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(57)【要約】
【課題】光源からの光を均一に照射する照明器具におい
て、光利用効率を低下することなく、照明器具全体から
均一に光を放射する。
【解決手段】照明器具１は、複数の光源２と、光源２か
らの光を導光する導光板３と、光源２及び導光板３を保
持する筐体４と、筐体４の中央部に設けられた器具取付
け部５と、を備える。導光板３は、器具取付け部５の外
方であって筺体４と対向すると共に光源２の前面側を覆
うように配置される。また、導光板３は、平面状の主導
光部６と、主導光部６の内周側に主導光部６と一体に形
成された副導光部７と、を有する。光源２から副導光部
７に入射した光は、筐体４の中央部方向に導光され、光
源２から主導光部６に入射した光は、導光板の外周方向
に導光され、かつその表面において散乱・放出される。
また、光源２から導光板３に入射した光を副導光部７か
ら直接、照射することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、前記光源からの光を導光する導光板と、前記光源及び導光板を保持する筐体と
、前記筐体の中央部に設けられた器具取付け部と、を備え、前記光源は前記器具取付け部
の周囲に配置され、前記導光板が前記器具取付け部の外方であって前記筺体と対向すると
共に前記光源の前面側を覆うように配置された照明器具であって、
　前記導光板は、前記光源からの光を該導光板の外周方向に導光しながら、かつその表面
において光を散乱させて出射する主導光部と、前記主導光部の内周側に該主導光部と一体
に形成され、前記光源からの光を前記筐体の中央部方向に導光して出射する副導光部と、
を有することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記導光板は、前記主導光部と前記副導光部との間に、該導光板に入射した前記光源か
らの光を前記主導光部に全反射する全反射面を有す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】
　前記副導光部は、前記主導光部側とは反対側に位置する内周端部が前記筐体の中央部に
近付く方向に延設されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記導光板は、前記全反射面に設けられて入射した光を全反射することなく透過して外
部に出射する透過面を有することを特徴とする請求項２に記載の照明器具。
【請求項５】
　前記副導光部は、前記筐体と鋭角を成して前記筐体の外周方向に傾斜するように形成さ
れると共に、前記内周端部側の光出射面が凸形状となるように形成され、前記主導光部側
の光出射面が凹形状となるように形成されていることを特徴とする請求項３に記載の照明
器具。
【請求項６】
　前記導光板は、前記主導光部の外周に該主導光部と一体に形成されて、入射した光を前
記筐体の外周方向に出射する側方導光部を有していることを特徴とする請求項１乃至請求
項５のいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７】
　前記側方導光部は、前記筐体と鋭角を成して前記筐体の内周方向に傾斜するように形成
されると共に、その外周端部側の光出射面が凹形状となるように形成され、前記主導光部
側の光出射面が凸形状となるように形成されていることを特徴とする請求項６に記載の照
明器具。
【請求項８】
　前記全反射面は、前記主導光部による導光方向に直交する断面形状が凹凸形状であり、
凸形状の幅及び高さが、前記主導光部による導光方向に向って漸次大きくなるように形成
されていることを特徴とする請求項２に記載の照明器具。
【請求項９】
　前記導光板から出射した光を拡散させる拡散透過部材をさらに備えることを特徴とする
請求項１乃至請求項８のいずれか一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、光源からの光を均一に照射する照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、光源として発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いたシーリングライト等の住宅用主照
