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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置であって、
・当該照明装置は光源（１）を有しており、当該光源は発散電磁放射線（６）を光導体（
２）内に入力するのに適しており、
・前記電磁放射線（６）は光導体（２）内で全反射に基づいて案内され、
・前記光導体（２）は、前記電磁放射線（６）の主放射方向（１７）を変えるのに適して
おり、
・前記光導体（２）は一体的に構成されており、
・前記光導体（２）は放射線入射面（１４）を有しており、
・当該放射線入射面（１４）は、主放射方向（１７）において前記光源（１）の後方に配
置されており、
・当該放射線入射面（１４）は少なくとも部分的に、前記光導体（２）から凸状に湾曲さ
れており、前記電磁放射線（１６）の一部は、前記放射線入射面（１４）の構造によって
、前記光導体（２）内に入射しない、
ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光導体（２）は第１の部分（３）を有しており、当該第１の部分は、該第１の部分
を通る電磁放射線（６）の発散量を低減させるのに適している、請求項１記載の照明装置
。
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【請求項３】
　前記第１の部分（３）は少なくとも１つの平らな側面（７）を有している、請求項２記
載の照明装置。
【請求項４】
　前記第１の部分（３）は少なくとも１つの湾曲された側面（７）を有している、請求項
２記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１の部分（３）は少なくとも部分的に以下の光学素子のうちの１つの光学素子の
様式に従って構成されている：すなわち、ＣＰＣ、ＣＨＣ、ＣＥＣ、円錐断端形状光学系
、ピラミッド断端形状光学系のうちの１つの様式に従って構成されている、請求項２から
４までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第１の部分（３）は、前記電磁放射線（６）を、前記光導体（２）の第２の部分（
４）へ案内する、請求項２から５までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項７】
　前記光導体（２）は第２の部分（４）を有しており、当該第２の部分は前記電磁放射線
の主放射方向（１７）を変えるのに適している、請求項２から６までのいずれか１項記載
の照明装置。
【請求項８】
　前記第２の部分（４）は偏向面（８）を有しており、当該偏向面は、光導体（２）内で
前記電磁放射線（６）の少なくとも一部を反射するのに適している、請求項６または７記
載の照明装置。
【請求項９】
　前記第１の部分（３）から到来する電磁放射線（６）の大部分は偏向面（８）に入射す
る、請求項８記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記偏向面（８）は前記第１の部分（３）の長手軸（１５）と交差する、請求項８また
は９記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記偏向面（８）は平らに構成されている、請求項８から１０までのいずれか１項記載
の照明装置。
【請求項１２】
　前記偏向面（８）は湾曲を有している、請求項８から１０までのいずれか１項記載の照
明装置。
【請求項１３】
　前記偏向面（８）は少なくとも部分的に、前記光導体（２）から凸状に湾曲されている
、請求項１２記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記偏向面（８）は少なくとも部分的に、以下の湾曲のうちの１つを有している：すな
わち、放物線状、楕円状、球面状、非球面状の湾曲のうちの１つを有している、請求項１
２または１３記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記光導体（２）の偏向面（８）は２つの部分から構成されている、請求項８から１４
までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記偏向面（８）は第１の平らな部分（８ａ）をおよび第２の平らな部分（８ｂ）を有
しており、
　前記第１の部分は光導体（２）の第１の部分（３）の長手軸（１５）と第１の角度（Φ

ａ）を成し、前記第２の部分は光導体（２）の第１の部分（３）の長手軸（１５）と第２
の角度（Φｂ）を成し、前記第１の角度は前記第２の角度よりも大きい、請求項１５記載
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の照明装置。
【請求項１７】
　前記第２の部分（４）は、前記主放射方向（１７）を所定の角度だけ変えるのに適して
いる、請求項６から１６までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記第２の部分（４）は、前記主放射方向（１７）を９０°回転させるのに適している
、請求項１７記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記第２の部分（４）は、前記電磁放射線（６）を、前記光導体（２）の第３の部分（
５）へ案内する、請求項６から１８までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項２０】
　前記光導体（２）は第３の部分（５）を有しており、当該第３の部分は前記電磁放射線
（６）を光導体（２）の放射線出射面（１２）に導くのに適している、請求項６または７
記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記第３の部分（５）は、当該第３の部分を通る放射線（６）の発散量を低減させるの
に適している、請求項１９または２０記載の照明装置。
【請求項２２】
　前記第３の部分（５）は少なくとも１つの平らな側面（１１）を有している、請求項１
９から２１までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項２３】
　前記第３の部分（５）は少なくとも１つの湾曲された側面（１１）を有している、請求
項１９から２２までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項２４】
　前記第３の部分（５）は少なくとも部分的に以下の光学素子のうちの１つの光学素子の
様式に従って構成されている：すなわち、ＣＰＣ、ＣＥＣ、ＣＨＣ、円錐断端形状光学系
、ピラミッド断端形状光学系のうちの１つの光学素子の様式に従って構成されている、請
求項１９から２３までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項２５】
　前記光導体（２）は放射線出射面（１２）を有しており、当該放射線出射面を通って、
光導体（２）内に入力された放射線（６）の一部が光導体（２）を離れる、請求項１から
２４までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項２６】
　前記光導体（２）内に入力された放射線（６）の大部分は、光導体（２）を前記放射線
出射面（１２）を通って離れる、請求項２０または２５記載の照明装置。
【請求項２７】
　前記光導体（２）の放射線出射面（１２）は平らに構成されている、請求項２０、２５
または２６記載の照明装置。
【請求項２８】
　前記放射線出射面（１２）は少なくとも部分的に、以下の湾曲のうちの１つを有してい
