角より小
さい入射光線の光束は反射することなく反射面から漏れ出してしまい、所望の方向に光束
を向けることはできない。
【００１８】
　図５は、このような臨界角より小さい入射角が存在しないように反射面２を構成した例
である。この面の形状は、光源３より出た光線の入射角度がつねに臨界角δｃより大きな
値を保つような面を連続的に結んだ曲面である。角度が一定の場合には等角螺旋という形
状となる。この面を用いた場合には、すべての光線の入射角が臨界角より大きくなるので
すべて全反射することになる。しかしこの面は図からわかるように高さがどうしても高く
なってしまい、隣接するＬＥＤからの光束を遮蔽しセード上に影になるという問題が生じ
る。
【００１９】
　図６で、本発明の全反射利用の反射器を反射面２に適用した場合の実施例を説明する。
本発明では反射面２の表面に稜を射出方向と平行とした略Ｖ形状の溝（屋根型形状の溝）
をつくり、これを全反射プリズムとして、このＶ字表面で光束を２回反射させることによ
り、光束を略直角方向へ反射させる。本発明では、略Ｖ形状の溝によりルーフトップ形状
のプリズムを形成する。
【００２０】
　図７に、反射面２の断面構造を示す。反射面に略Ｖ字型の尾根１０と谷９を持つような
Ｖ字型の面を持つ溝を多数配置する。このようなＶ字型の面とすることにより、入射光線
８は２回の反射で元の方向に折り返すことができる。この構造を用いれば、図６の紙面に
垂直方向から見た場合に、反射面２の角度が臨界角より小さくなる場合でも、反射を２回
に分解することにより、それぞれの反射時には入射角は臨界角以上となり全反射を達成す
ることができる。このＶ字型の面の表面は必ずしも平面である必要はなく、光源位置およ
び射出方向に応じて適当な曲面としたり、ある程度の拡散特性を付加するために小さな凹
凸を持つような面であってもよい。
【００２１】
　また、反射面２の表面全面にこのＶ溝を付加する必要はなく、光源からみてちょうど臨
界角となる点５より大きい角度になる面にはこの構造は付加しなくてもよい。
【実施例２】
【００２２】
　実施例２は、反射面２の位置に応じて溝形状を変化させたものである。
【００２３】
　図８は、上記の例の溝形状の変化を示すための図である。反射面２への入射角が小さい
場合には、臨界角となるためにＶ溝の角度は深く必要であるが、入射角が大きくなるにつ
れて、Ｖ溝表面での臨界角の条件が緩和されるため溝は浅く形成できる。深いＶ溝のまま
でも紙面に平行な光については、問題は起こらないが、実際には紙面と交わる方向の光線
も存在するために、Ｖ溝の面の角度は小さいほうが好ましく、その点でも紙面に平行な光
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に、臨界角になる点５より先ではＶ溝はなくても臨界角より大きい角度で入射するために
全反射となる。
【００２４】
　もちろん、Ｖ溝は全面につけてもよいし、臨界角となる点５より先までＶ溝が存在して
もよい。
【００２５】
　また、射出面７の表面は実施例では平面としているが、この面に光の方向を制御するた
めに曲面を用いてもよいし、散乱性を付加するために微小な凹凸を設けたり、マイクロレ
ンズアレイ、プリズムアレイを付加してもよい。
【００２６】
　以上のように本発明を適応すれば、効率的にＬＥＤからの光線を直角方向に曲げる光学
系を得ることができ、ＬＥＤの存在しない中央部や周辺部のセード表面を明るく照らす低
損失な光学系を構成することができる。
【００２７】
　なお、本発明は上記した実施例に限定されるものではなく、様々な変形例が含まれる。
たとえば、上記した実施例は本発明を分かりやすく説明するために詳細に説明したもので
あり、必ずしも説明した全ての構成を備えるものに限定されるものではない。また、ある
実施例の構成の一部を他の実施例の構成に置き換えることが可能であり、また、ある実施
例の構成に他の実施例の構成を加えることも可能である。また、各実施例の構成の一部に
ついて、他の構成の追加・削除・置換をすることが可能である。
【符号の説明】
【００２８】
１  入射面
２  反射面
３  発光点
４  リフレクタ(反射器）
５  臨界角位置
６  器具シャーシ
７  射出面
８  射出光線
９  反射面谷部分
１０  反射面山部分
１１  ＬＥＤ素子
１２  ＬＥＤ実装基板
１３  電源
１４  セード
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