明器具が用いられている。この種の照明器具を図６に示す。照明器具１０１は、光源とし
て複数のＬＥＤから成る照明モジュール（図示せず）と、この照明モジュールからの光を
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透過させる透光性カバー１０２と、これらを保持する筐体１０３と、筐体１０３の中央部
を被覆する不透光部材製のセンターカバー１０４と、を備える。センターカバー１０４内
の筐体１０３には、照明モジュールに給電するための給電部及び照明器具を天井に固定す
るための器具取付け部が設けられている。照明モジュールからの光は、透光性カバー１０
２の表面全体から光照射される。
【０００３】
　上述の図６に示されるような照明器具においては、照明器具１０１の中央部にセンター
カバー１０４が設けられているので、この中央部からは光が放射されない。そのため、照
明器具１０１の点灯時に、その中央部が暗くなり、光源として環状の蛍光灯を用いた従来
のシーリングライト等に比べて、見栄えが良くない。
【０００４】
　上記とは別に、光源の数を増やすことなく、発光面積の拡大を図るために、導光板と、
リフレクタとを用いて、複数の光源からの光を照明器具の中央部からも放射するようにし
た照明器具が知られている（例えば、特許文献１参照）。この照明器具においては、灯具
ハウジングの内側周辺部近傍に円周上に配置された複数の光源からの光の一部を導光板に
入れて照明器具の中央部側に導く。そして、この導光板から出射された光を、導光板の灯
具ハウジング側に設けられたリフレクタにより反射させて導光板の透過部を透過させて光
照射方向へ出射させるようにしている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４０６６７０２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１に示されるような照明器具において、導光板とリフレクタと
が光照射方向に互いに重なり合っており、導光板に入射した光源からの光の一部が導光板
とリフレクタとの間を往復するので、光利用効率が悪い。
【０００７】
　本発明は、上記課題を解決するためになされたものであり、光利用効率を低下すること
なく、光源からの光を照明器具全体から均一に放射することが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】
【０００８】
　本発明の照明器具は、光源と、前記光源からの光を導光する導光板と、前記光源及び導
光板を保持する筐体と、前記筐体の中央部に設けられた器具取付け部と、を備え、前記光
源は前記器具取付け部の周囲に配置され、前記導光板が前記器具取付け部の外方であって
前記筺体と対向すると共に前記光源の前面側を覆うように配置された照明器具であって、
前記導光板は、前記光源からの光を該導光板の外周方向に導光しながら、かつその表面に
おいて光を散乱させて出射する主導光部と、前記主導光部の内周側に該主導光部と一体に
形成され、前記光源からの光を前記筐体の中央部方向に導光して出射する副導光部と、を
有することを特徴とする。
【０００９】
　この照明器具において、前記導光板は、前記主導光部と前記副導光部との間に、該導光
板に入射した前記光源からの光を前記主導光部に全反射する全反射面を有することが好ま
しい。
【００１０】
　この照明器具において、前記副導光部は、前記主導光部側とは反対側に位置する内周端
部が前記筐体の中央部に近付く方向に延設されていることが好ましい。
【００１１】
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　この照明器具において、前記導光板は、前記全反射面に設けられて入射した光を全反射
することなく透過して外部に出射する透過面を有することが好ましい。
【００１２】
　この照明器具において、前記副導光部は、前記筐体と鋭角を成して前記筐体の外周方向
に傾斜するように形成されると共に、前記内周端部側の光出射面が凸形状となるように形
成され、前記主導光部側の光出射面が凹形状となるように形成されていることが好ましい
。
【００１３】
　この照明器具において、前記導光板は、前記主導光部の外周に該主導光部と一体に形成