る：すなわち、球面状、楕円状、非球面状の湾曲のうちの１つを有している、請求項２０
、２５または２６記載の照明装置。
【請求項２９】
　前記放射線出射面（１２）は拡散して光を散乱させるように構成されている、請求項２
０または２５から２８までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項３０】
　前記放射線出射面（１２）は粗面化されている、請求項２０または２５から２９までの
いずれか１項記載の照明装置。
【請求項３１】
　前記光導体（２）は中実体として構成されている、請求項１から３０までのいずれか１
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項記載の照明装置。
【請求項３２】
　前記光導体（２）は空洞無く構成されている、請求項１から３１までのいずれか１項記
載の照明装置。
【請求項３３】
　前記光導体（２）は透明な材料から構成されている、請求項１から３２までのいずれか
１項記載の照明装置。
【請求項３４】
　前記光導体（２）を構成する材料は少なくとも１．３の屈折率を有している、請求項１
から３３までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項３５】
　前記光導体（２）は以下の材料のうちの１つを含有している：すなわち、ＰＭＭＡ、ポ
リカーボネート、ＰＭＭＩ、ＣＯＣ、ガラスのうちの１つを含有する、請求項１から３４
までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項３６】
　前記放射線入射面（１４）は、当該放射線入射面を通る放射線（６）を屈折させるのに
適している、請求項１から３５までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項３７】
　前記放射線入射面（１４）は、当該放射線入射面を通る放射線（６）を、前記光導体（
２）の第１の部分（３）の長手軸（１５）の方へ屈折させるのに適している、請求項１か
ら３６までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項３８】
　前記放射線入射面（１４）は、当該放射線入射面を通る放射線（６）の発散量を低減さ
せるのに適している、請求項１から３７までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項３９】
　前記放射線入射面（１４）は以下の湾曲のうちの１つを有している：すなわち、球面状
、楕円状、非球面状の湾曲のうちの１つを有している、請求項１から３８までのいずれか
１項記載の照明装置。
【請求項４０】
　前記光源（１）は少なくとも１つの発光ダイオードチップを含んでいる、請求項１から
３９までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項４１】
　前記電磁放射線（６）は、前記放射線入射面（１４）を通過する際に偏向され、前記偏
向面（８）に入射する放射線（６）の大部分が全反射するための条件が満たされる、請求
項８記載の照明装置。
【請求項４２】
　前記放射線入射面（１４）は、中央領域（１８）と縁部領域（１９）とに分けられてお
り、
・前記放射線入射面（１４）は中央領域（１８）において凸状に前記光導体（２）から湾
曲されており、
・前記中央領域（１８）は前記縁部領域（１９）によって取り囲まれており、前記縁部領
域（１９）は、断面図において鋸歯形状のリフレクタリングとして構成されている、請求
項１から４１までのいずれか１項記載の照明装置。
【請求項４３】
　前記縁部領域（１９）に入射する放射線は、前記縁部領域（１９）の内面（１９ａ）で
屈折され、前記縁部領域（１９）の外面（１９ｂ）で全反射される、請求項４２記載の照
明装置。
【請求項４４】
　前記発光ダイオードチップは薄膜構造の発光ダイオードチップであり、当該発光ダイオ
ードチップは、ランベルト放射特性を有している、請求項４０記載の照明装置。
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【請求項４５】
　請求項１から４４までのいずれか１項に記載された照明装置を有する表面発光システム
であって、
　当該照明システムは電磁放射線を平面状の光導体（２０）内に放射する、
ことを特徴とする表面発光システム。
【請求項４６】
　ディスプレイ、殊にＬＣＤディスプレイのバックライトのための、請求項１から４４ま
でのいずれか１項に記載された照明装置の使用方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　照明装置を提示する。
【０００２】
　本発明の課題は、非常に低コストに製造可能な照明装置を提供することである。
【０００３】
　少なくとも１つの実施形態では、この照明装置は電磁放射線を生成するのに適した光源
を有している。すなわち、作動時にこの光源は電磁放射線を放出する。有利には光源は、
発散電磁放射線、例えば発散可視光を生成するのに適している。有利には光源は、発散白
色光を生成するのに適している。
【０００４】
　発散電磁放射線とはここでは、角度分布を有するビーム束のことである。すなわち、こ
のビーム束の放射は、零より大きい角度を相互に含んでいる。
【０００５】
　光源は有利には、生成された発散放射線の少なくとも一部を光導体内に入力するのに適
している。このために、光源は例えば光導体外に配置可能であり、これによって、光導体
の放射線入射面が光源の後に配置される。しかし、次のことも可能である。すなわち、光
源または光源の一部を光導体内に配置し、これによって、電磁放射線を直接的に光導体内
で放出することも可能である。
【０００６】
　ここでは光導体とは、電磁放射線をある箇所から別の箇所へ導くのに適した光学素子の
ことである。殊に光導体は、放射線を生成する光学素子ではなく、受動的な光学素子であ
る。ここで電磁放射線の案内は有利には、光導体を制限する側面での反射によって行われ
る。
【０００７】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体内での電磁放射線の案内は、光導体
を制限する側面での全反射に基づいて行われる。特に有利には、電磁放射線の案内は、全
反射にのみ基づいて行われる。すなわち、光導体の側面に入射する電磁放射線が全反射の
条件を満たしていない場合には、放射線は光導体から、光導体を取り囲んでいる光学的に
より希薄な媒体へ放出する。
【０００８】
　照明装置の少なくとも１つの実施例では、光導体は、電磁放射線の主放射方向を変える
のに適している。主放射方向とはここでは、放射線の優先方向のことである。例えばこの
ような優先方向は、光導体の長手軸に対して、または光導体の一部分の長手軸に対して平
行に延在している。ここで主放射方向が、光源の放射線出射面に対して垂直に延在してい
てよい。すなわち、主放射方向は、光源の光軸に沿って延在している。
【０００９】
　光導体は、例えば反射によって、主放射方向を変えるのに適している。すなわち、光導
体内の電磁放射線の大部分の方向は反射によって、有利には全反射によって変えられる。
有利には光導体は、主放射方向を所定のように変えるのに適している。すなわち、主放射
方向は、光導体の通過時に、特定の、予め定められた角度値だけ変えられる。
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【００１０】
　少なくとも１つの実施形態では、光導体は一体的に構成されている。すなわち、光導体
は複数の部分から構成されるのではなく、１つの部分から形成される。光導体はこのため