されて、入射した光を前記筐体の外周方向に出射する側方導光部を有していることが好ま
しい。
【００１４】
　この照明器具において、前記側方導光部は、前記筐体と鋭角を成して前記筐体の内周方
向に傾斜するように形成されると共に、その外周端部側の光出射面が凹形状となるように
形成され、前記主導光部側の光出射面が凸形状となるように形成されていることが好まし
い。
【００１５】
　この照明器具において、前記全反射面は、前記主導光部による導光方向に直交する断面
形状が凹凸形状であり、凸形状の幅及び高さが、前記主導光部による導光方向に向って漸
次大きくなるように形成されていることが好ましい。
【００１６】
　この照明器具において、前記導光板から出射した光を拡散させる拡散透過部材をさらに
備えることが好ましい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る照明器具によれば、光源から導光板の副導光部に入射した光は、筐体の中
央部方向に出射され、光源から導光板の主導光部に入射した光は、導光板の外周方向に導
光されながら、かつその表面において散乱されて出射される。従って、光源からの光を照
明器具全体から均一に放射することができる。また、光源から導光板に入射した光を副導
光部から直接、照射することができるので、光利用効率の低下を防止することできる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】（ａ）は本発明の第１の実施形態に係る照明器具の上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ線側断面図、（ｃ）は参考例に係る同照明器具の副導光部の模式的拡大断面図、（ｄ
）は同照明器具の副導光部の模式的拡大断面図。
【図２】（ａ）は本発明の第２の実施形態に係る照明器具の上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ線側断面図。
【図３】（ａ）は本発明の第３の実施形態に係る照明器具の上面図、（ｂ）は（ａ）のＡ
－Ａ線側断面図。
【図４】（ａ）は本発明の第４の実施形態に係る照明器具の上面図、（ｂ）は同照明器具
のＡ－Ａ線断面図、（ｃ）は（ａ），（ｂ）のＡ１－Ａ１線断面図、（ｄ）は（ａ），（
ｂ）のＡ２－Ａ２線断面図。
【図５】本発明の第５の実施形態に係る照明器具の側断面図。
【図６】従来の照明器具の斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　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（ａ）～（ｃ）を参照し
て説明する。ここでは、本実施形態の照明器具１が、天井取付け型のシーリングライトを
例とする。照明器具１は、複数の光源２と、光源２からの光を導光する導光板３と、光源
２及び導光板３を保持する筐体４と、筐体４の中央部に設けられた器具取付け部５と、を
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備える。複数の光源２は、筐体４の前面側であって器具取付け部５の周囲に環状に配置さ
れ、導光板３は、器具取付け部５の外方であって筺体４と対向すると共に光源２の前面側
を覆うように配置されている。つまり、導光板３は、筐体４の中央部である器具取付け部
５を除いて筐体４に対向して設けられている。器具取付け部５は、天井に設置された給電
部（図示せず）に取り付けられ、照明器具１と給電部との電気的接続及び天井への固定が
なされる。照明器具１は給電部から電源が供給されると、光源２が発光して、光源２から
の光が導光板３に入射する。
【００２０】
　光源２は、本例では白色光を出射するＬＥＤモジュールが好適に用いられる。光源２の
数は特に限定されることなく、製造コスト又は所望の明るさ等に応じて、適宜選択される
。光源２に用いられるＬＥＤモジュールは、例えばＬＥＤチップが実装基板（図示せず）
上に実装され、ＬＥＤチップがその周囲を蛍光体等を含有する樹脂材料により覆われたも
のである。筐体４の内面には、給電用配線パターンを有する配線基板（図示せず）が設け
られており、この配線基板を介して光源２が導光板３と共に筐体４に保持されている。
【００２１】
　導光板３は、その外周端部３０が筐体４の外周縁に沿って位置し、その内周端部３１が
器具取り付け部５の外周縁に沿って位置している。また、導光板３は、外周端部３０と内
周端部３１の間が、照明器具１の前面側に突出して筺体４との間に空間が形成される形状
であって筐体４上に設けられている。また、導光板３は、平面状の主導光部６と、主導光
部６の内周側に主導光部６と一体に形成された副導光部７と、を有する。主導光部６は、
筐体４側に筐体４と対向する平面状の光入射面３ａを有し、筐体４と反対側である照明器
具１の前面側に平面状の光出射面３ｂを有する。ここで、光入射面３ａは光源２からの光
が入射する面であり、光出射面３ｂは導光板３内を導光された光を外部に出射する面であ
る。
【００２２】
　また、主導光部６の内周側には、主導光部６の光出射面３ｂと滑らかに連続するように
、主導光部６と副導光部７との間に、導光板３に入射した光源２からの光を主導光部６に
全反射する曲面状の全反射面３ｃが設けられている。図１（ｂ）において、この全反射面
３ｃは曲面状の領域Ｄで示される部分を示し、主導光部６の光出射面３ｂよりも照明器具
１の中央部側である器具取付け部５寄りの位置に形成されている。また、全反射面３ｃは
、筐体４に対して所定の角度だけ傾斜している。
【００２３】
　全反射面３ｃの傾斜は、光源２からの光が入射するときの入射角が臨界角以上になるよ
うに主導光部６の材料の屈折率、主導光部６と光源２との位置関係、及び主導光部６の光
入射面３ａにおける屈折等を考慮して設計される。このように設計された全反射面３ｃに
より、光源２から光入射面３ａに入射した光を効果的に導光板３の外周方向に導光するこ
とができる。上記のように構成された主導光部６は、光源２からの光を導光板３の外周方
向に導光しながら、かつその表面において光を散乱させて出射することができ、光源２か
らの光を照明器具１の中央部を除く部分から放射することができる。
【００２４】
　副導光部７は、主導光部６の内周側に全反射面３ｃを介して主導光部６と一体に形成さ
れており、主導光部６側とは反対側に位置する内周端部７ａ（内周端部３１）が筐体４の
中央部に近付く方向に延設されている。また、副導光部７は、筐体４と鋭角を成して筺体
４の外周方向に傾斜する形状であって、光源２の筺体４の中央部側であって器具取り付け
部５の外周に沿うように形成されている。また、副導光部７の筺体４に対向する面が光入
射面３ａとされ、前面側である筐体４と反対側が光出射面３ｂとされる。副導光部７の光
入射面３ａと主導光部７の光入射面３ａとは互いに滑らかに連続しており、副導光部７の
光出射面３ｂと全反射面３ｃとも互いに滑らかに連続している。副導光部７の上記の形状
により、副導光部７は光源２からの光を好適に入射及び屈折させて筐体４の中央部方向へ
透過させることができる。こうすれば、光源２からの光を筐体４の中央部に集め易くなり
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、照明器具１の中央部からより多くの光を放射することができる。
【００２５】
　例えば、副導光部７の内周端部７ａが導光板３の内側から外側に鋭角に折れ曲がるよう
に延設されている場合（図１（ｃ）参照）、光源２から副導光部７に入射した光は、光入
射面３ａで反射又は光出射面３ｂで全反射し易く、副導光部７を透過し難い。従って、こ
の場合、光源２からの光を照明器具１の中央部から効率的に放射することができない。こ
れに対して、本実施形態では、副導光部７の内周端部７ａが緩やかに屈曲しながら筐体４
の中央部に近付く方向に延設されている（図１（ｄ）参照）。この構成によれば、光源２
からの光は、副導光部７の光入射面３ａ及び光出射面３ｂを透過し易く、光源２からの光
を照明器具１の中央部から効率的に放射することができる。
【００２６】
　筐体４は、照明器具１の光源２や導光板３等を支持する部材であって、その内面が高反
射性を有するように構成されている。筐体４の材料として、例えばアルミニウム等の金属
材料が好適に用いられる。また、筐体４として、例えば、ポリエチレンテレフタレート（
ＰＥＴ）樹脂を所定形状に加工した部材を用い、筐体４の内面に鏡面仕上げ又は白色塗料
の塗布等により反射性を持たせたものを用いてもよい。この場合、光源２が発する熱によ