に例えば、射出成型方法によって製造される。
【００１１】
　少なくとも１つの実施形態では、次のような照明装置が提供される。すなわち、発散放
射線を光導体内に入力するのに適している光源を有している照明装置が提供される。光導
体内では、全反射に基づいて放射線のガイドが行われる。光導体は、放射線の主放射方向
を変えるのに適している。さらに光導体は一体的に構成されている。すなわち、光源が発
散放射線を一体的な光導体内に入力し、この光導体内での放射線の案内を有利には全反射
によってのみ行う照明装置が提供される。
【００１２】
　照明装置はここで殊に、次のような着想を利用する。すなわち、光導体内での電磁放射
線の案内が全反射に基づいてのみ行われる光導体において、光導体の表面の部分のコスト
のかかる、ひいては高価な反射層を省くことができるという着想を利用する。さらに、光
導体の一体的な製造は特に低コストな製造方法（例えば光導体の射出成型）を可能にする
。光導体を、発散電磁放射線の案内に合わせることによって、特に低コストな光源（例え
ば発光ダイオード）を使用することが可能になる。しかも放出される光の発散両を低減さ
せるための特別な光学系を必要としない。
【００１３】
　少なくとも１つの実施形態では、光導体は第１の部分を有しており、ここでこの第１の
部分は、第１の部分を通る電磁放射線の発散量を低減させるのに適している。例えば、光
導体のこの第１の部分は、放射線入射面または光源の直後に配置されている。第１の部分
は有利には、放射線の主放射方向を顕著に変えることなく、第１の部分を通る電磁放射線
の発散量を低減させるのに適している。発散量の低減は例えば、光導体側面での反射によ
って行われる。ここでこの側面は光導体の第１の部分を制限する。すなわち、光導体の第
１の部分は有利には次のような側面を有している。すなわち、有利には全反射による電磁
放射線の反射に適している側面を有している。全反射の条件を満たしていない高い発散性
の放射線（例えば発散ビーム束の縁部領域における放射線）は、側面を通って光導体から
離れる。このようにして、光導体内に残っている放射線の発散量は効果的に低減される。
【００１４】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体は、第１の部分において少なくとも
１つの平らな側面を有している。すなわち、平らな側面は巨視的な湾曲を有していない。
側面は例えば、光導体の第１の部分の長手軸に対して平行に延在する。光導体の第１の部
分は例えば、平行六面体の形状を有する。これは光導体の平らな側壁によって制限される
。しかし、側面が長手軸と角度を成してもよい。有利にはこの場合には光導体は、光源の
方向において先細りしている。この場合には第１の部分は、例えばピラミッド断端形状を
有している。
【００１５】
　少なくとも１の実施形態では、光導体の第１の部分は少なくとも１つの、湾曲された側
面を有している。この第１の部分は例えば、円錐断端形状として構成され得る。しかし側
面が１つの部分において（例えば光導体の第１の部分の長手軸の方向において）湾曲を有
していてもよい。光導体はこのような場合には第１の部分において少なくとも部分的に、
以下に挙げる光学素子の少なくとも１つの光学素子の様式に従って実現され得る：すなわ
ち、複合放物面集光器（Compound parabolic concentrator、CPC）、複合楕円面集光器（
Compound elliptic concentrator、CEC）、複合双曲線集光器（Compound hyperbolic con
centrator、CHC）である。有利には、ここで第１の部分は光源の方向において先細りして
いる。従って電磁放射線の発散量は、光導体の通過時に、光導体の側面での全反射に基づ
いて低減される。
【００１６】
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　少なくとも１つの実施形態では、光導体の第１の部分は、光導体の第２の部分内に電磁
放射線を導く。有利には、光導体の第２の部分は直接的に、主放射方向において第１の部
分に接する。光導体の第１の部分および第２の部分は有利には一体的に構成される。
【００１７】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体はこれに加えて第２の部分を有する
。ここでこの第２の部分は、光導体内で電磁放射線の主放射方向を変えるのに適している
。すなわち、第２の部分は次のように構成されている。すなわち、第２の部分が、光導体
内で電磁放射線の少なくとも一部分を偏向するのに適するように構成されている。有利に
は方向を変えるのは、第２の部分を制限している光導体側面での電磁放射線の反射、特に
有利には全反射によって行われる。
【００１８】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体は、第２の部分において偏向面を有
している。有利には偏向面は、光導体内で電磁放射線（例えば第１の部分から到来する電
磁放射線）の少なくとも一部を反射するのに適している。偏向面は有利には、第２の部分
において光導体を制限する少なくとも１つの光導体側面によって形成される。有利には偏
向面での反射は全反射によって行われる。すなわち、有利には偏向面の反射層を省くこと
ができる。
【００１９】
　偏向面に入射し、かつ全反射の条件を満たしていない電磁放射線の一部は、偏向面で、
光導体から、光学的により希薄な媒体（例えば光導体を取り囲んでいる空気）へ出射する
。有利には、電磁放射線の大部分は光導体内で、光導体通過時に偏向面に入射する。
【００２０】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、偏向面は光導体の第１の部分の長手軸と交
差する。有利には偏向面は光導体の第１の部分の幅全体にわたって延在する。特に有利に
は、偏向面は長手軸と少なくとも９０°の角度を成す。
【００２１】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、偏向面は平らに構成されている。すなわち
、偏向面は巨視的な湾曲を有していない。
【００２２】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体の偏向面は２つの部分から構成され
ている。このような実施形態では偏向面は平らに構成され得る。有利には偏向面の第１の
部分は、光導体の第１の部分の長手軸と第１の角度を成す。有利には偏向面の第２の部分
は、光導体の第１の部分の長手軸と第２の角度を成す。有利には偏向面はまさにこのよう
な２つの部分を含む。ここで偏向面の第１の部分は光導体の第１の部分の側面から第１の
部分の長手軸へ延在し、偏向面の第２の部分は光導体の第１の部分の長手軸から光導体の
第３の部分の側面へ延在する。有利には第１の角度は１５０°と１７０°の間であり、有
利には約１６０°である。第２の角度は有利には９０°と１１０°の間であり、有利には
約１００°である。
【００２３】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、偏向面は湾曲を有している。すなわち、偏
向面は少なくとも部分的に光導体内に凹状に湾曲されているか、または光導体から凸状に
湾曲している。このような場合には殊に、偏向面は自身の延在部全体にわたって、凸状ま
たは凹状の湾曲を有することが可能である。
【００２４】
　例えば、偏向面は少なくとも部分的に、以下に挙げる湾曲の少なくとも１つを有してい
る：：すなわち放物線状湾曲、楕円状湾曲、球面状湾曲、非球面状湾曲のうちの少なくと
も１つである。すなわち、偏向面は一部で少なくとも部分的に、放物線、楕円、円または
非球面の形状に湾曲されている。湾曲はこの場合には光導体から凸状であるか、また光導
体内に凹状である。さらに次のことが可能である。すなわち偏向面が少なくとも部分的に
、放物線、楕円、球および／または回転非球面の形状で湾曲されることが可能である。さ
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らに、偏向面は自由形状面によって与えられてもよい。ここでこの自由形状面は種々異な
る、より高いオーダの湾曲を有していてもよい。特に有利には偏向面は光導体から凸状に
突出して湾曲されており、この場合には、楕円状に湾曲された表面を有する。
【００２５】
　照明装置はここで殊に次のような着想を利用している。すなわち、偏向面の構成によっ
て、光導体内で電磁放射線の所定の偏向を行うことができるという着想を利用している。
すなわち偏向面の構成によって一方では、電磁放射線が偏向される方向が調整され、他方
では偏向面の構成によって、反射光の放射特性、すなわち、例えば反射光の空間的な強度
分布が所期のように調整される、という着想を利用している。偏向面の形状は殊に、光導
体内の発散放射線にも適合される。これによって、偏向面に入射する電磁放射線のできる
だけ多い部分が偏向面で全反射される。不所望な角度で偏向面へ出射する電磁放射線はこ
こで透過され、光導体を離れる。
【００２６】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体の第２の部分は、主放射方向を所定
の角度だけ回転させるのに適している。すなわち、電磁放射線は例えば、第２の部分の偏
向面で所定のように反射され、これによって、第１の部分から到来する電子放射線の主放
射方向が所定の方向で、すなわち所定の角度だけ偏向される。例えば主放射方向は９０°
だけ回転される。電磁放射線は第２の部分から、例えば光導体の第３の部分へ導かれる。
【００２７】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体は第３の部分を有している。ここで
この第３の部分は光導体内の電磁放射線を、光導体の放射線出射面へ案内するのに適して
いる。例えば、光導体の第３の部分は、第２の部分と直接的に接している。光導体の第２
の部分および第３の部分はこの場合には有利には一体的に構成される。
【００２８】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、第３の部分は、この第３の部分を通る電磁
放射線の発散量を低減させるのに適している。第３の部分は有利には、放射線の主放射方
向を顕著に変えることなく、第３の部分を通る電磁放射線の発散量を低減させるのに適し
ている。発散量の低減は例えば、光導体側面での反射によって行われる。ここでこの側面
は光導体の第３の部分を制限する。すなわち、光導体の第３の部分は有利には次のような
側面を有している。すなわち、有利には全反射による、電磁放射線の反射に適している側
面を有している。全反射の条件を満たしていない高発散放射線はこの側面を通って光導体
を離れる。従って、このようにして、光導体内に残っている放射線の発散量が効果的に低
減される。
【００２９】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体は、第３の部分において少なくとも
１つの平らな側面を有している。すなわち、平らな側面は巨視的な湾曲を有していない。
側面は例えば、光導体の第３の部分の長手軸に対して平行に延在する。
【００３０】
　光導体の第３の部分は例えば平行六面体の形状を有する。しかし、側面が第３の部分の
長手軸と角度を成すことも可能である。有利にはこの場合には光導体は、光導体の放射線
出射面の方向において幅広くなっている。この場合にはこの第３の部分は、例えばピラミ
ッド断端形状を有している。
【００３１】
　少なくとも１の実施形態では、光導体の第３の部分は少なくとも１つの、湾曲された側
面を有している。この第３の部分は例えば円錐断端形として構成される。これは例えば放
射線出射面に向かって幅広くなっている。
【００３２】
　しかし側面は一部分において（例えば光導体の第３の部分の長手軸の方向において）湾
曲を有していてもよい。光導体はこのような場合には第３の部分において少なくとも部分
的に、以下に挙げる光学素子の少なくとも１つの光学素子の様式に従って構成され得る：
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すなわち、複合放物面集光器（Compound parabolic concentrator、CPC）、複合楕円面集
光器（Compound elliptic concentrator、CEC）、複合双曲線集光器（Compound hyperbol
ic concentrator、CHC）である。有利には、第３の部分はここで第２の部分方向において
先細りしている。従って電磁放射線の発散量は光導体を通る際に、光導体の側面での全反
射に基づいて低減される。ここで光導体の第３の部分は有利には、第３の部分を通る放射
線の充分な混合が保証される長さで構成されている。これによってこの第３の部分は次の
ことを保証する。すなわち、光源が第３の部分の放射線出射面で結像されないことを保証
する。すなわち、第３の部分の放射線出射面でホットスポットは生じず、電磁放射線はで
きるだけ均等に放射線出射面にわたって分配される。
【００３３】
　少なくとも１つの実施形態では、光導体の第３の部分は、光導体の放射線出射面へ電磁
放射線を導く。しかし、光導体の第３の部分に１つまたは複数のさらなる部分が続くこと
も可能である。これらのさらなる部分は光導体の第１の部分と同じように、または第２の
部分と同じように構成され得る。すなわち、光導体のこれらのさらなる部分は発散量を低
減させるのに、および／または主放射方向を偏向させるのに適している。
【００３４】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体は放射線出射面を有しており、この
放射線出射面を通って、光導体内に入力された電磁放射線の少なくとも一部分が、光導体
から再び出射する。この放射線出射面を通って出射する電磁放射線は、光出射用に設けら
れた箇所で光導体を離れる。しかし、放射線が光導体を放射線出射面とは異なる箇所で離
れることも可能である。例えば、光導体側面への入射時に、全反射の条件を満たしていな
い放射線である。しかし放射線出射面は、光出射のために設けられた光導体の面をあらわ
す。有利には、光導体内に入力された電磁放射線の大部分は、放射線出射面を通って光導
体から出射する。有利には放射線出射面の後ろには、照明装置によって照明されるべき面
または照明装置によって照明されるべき対象物が配置される。しかし放射線出射面が、例
えば別の光導体の放射線入射面に接することも可能である。
【００３５】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、放射線出射面は平らに構成されている。す
なわち、放射線出射面は巨視的な起伏または湾曲を有していない。
【００３６】
　少なくとも１つの実施形態では、放射線出射面は少なくとも部分的に巨視的な湾曲を有
している。放射線出射面はこの場合には光導体から凸状に湾曲されているか、また光導体
内に凹状に湾曲されている。例えば放射線出射面は、以下の湾曲のうちの１つを有してい
る。すなわち、球面状湾曲、非球面状湾曲、楕円状湾曲のうちの１つの湾曲を有している
。放射線出射面を、以下の光学素子のうちの１つの光学素子の形状で構成することも可能
である。すなわち：光散乱または集光に適したボリュームレンズ、フレネルレンズである