り照明器具１の内部が高温に曝されることがあるので、耐熱性及び耐久性に優れた材料が
用いられる。筐体４の形状は、環状に限られず、種々の形状とすることができ、その形状
によって、照明器具１の外形が確定される。なお、照明器具１の筐体４と天井との間には
、これらの間隔を保持し、照明器具１の天井への固定を安定させるための保持部材（図示
せず）が配設されてもよい。この保持部材は、器具取付け部５を囲うように配置され、照
明器具１の施工時に予め天井にネジ等により固定される、又は筐体４の外面に固定若しく
は一体化される。
【００２７】
　器具取付け部５は、例えば、所定の厚みを有する円筒形状に形成されており、筐体４の
中央部に配置され、器具外側へ突出したフック状の端子（図示せず）を備える。その端子
が給電部に形成された端子受け部（図示せず）に電気的に接続されることにより、光源２
を発光させるための回路へ電源の供給を可能とすると共に、照明器具１の天井への固定を
実現する。これにより、照明器具１は施工を簡易とすることができる。
【００２８】
　本実施形態の照明器具１において、光源２からの光は照明器具１の中央部近傍から放射
状に出射し、導光板３の光入射面３ａ又は筐体４の内面に入射する。主導光部６の筐体４
の中央部寄りの光入射面３ａに入射した光は、全反射面３ｃに入射し、導光板３の外周方
向に全反射されて主導光部６の光入射面３ａ又は光出射面３ｂに入射する。このとき、光
入射面３ａ又は光出射面３ｂにおける光の入射角が臨界角以上である場合、その光は再び
全反射されて主導光部６内を導波する。また、その光の入射角が臨界角よりも小さい場合
、その光は光入射面３ａ又は光出射面３ｂから外部へ出射する。
【００２９】
　光出射面３ｂは、その表面に例えば粗面化処理が施され、主導光部６内を導光される光
の全反射を抑制して、その表面から光を拡散させて導光板３の外部へ出射する。そのため
、主導光部６の光出射面３ｂに入射した光の一部は、外部へ出射されて照明器具１の前面
方向に照射され、均一に散乱される。主導光部６内を通って光入射面３ａから外部へ出射
した光は、筐体４の内面で反射され、再び光入射面３ａから導光板３に入射し、導光板３
内に導光され、光出射面３ｂから出射する。また、主導光部６の筐体４側の光入射面３ａ
に入射した光は、光入射面３ａから導光板３に入射し、導光板３内に導光され、光出射面
３ｂから出射する。光源２から筐体４の内面に直接入射した光は、その内面で反射され、
光入射面３ａから導光板３に入射し、導光板３内に導光され、光出射面３ｂから出射する
。
【００３０】
　副導光部７の光入射面３ａに入射した光は、副導光部７の光出射面３ｂから照明器具１
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の中央部方向へ照射される。このとき、その光出射面３ｂにおいて、光は全反射すること
なく屈折透過する。
【００３１】
　本実施形態の照明器具１によれば、光源２から副導光部７の光入射面３ａへ入射した光
は、筐体４の中央部方向に出射されるので、光源２からの光を照明器具１の中央部から放
射することができる。また、光源２から主導光部６の筐体４の中央部寄りの光入射面３ａ
に入射した光は、全反射面３ｃで全反射されて導光板３の外周方向に導光され、主導光部
６の光出射面３ｂにおいて拡散・放出されるので、光源２からの光を照明器具１の中央部
を除く前面側に放射することができる。従って、光源２からの光を照明器具１全体から均
一に放射することができる。また、本実施形態によれば、光源２から導光板３に入射した
光を副導光部から直接、光照射方向へ照射することができるので、光利用効率の低下を防
止することできる。
【００３２】
　次に、本発明の第２の実施形態に係る照明器具について、図２（ａ），（ｂ）を参照し
て説明する。本実施形態に係る照明器具１においては、導光板３は、全反射面３ｃに設け
られて入射した光を全反射することなく透過して外部に出射する透過面８を有する。透過
面８は、全反射面３ｃに筐体４と平行な平面が階段状に形成されたものである。また、本
実施形態では、副導光部７の光入射面３ａが凸形状に形成され、副導光部７の光出射面３
ｂが凸形状に形成されている。副導光部７の光入射面３ａと主導光部７の光入射面３ａと
は屈曲して連続しており、また副導光部７の光出射面３ｂと全反射面３ｃとも屈曲して連
続している。さらに、主導光部６の光出射面３ｂと全反射面３ｃもまた、屈曲して連続し
ている。他の構成は上記実施形態と同様である。
【００３３】
　本実施形態の照明器具１において、主導光部６の筐体４の中央部寄りの光入射面３ａに
入射した光は、全反射面３ｃ及び透過面８に入射する。透過面８に入射した光は、全反射
されることなく透過面８を透過して、上記実施形態の全反射面３ｃにおいては光を照射す
ることができない領域Ｒに照射される。全反射面３ｃに入射した光は、上記実施形態と同
様に、導光板３の外周方向に全反射される。副導光部７の光入射面３ａに入射した光は、
上記実施形態と同様に、副導光部７の光出射面３ｂから照明器具１の中央部方向へ照射さ
れる。
【００３４】
　本実施形態の照明器具１によれば、全反射面３ｃの一部に形成された透過面８を透過し
た光を上記の領域Ｒに照射することができるので、照明器具１の発光面のムラを抑制して
、光源２からの光を照明器具１全体からより均一に放射することができる。
【００３５】
　次に、本発明の第３の実施形態に係る照明器具について、図３（ａ），（ｂ）を参照し
て説明する。本実施形態に係る照明器具１においては、導光板３は、主導光部６の外周に
この主導光部６と一体に形成されて、入射した光を筐体４の外周方向に出射する側方導光
部９を有する。この側方導光部９は、筐体４と鋭角を成して筐体４の内周方向に傾斜する
ように形成されると共に、その外周端部９ａ（外周端部３０）側の光出射面３１ｂが凹形
状となるように形成され、主導光部６側の光出射面３２ｂが凸形状となるように形成され
ている。この側方導光部９に沿って、複数の光源２が配置されている。また、副導光部７
は、筐体４と鋭角を成して筐体４の外周方向に傾斜するように形成されると共に、内周端
部７ａ（内周端部３１）側の光出射面３３ｂが凸形状となるように形成され、主導光部６
側の光出射面３４ｂが凹形状となるように形成されている。さらに、導光板３及び筐体４
が角形に形成されている。他の構成は上記実施形態と同様である。
【００３６】
　本実施形態の照明器具１において、副導光部７近傍に配置された光源２から副導光部７
に入射した光は、照明器具１の中央部から前面側に照射される。また、側方導光部９近傍
に配置された光源２から側方導光部９に入射した光は、側方導光板９を透過して導光板３
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の外周方向に照射される。副導光部７近傍に配置された光源２及び側方導光部９近傍に配
置された光源２から主導光部６の光入射面３ａに入射した光は、上記実施形態と同様に、
光出射面３ｂから照明器具１の光照射方向へ散乱されて出射する。
【００３７】
　本実施形態の照明器具１によれば、光源２から側方導光部９に入射した光が導光板３の
外周方向に照射されるので、光源２からの光が広範囲に配光されて、照明器具１が設置さ
れた空間の明るさ感を向上させることができる。
【００３８】
　また、副導光部７の光出射面３ｂが上述のように構成されているので、光源２からの光
を副導光部７の光出射面３ｂで照明器具１の中央部方向に屈折させることができる。従っ
て、光源２からの光を効率的に照明器具１の中央部から放射することができる。
【００３９】
　また、側方導光部９の光出射面３ｂが上述のように構成されているので、光源２からの
光を側方導光部９の光出射面３ｂで導光板３の外周方向に屈折させることができる。従っ
て、光源２からの光を効率的に導光板３の外周方向に照射することができ、照明器具１が
設置された空間の明るさ感を更に向上させることができる。
【００４０】
　次に、本発明の第４の実施形態に係る照明器具について、図４（ａ）乃至（ｄ）を参照
して説明する。本実施形態に係る照明器具１においては、導光板３の全反射面３ｃが、主
導光部６による導光方向に直交する断面形状が凹凸形状に形成されている。図４（ｃ），
（ｄ）に示されるように、この凹凸形状の断面は、前面側に突出した凸形状の部分（以下
、凸状部３ｄ）と、平坦であって凸状部３ｄに対して凹形状である部分（以下、凹状部３
ｅ）と、から成る。凸状部３ｄは、光源２の各々に対応するように光源２上にそれぞれ形
成されている。また、凸状部３ｄは、主導光部６による導光方向に向って漸次大きくなる
。すなわち、図４（ａ），（ｂ）のＡ１－Ａ１線断面である図４（ｃ）、及び図４（ａ）