。放射線出射面はここで有利には一体的に、光導体とともに構成されている。特に有利に
は放射線出射面は光導体の第３の部分の直後に配置されている。従って、放射線の大部分
は光導体の第３の部分において、光導体を、放射線出射面を通って離れる。
【００３７】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、放射線出射面は拡散散乱性に構成されてい
る。すなわち、放射線出射面を通る電磁放射線は例えば、屈折によって、種々異なる方向
へ偏向される。有利には放射線出射面はこのために粗面化されている。このようにして、
光導体からの放射線の全反射の確率が、放射線出射面で低減される。すなわち粗面化によ
って、放射線出射面を通る放射線出射に対する確率も高められる。しかし、放射線出射面
が拡散散乱性に積層化されてもよい。
【００３８】
　照明装置はここで殊に次のような着想を利用する。すなわち、放射線出射面を通る放射
線の、別の光導体への入力、例えば面状に構成された光導体への入力が、出射放射線があ
る程度の発散量を有している場合に特に効果的に行われる、という着想を利用している。
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面状の光導体は例えば表面発光システムを構成する。ここでこの表面発光システムは、そ
こを通って電磁放射線が出射する面を含む。例えば面状の光導体は、ディスプレイのバッ
クライト用に設けられる。例えば文献ＤＥ１９８６０６９７号はこのような平面状の光導
体を開示しており、フラットな光導体モジュールに関するこの文献の開示内容は参考とし
て本明細書に組み込まれている。
【００３９】
　少なくとも１つの実施形態では、照明装置の光導体は中実体として構成されている。す
なわち光導体を制限している側面は例えば中実体の表面によって構成されている。有利に
は中実体は空洞を有していない。すなわち、有利には中実体内には中空室は含まれていな
い。すなわち、例えばガス含有物は含まれていない。
【００４０】
　特に有利には中実体は、透明材料から構成されている。しかし、光導体が光を拡散散乱
させる材料から構成されてもよい。
【００４１】
　少なくとも１つの実施形態では、光導体を構成する材料は少なくとも１．０、特に有利
には少なくとも１．３の屈折率を有している。
【００４２】
　例えば光導体は、以下の透明プラスチックのうちの１から構成されるか、または以下の
プラスチックの１つを含有する：すなわちＰＭＭＡ、ポリカーボネート、ＰＭＭＩ、ＣＯ
Ｃである。有利には光導体は射出成型プロセスによって製造される。すなわち光導体は射
出成型される。しかし光導体がガラスから形成されてもよい。この場合には光導体は例え
ばガラスから注型される。
【００４３】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光源は光導体内に配置される。有利には光
源はここで、光導体の第１の部分内に配置されている。光源は有利には、発散性電磁放射
線を生成するのに適している。作動時に光源から放出された電磁放射線の主放射方向は有
利には、光導体の第１の部分の長手軸に対して平行に延在する。
【００４４】
　光源とは有利には、少なくとも１つの発光ダイオードまたは少なくとも１つの発光ダイ
オードチップのことである。例えば光源は多数の発光ダイオードまたは発光ダイオードチ
ップを含む。ここでこれらは直線に沿って１つの面内に配置されている。
【００４５】
　光導体の材料はここでは、それによって発光ダイオードチップが注型されている注型コ
ンパウンドの少なくとも１部である。すなわち、発光ダイオードチップは直接的に光導体
の材料によって注型される（すなわち、光導体は発光ダイオードチップのモールド部材を
形成する）か、または発光ダイオードチップは、光導体の材料と接する他のモールド材料
によって注型される。このような場合には光源および光導体は一体的に構成される。光源
が光導体内に配置される場合には、例えば、光源の電気的接触接続のための電気的な接続
箇所が、光導体から外部へ導出される。
【００４６】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光導体は放射線入射面を有している。光源
はこの場合には有利には光導体外に配置されている。放射線入射面は有利には主放射方向
において光源の後に配置されている。この場合には光源の放射線取り出し面は直接的に光
導体の放射線入射面に接しているかまたは光源と光導体の放射線入射面との間に隙間が存
在する。ここでこの隙間は空気によって満たされている。
【００４７】
　少なくとも１つの実施形態では放射線入射面が設けられおり、光源から放出された電磁
放射線の少なくとも一部が光導体内への入射時に光学的に屈折される。有利には入射放射
線はここでは少なくとも部分的に、光導体の第１の部分の長手軸の方へ屈折される。長手
軸は、長手軸方向において光導体の第１の部分の対称軸である。
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【００４８】
　有利には放射線入射面は、この放射線入射面を通る電磁放射線の発散量を屈折によって
低減させるのに適している。このために、放射線入射面は例えば平らに構成されている。
【００４９】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では放射線入射面は湾曲を有している。すなわち
、放射線入射面は巨視的に湾曲されている。放射線入射面はこの場合には光導体から凸状
に突出して湾曲されているか、また光導体内に凹状に湾曲されている。さらに、放射線入
射面が凸状に湾曲された部分領域も、凹状に湾曲された部分領域も有することが可能であ
る。
【００５０】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では放射線入射面は、以下の湾曲の少なくとも１
つを有する：すなわち、球面状湾曲、楕円状湾曲、非球面状湾曲である。
【００５１】
　放射線出射面を、少なくとも部分的に、以下の光学素子のうちの１つの光学素子の形式
に応じて形成されているようにするとよい：すなわち、球面状に湾曲されたボリュームレ
ンズ、非球面状に湾曲されたボリュームレンズ、フレネルレンズである。光学素子はここ
では有利には光導体の材料から構成され、光導体と一体的に構成される。
【００５２】
　少なくとも１つの実施形態では放射線入射面は、第１の部分の長手軸を取り囲んでいる
放射線入射面中央領域において、球面レンズまたは非球面レンズの形状に従って、光導体
から湾曲されている。
【００５３】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、放射線入射面の中央領域を中心に、少なく
とも１つのリング状のリフレクタが配置されている。リフレクタリングは例えば、長手軸
に対して平行な部分において、光導体を通って、鋸歯状に構成されている。放射線入射面
はこの場合には、反射性光学素子も屈折性光学素子も有する。
【００５４】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態によれば、光源は少なくとも１つの発光ダイオー
ドチップを含む。有利には発光ダイオードチップは、薄膜構造の発光ダイオードチップの
ことである。特に有利には光源は多数の発光ダイオードを含む。ここでこれらの発光ダイ
オードは例えば直線に沿って１つの面に配置されている。
【００５５】
　少なくとも１つの実施形態では、光源は拡散配向された放射特性を有している。すなわ
ち、作動中に光源から放出された放射線は主放射方向を有しており、この主放射方向にお
いて、放出された放射線は最も大きい強度を有している。他の方向では、より低い強度で
電磁放射線が放出される。
【００５６】
　照明装置の少なくとも１つの実施形態では、光源は近似的にランベルト放射特性を有し
ている。電磁放射線は光源から有利には、光源を取り囲む半球内に放射される。主放射方
向は例えば、発光ダイオードチップの放射線出射面上の垂線によって与えられる。
【００５７】
　さらに、上述した実施形態の少なくとも１つに従った照明装置を有する表面発光システ
ムが提示される。これは付加的に平面状の光導体を含む。表面発光システムは特に良好に
、ディスプレイのバックライトおよび周辺光として適している。
【００５８】
　さらに、上述した実施形態の少なくとも１つに従った照明装置をディスプレイのバック
ライトに使用することを提示する。光源から放出された放射線はここでは光導体によって
例えば別の、平面状光導体に入力される。平面状光導体は表面発光システムをあらわす。
これは例えば、液晶ディスプレイ（ＬＣＤディスプレイ）等のディスプレイのバックライ
トに使用される。
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【００５９】
　照明装置は、ここで殊に次のような着想を利用する。すなわち、表面実装可能な、実装
面から発光する、例えば実装面に対して垂直な主放射方向を有する発光ダイオード（トッ
プエミッタ）が光源として使用可能であるという着想を利用する。これによって、配線板
にできるだけ容易にトップエミッタ装着することができる。ここでこのトップエミッタの
光は、光導体によって平面状光導体内に入力される。光導体の長さ、すなわち光導体の部
分の長さは、配線板上で平面状光導体の高さに合わせられる。
【００６０】
　有利には、上述した照明装置が複数で、平面状光導体への光入力結合のために、ひいて
はディスプレイバックライトのために使用される。殊にここでは次のことも可能である。
すなわち、平面状光導体および照明装置の光導体が一体的に構成されることも可能である
。
【００６１】
　トップエミッタ型発光ダイオードの光を平面状光導体内に入力する上述した光学的解決
方法の他に、機械的な解決方法も可能である。トップエミッタは例えば配線板、例えばプ
リント配線板（ＰＣＢ）または柔軟な配線板（Flexboard）の上にはんだ付けされる。は
んだ付け後に、上部に発光ダイオードが取り付けられている配線板条片が切り落とされ、
平面状光導体の高さに応じて配線板上に立てられる。このようにして、発光ダイオードは
その光を側面で放出する。すなわち、実装面と平行に放出する。さらに発光ダイオードは
その高さにおいて、平面状光導体に合わせられる。このように取り付けられた発光ダイオ
ードの位置が、機械的応力時にも保証されるように、立てられた配線板領域が、配線板上
に取り付けられた保持装置（例えばクランプ）によって、平面状光導体と接続される。
【００６２】
　以下では、上述の照明装置を実施例およびそれらに対応する図面に基づきより詳細に説
明する。
【００６３】
図１は、本願に記載された照明装置の第１の実施例の概略的な断面図を示し、
図２は、本願に記載された照明装置の第２の実施例の概略的な断面図示し、
図３は、本願に記載された照明装置の第３の実施例の概略的な断面図を示し、
図４Ａは、本願に記載された照明装置の第４の実施例の概略的な断面図を示し、
図４Ｂは、本願に記載された照明装置の第４の実施例の変形の概略的な断面図を示し、
図５は、本願に記載された照明装置の第５の実施例の概略的な断面図を示し、
図６は、表面発光システムの概略的な斜視図を示している。
【００６４】
　図の実施例において、同一の構成要素または同じ働きをもつ構成要素にはそれぞれ同じ
参照番号が付されている。図示されている要素は縮尺通りに示されたものではなく、むし
ろより良い理解のために個々の要素は誇張して大きく示されている場合もある。
【００６５】
　図１は、ここで説明された照明装置の第１の実施例を示している。照明装置は光源１お
よび光導体２を含む。
【００６６】
　光源１は例えば、１つまたは複数の発光ダイオードである。これはそれぞれ少なくとも
１つの発光ダイオードチップを含む。例えば光源１は、１つの面に、直線に沿って配置さ
れた複数の発光ダイオードである（図６も参照されたい）。光導体２の放射線入射面１４
は、その幅において発光ダイオードの寸法に合わせられている。光導体２の幅は、放射線
入射面１４で約４～７ｍｍである。
【００６７】
　有利には発光ダイオードチップは光取り出し面を有する。この光取り出し面を通って、
発光ダイオードチップから放出された電磁放射線の大部分が取り出される。光取り出し面
は、例えば、発光ダイオードチップの表面の一部分により形成されている。有利には、光
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取り出し面は、例えば、電磁放射線を形成するようにされた発光ダイオードチップのエピ
タキシャル層列に対して平行に設けられた発光ダイオードチップの主表面によって形成さ
れる。
【００６８】
　このためにエピタキシャル層列は、例えばｐｎ接合、ダブルヘテロ構造、単一量子井戸
構造、また殊に有利には多重量子井戸構造を有することができる。本発明における量子井
戸構造の概念には、電荷担体の閉じ込め（Confinement）によってそのエネルギ状態が量
子化されるあらゆる構造が含まれる。殊に、量子井戸構造の概念には量子化の次元数に関
する規定は含まれない。したがって量子井戸構造には、例えば、量子箱、量子細線、量子
点およびこれらの構造のあらゆる組み合わせが含まれるのである。
【００６９】
　有利には、この発光ダイオードチップは、成長基板が少なくとも薄くされていてまたは
取り除かれていて元の成長基板とは反対側のその表面に支持部材が設けられた半導体発光
ダイオードチップである。
【００７０】
　支持部材は、成長基板よりも比較的自由に選択できる。この場合、温度膨張係数に関し
て放射発生エピタキシャル層列にきわめて良好に整合された支持部材を選択するのが有利
である。さらに支持部材に、熱伝導性の著しく良好な材料を含ませることができる。この
ようにして作動時に、発光ダイオードチップによって生成された熱が特に効果的に、熱導
体素子に導出される。
【００７１】
　成長基板の除去により製造されるこの種の発光ダイオードチップは、薄膜発光ダイオー
ドチップとも称され、有利には以下の各特徴ゆえに優れたものである。
【００７２】
　・放射を発生するエピタキシャル層列において支持体部材の方に向いた側に位置する第
１の主表面のところに反射層または層列が施与または形成されており、この反射層はエピ
タキシャル層列において発生した電磁放射線の少なくとも一部分をこのエピタキシャル層
列に反射して戻す。
【００７３】
　・エピタキシャル層列は、有利には最大で２０μｍの厚さを有しており、殊に有利には
最大で１０μｍの厚さを有している。
【００７４】
　・さらにエピタキシャル層列に有利には、混合構造を有する少なくとも１つの面を備え
た少なくとも１つの半導体層が含まれている。理想的な事例ではこの混合構造によって、
エピタキシャル層列内にほぼエルゴード的な光分布を生じさせ、つまりこの光分布はでき
るかぎりエルゴード的な確率分散特性を有している。
【００７５】
　薄膜発光ダイオードチップの基本原理については、例えばSchnitzer I.らによる「30% 
external quantum efficiency from surface textured LEDs」、Applied Physics Letter
s、１９９３年１０月、第６３巻、第２１７４～２１７６頁に記載されており、薄膜発光
ダイオードチップの基本原理に関するその開示内容は参照により本願に含まれるものとす