，（ｂ）のＡ２－Ａ２線断面である図４（ｄ）に示すように、凸状部３ｄの幅Ｗ及び凹状
部３ｅの表面に対する凸状部３ｄの高さＨが、主導光部６による導光方向に向って漸次大
きくなる。本実施形態の全反射面３ｃと、主導光部６の光出射面３ｂとは、互いに滑らか
に連続しており、本実施形態の全反射面３ｃと副導光部７の光出射面３ｂとは、互いに屈
曲して連続している。光源２と光源２との間の領域に対応した、凸形状が形成されていな
い全反射面３ｃは、凸形状に形成された全反射面３ｃよりも筐体４に対して緩やかに傾斜
した面となっている。他の構成は上記実施形態と同様である。
【００４１】
　主導光部６による導光方向に直交する断面形状が筐体４に対して水平な形状である場合
、光源２からの光は、光源２の直上を除き、全反射面３ｃに対して垂直に入射しない。こ
の場合、全反射面３ｃで全反射される光が、導光板３の外周方向と照明器具１の光照射方
向とに直交する方向（以下、第３軸方向という）へ逸れてしまい、導光板３の外周方向へ
の光量が少なくなる。これに対して、本実施形態では、光源２からの光が全反射面３ｃに
対して垂直に入射するように全反射面３ｃが構成されている（図４（ｂ）参照）。従って
、全反射面３ｃに入射した光を、導光板３の外周方向へ全反射させることができ、効果的
に導光板３へ光を導光することができる。
【００４２】
　本実施形態の照明器具１によれば、光源２から第３軸方向へ出射した光が、全反射面３
ｃで導光板３の外周方向に全反射するので、導光板３の外周方向に照射される光量を増や
すことができる。従って、光源２からのより多くの光が主導光部７の光出射面３ｂから拡
散されて出射し、光源２からの光を照明器具１全体からより均一に放射することができる
。
【００４３】
　次に、本発明の第５の実施形態に係る照明器具について、図５を参照して説明する。本
実施形態に係る照明器具１は、導光板３から出射した光を拡散させる拡散透過板１０をさ
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けられている。拡散透過板１０の端部が筐体４に接続され、拡散透過板１０が筐体４に保
持されている。
【００４４】
　拡散透過板１０は、例えば碗状又はドーム状等に形成された汎用のシーリング部材であ
り、導光板３の前面側を覆うように、筐体４の外周縁に取り付けられる（図示せず）。拡
散透過板１０として、例えばポリカーボネート又はアクリル等の透光性を有する樹脂材料
を碗形状に成形し、その表面に微細な凹凸を形成したもの又は樹脂材料中に拡散粒子等を
含有させたものを用いることができる。この場合、筐体４と同様に、光源２が発する熱に
より照明器具１の内部が高温に曝されることがあるので、耐熱性及び耐久性に優れた材料
が用いられる。他の構成は上記実施形態と同様である。
【００４５】
　本実施形態の照明器具１において、光源２からの光が導光板３の光入射面３ａに入射し
て、上記実施形態と同様に、導光板３の光出射面３ｂから散乱される。そして、その散乱
された光は、拡散透過板１０へ照射され、照明器具１の外部へ均一に拡散される。
【００４６】
　本実施形態の照明器具１によれば、拡散透過板１０が導光板３から出射した光を均一に
再度拡散させるので、光源２からの光を照明器具１全体からより均一に放射することがで
き、照明器具１の見栄えを良くすることができる。
【００４７】
　本発明は上記実施形態の構成に限られず、発明の趣旨を変更しない範囲で種々の変更が
可能である。例えば、筐体４の内面に反射性を持たせるために、その内面に高反射性シー
トを設けてもよい。また、漏れ光をなくすために、全反射面３ｃに銀蒸着や多層膜処理を
施してもよい。
【符号の説明】
【００４８】
　１　照明器具
　２　光源
　３　導光板
　３０　外周端部
　３１　内周端部
　３１ｂ　外周端部側の光出射面
　３２ｂ，３４ｂ　主導光部側の光出射面
　３３ｂ　内周端部側の光出射面
　３ｂ　光出射面
　３ｃ　全反射面
　３ｄ　凸状部（凸形状）
　４　筐体
　５　器具取付け部
　６　主導光部
　７　副導光部
　７ａ　内周端部
　８　透過面
　９　側方導光部
　９ａ　外周端部
　１０　拡散透過板
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