る。
【００７６】
　光源１は放射線出射面１ａを有する。この放射線出射面を通って、光源内で生成された
電磁放射線の大部分が光源を離れる。
【００７７】
　光源１および光導体２は、図１の実施例では相互に間隔を開けて配置されている。すな
わち、光源１の放射線取り出し面１ａと、光導体２の放射線入射面１４との間には隙間が
ある。この隙間は例えば空気によって満たされている。しかし次のことも可能である。す
なわち、光源１の放射線出射面１ａが直接的に、光導体の放射線入射面１４に接すること
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も可能である。光源１と光導体２はこのような場合には一体的に構成され得る。
【００７８】
　光源１および光導体２は、例えば相互に中心合わせされて配置される。すなわち、長手
軸方向において光導体２の第１の部分３の対称軸である光導体２の第１の部分３の長手軸
１５は、光源１の幾何学的中心１ａを通る。
【００７９】
　有利には長手軸１５は、光導体２の放射線入射面１４によって形成されたレンズの光軸
と重なる。電磁放射線６の主放射方向１７は光導体内で、有利には長手軸１５に対して平
行に延在する。
【００８０】
　光源１と光導体２は例えばそれぞれプリント基板または配線板（例えばメタルコアプレ
ートまたはプリントされた配線板（ＰＣＢ－printed circuit board））上に機械的に固
定され、接触接続される。しかし、光導体２が光源１に固定されてもよい。さらに、光導
体２が別の、例えば平面状光導体に取り付けられていてもよい（図１には示されていない
）。これはプリント基板または配線板上に固定され得る。
【００８１】
　光源１は、発散電磁放射線６を生成するのに適している。すなわち、光源１を離れた電
磁放射線は角度分布を有している。放射線６はそれぞれ相互に平行に延在するのではなく
、相互に角度を成す。光導体２の放射線入射面１４を通過するときに、電磁放射線は有利
には長手軸１５の方へ屈折される。
【００８２】
　図１の実施例では放射線入射面１４は平らな面によって形成されている。これは巨視的
な起伏または湾曲を有していない。
【００８３】
　光導体２は有利には中実体であり、これは耐熱性の誘電材料によって形成されている。
例えば光導体２は以下の材料のうちの１つから成る：すなわちＰＭＭＡ、ＰＭＭＩ、ポリ
カーボネート、ＣＯＣまたはガラスである。光導体は、光源１から放出された電磁放射線
６に対して有利には透過性である。有利には放射線６は可視周波数領域内の光である。光
導体の材料の屈折率はこの周波数領域内では有利には少なくとも１．３、特に有利には１
．４～１．７の間である。有利には光導体２は空洞なく形成される。すなわち、光導体２
は有利には一体的に構成されており、ここで空気含有物を有していない。
【００８４】
　有利には光相対２は一体的に構成されている。特に有利には光導体は射出成型によって
製造されている。光導体２および組み込まれた入力結合光学系１４は有利には共に、唯一
の射出成型部分として製造可能である。
【００８５】
　電磁放射線６は、まずは光導体２の第１の部分３内に達する。ここでこの第１の部分３
は、図３の実施例では平らな側面７によって制限されている。これらの側面は長手軸１５
に対して平行に延在している。光導体２の第１の部分３はこの実施例では例えば、長さL

１を伴う平行六面体の形状を有している。
【００８６】
　電磁放射線６の少なくとも一部分は光導体２において、側面７で全反射によって反射さ
れる。全反射の条件を満たしていない放射線は、光導体２を側面７を通って離れる。
【００８７】
　電磁放射線は第１の部分３から、光導体の第２の部分４に達する。ここでこの第２の部
分は有利には第１の部分３の直後に配置され、第１の部分と一体的に構成されている。
【００８８】
　光導体２の第２の部分４は偏向面８によって制限されている。ここでこの偏向面は、第
２の部分４内の光導体２の表面の一部によって形成されている。偏向面８は、図１の実施
例では平らに構成されている。しかし、本明細書で全般的に記載されているように、偏向
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面８が湾曲を有していてもよい。
【００８９】
　偏向面８は、図１の実施例では、光導体の横方向への広がり全体にわたって、長手軸１
５の方向に対して横向きに延在している。偏向面８は長手軸１５と、少なくとも９０°の
角度Φを成す。図１の実施例では角度Φは約１３５°である。有利には角度Φは１００と
１７０°の間である。
【００９０】
　偏向面８が光導体の第１の部分３の横方向への広がり全体にわたって延在しているとい
う事実に基づいて、電磁放射線６の大部分は光導体２内で偏向面８に入射する。ここで全
反射の条件を満たしていない放射線９は、光導体２を偏向面８を通って離れる。光導体２
内に残っている放射線部分１０は、偏向面８で、光導体２の第３の部分５へ反射される。
しかし電磁放射線６の一部が、第１の部分３の側面７での反射によって直接的に、光導体
２の第３の部分５内に反射されてもよい。
【００９１】
　光導体２の第３の部分５は長さＬ３を有している。光導体２の第３の部分の長さはここ
で次のように選択されている。すなわち、ホットスポットが光導体２の放射線出射面１２
で生じないように選択されている。
【００９２】
　図１の図示された実施例ではこの第３の部分５は、側面１１によって制限されている。
この第３の部分５はここで例えば平行六面体の形状を有する。しかしこの第３の部分５が
、放射線出射面１２の方向において幅広くなっているピラミッド断端形状または円錐断端
形状を有していてもよい。さらに、光導体２の第３の部分５は少なくとも部分的に、以下
の光学素子のうちの１つの光学素子の形状で構成され得る：すなわちＣＰＣ、ＣＥＣ、Ｃ
ＨＣのうちの１つである。このような場合にも、光導体は有利には放射線出射面１２の方
向で幅が広がっている。
【００９３】
　電磁放射線の主放射方向１７は光導体２内で、第２の部分４において変えられる。光導
体２の第２の部分４を通過した後では、主放射方向１７はもはや長手軸１５と平行に延在
しているのではなく、光導体２の放射線出射面１２に対して横向きに、例えば垂直に延在
している。
【００９４】
　図２は、本願で説明された照明装置の第１の実施例を示している。
【００９５】
　図１の実施例とは異なり、光導体２の第１の部分３の側面７はこの実施例では、光導体
２の長手軸１５と角度を成す。光導体２は、第１の部分３において光源１に向かって先細
りしている。側面はここで平らに構成され得る。第１の部分は例えば円錐断端形状または
ピラミッド断端形状を有していてよい。さらに、第１の部分は少なくとも部分的に、以下
の光学素子の少なくとも１つに従って形成され得る：すなわち、ＣＰＣ、ＣＨＣ、ＣＥＣ
である。この場合にも光導体２は有利には光源１の方向で先細りしている。
【００９６】
　第１の部分３のこの構成によって、有利には、第１の部分３を通る電磁放射線の発散量
が、例えば図１の実施例での場合よりも効果的に低減される。さらに、側面７の構成に基
づいて、側面７に入射する放射線６を次のような角度で反射することが可能である。すな
わち、偏向面８で反射された放射線の大部分が全反射の条件を満たすような角度である。
このようにして、放射線出射面１２を通って出射する放射線１３の放射密度が高められる
。
【００９７】
　図３は、本願に記載された照明装置の第３の実施例を示している。図１および図２の実
施例とは異なり、光導体２はこの実施例では、凸状に光源１の方へ湾曲された放射線入射
面１４を有している。放射線入射面１４は少なくとも部分的に球面状、楕円状または非球
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面状の湾曲を有していてよい。例えば放射線入射面１４は、球面状レンズ、楕円状レンズ
または非球面状レンズの形式に従って形成されている。放射線入射面１４の構成に基づい
て、図３の実施例では、放射線入射面１４を通って、光導体２内に入る電磁放射線は特に
効果的に、光導体２の第１の部分３の長手軸１５の方へ屈折される。放射線入射面によっ
て形成されたレンズの光軸は例えば長手軸１５と一致する。このレンズは半径方向に対称
に、例えば光源１に対して中心合わせされて構成可能である。このレンズは押し出し形成
され、押し出し形成方向に対して垂直な方向においてのみ集約された効果を有するように
構成される。さらにこのようなレンズを、図示された連続的な曲線の表面の他に、フレネ
ルレンズとして構成することもできる。
【００９８】
　放射線６は放射線入射面１４を通過する際に次のようにその方向に偏向される。すなわ
ち、全反射の条件が、偏向面８に入射する放射線６の特に多くの部分に対して満たされる
ように偏向される。高い発散性の放射線１６は、放射線入射面１４のこの構成により、光
導体２内に入射しない。
【００９９】
　図４Aは、本願に記載された照明装置の第４の実施例を示している。　放射線入射面１
４は、この実施例では中央領域１８および縁部領域１９に分けられる。中央領域１８の中
央を長手軸１５が通る。中央領域１８内では表面はレンズ形状に従って、球面状、楕円状
または非球面状に形成されている。中央領域１８内で、放射線入射面１４を通る電磁放射
線６は、湾曲された表面での屈折によって結像され、長手軸１５の方向へ屈折される。
【０１００】
　中央領域１８は、部分的に鋸歯形状のリフレクタリング１９によって取り囲まれている
。ここに入射する放射線は各縁部領域１９の内面１９ａで屈折され、各縁部領域１９の外
面１９ｂで全反射される。このようにして、一方では、光源１から放出される電磁放射線
の特に多くの部分が損失なく光導体内に入力され、他方では、光導体２内に存在する電磁
放射線６の特に多くの部分が偏向面８で全反射の条件を満たす。従って光導体のこうよう
な構成によって特に高い放射密度が、光導体２の放射線出射面１２で得られる。従って光
導体２は、光源１の発散性放射線６を案内するのに特に良好に適している。
【０１０１】
　さらに、放射線出射面１２で出射する電磁放射線は、特に低減された発散量を有する。
放射線出射面１２で比較的高い発散量を伴う放射線が必要とされる場合には、放射線出射
面１２を拡散散乱性に構成することが可能である。これは例えば、放射線出射面１２を粗
面化することによって行われる。このような場合には、放射線出射面１２を通過する際の
放射線の全反射に対する確率も有利には低減される。択一的に、放射線出射面に拡散散乱
性層を積層することも可能である。
【０１０２】
　図４Ｂは、光導体２の一部を示している。ここで偏向面８は２つの部分から構成されて
いる。偏向面８はここで第１の部分８ａと第２の部分８ｂを有している。ここでこの第１
の部分は長手軸１５と第１の角度Φａを成し、第２の部分は長手軸１５と第１の角度Φｂ

を成す。有利にはΦａはΦａより大きく選択されている。例えばΦａは１５０°と１７０
°との間であり、有利には約１６０°である。Φｂは９０°と１１０°との間であり、有
利には約１００°である。偏向面８のこのような２つの部分から成る構成は、殊に、照明
装置の他の実施例でも可能である。この場合には、２つの部分の間の境界線は長手軸１５
と一致せず、長手軸１５に対して平行に、長手軸１５の右側または左側に延在している。
【０１０３】
　図５は、第５の実施例による、本願に記載された照明装置を示す。
【０１０４】
　図１～４の実施例とは異なり、光源１はこの実施例では少なくとも部分的に光導体２内
に配置されている。すなわち、光導体２を構成する材料（例えば透明なプラスチック）は
、光源１を少なくとも部分的に含む。
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【０１０５】
　上述したように、光源１は例えば少なくとも１つの発光ダイオードチップである。発光
ダイオードチップはこの場合には、直接的に光導体２の材料で注型されるか、または光導
体２の材料は発光ダイオードチップのモールド部材に直接的に接する。さらにこの実施例
では、光源１の電気的な接続部分（図示されていない）を、光導体２から引き出すことが
可能である。
【０１０６】
　光源１から放出された放射線６の少なくとも１つの部分は、まずは、光導体２の第１の
部分内で側面７に入射する。この側面７はここで、図５に示されたように、少なくとも部
分的にＣＰＣ光学系の形状で構成されている。これは光源１の方向へ先細りしている。さ
らに、第１の部分を少なくとも部分的に、以下の光学素子の少なくとも１つに従って形成
することができる：すなわち円錐断端形状光学系、ピラミッド断端形状光学系、ＣＥＣ、
ＣＨＣ、ＣＰＣである。有利にはここで第１の部分３は光源１の方向で先細りしている。
【０１０７】
　このようにして、放射線６の発散量は光導体内で特に効果的に低減される。光導体２内
で放射線６の特に多くの部分は、光導体２の第２の部分４内の偏向面８で全反射の条件を
満たす。
【０１０８】
　図６は、光源１、光導体２および平面状の光導体２０を有する表面発光システムの概略
的な斜視図を示している。平面状光導体２０は、光導体２の放射線出射面１２に配置され
ている。光導体２は、上述した実施例に相応する光導体である。光導体２と平面状光導体
２０との間には、図６に示されているように隙間がある。しかし、これらの２つの構成素
子を相互に一体的に構成することも可能である。
【０１０９】
　有利には平面状光導体２０は放射線出射面２１を有している。ここでこの放射線出射面
は例えば、平面状光導体２０の上面によって形成されている。有利には電磁放射線は、こ
の放射線出射面２１を通って特に均一に出射する。すなわち、出射放射線はホットスポッ
トを有していない。この表面発光システムはこの場合には特に良好に、ディスプレイバッ
クライトまたは周辺光として適している。平面状光導体２０内で、光の案内は、光導体２
０の内面での反射によって行われる。ここでこの内面は例えば反射性または拡散反射性に
構成されていてよい。放射線出射面２１は例えば拡散性に光を散乱させるように構成され
ていてよい。
【０１１０】
　本願は、ドイツ連邦共和国特許出願第102005024964.7号並びに102005042523.2-54号の
優先権を主張するものであり、その開示内容は参照により本願に含まれるものとする。
【０１１１】
　なお、本発明は実施例に基づいたこれまでの説明によって限定されるものではない。む
しろ本発明はあらゆる新規の特徴ならびにそれらの特徴のあらゆる組み合わせを含むもの
であり、これには殊に特許請求の範囲に記載した特徴の組み合わせ各々が含まれ、このこ
とはそのような組み合わせ自体が特許請求の範囲あるいは実施例に明示的には記載されて
いないにしてもあてはまる。
【図面の簡単な説明】
【０１１２】
【図１】本願に記載された照明装置の第１の実施例の概略的な断面図
【図２】本願に記載された照明装置の第２の実施例の概略的な断面図
【図３】本願に記載された照明装置の第３の実施例の概略的な断面図
【図４Ａ】本願に記載された照明装置の第４の実施例の概略的な断面図
【図４Ｂ】本願に記載された照明装置の第４の実施例の変形の概略的な断面図
【図５】本願に記載された照明装置の第５の実施例の概略的な断面図
【図６】表面発光システムの概略的な斜視図
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