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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を放射する点光源単体又は複数の点光源の集合体からなる一群の光源と、
　該光源からの光を伝搬してその放射方向の所定位置に放射面を有する光学的に透明な導
光体と、
　該導光体の前記放射面以外の面を閉鎖し、光を反射させる底面及び側面反射部からなる
内側反射手段が設けられ、その底面の中央部に前記光源が配設されたケーシングと、
　前記放射面状に配置された放射側反射手段とを備え、
　前記放射側反射手段は前記導光体内部を伝搬する光を所定の割合で透過及び反射させる
部材からなり、該放射側反射手段の周辺部に開口部を設けると共に、中心部を未開口部と
しておくことによって、前記放射側反射手段の透過光量が前記光源に対向する前記放射面
の中心位置から外方に遠ざかるに従い多くなるように調節されていることを特徴とする面
照明光源装置。
【請求項２】
　前記開口部は、前記未開口部から外方に離れるに従って前記開口部の面積が大きくなる
ことを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項３】
　前記開口部は、予め設定した基準面積と該基準面積に対する該開口部の開口面積との比
を開口率Ａ、定数ｂ、ｃ、前記光源に対向する前記放射面の中心からの距離をｘとして、
これらが以下の関係式（１）、
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　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ　　（１）式
　を満たすことを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項４】
　前記導光体は、空気であることを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項５】
　前記内側反射手段及前記放射側反射手段を構成する材料は、超微細発泡光反射板材であ
ることを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項６】
　前記光源に対向する前記放射面の中心から該放射面に沿って前記開口部までの距離をｘ
、前記光源から前記放射側反射手段までの前記放射方向の離間距離をｄ、前記開口部の開
口寸法をａ、前記放射側反射手段の厚さをｔとしたとき、
　ｄ／ｘ＜ｔ／ａ
　の関係を有することを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項７】
　前記開口部は、丸孔、角孔、環状孔、又は不連続な環状孔を有していることを特徴とす
る請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項８】
　前記開口部は、側面壁を有し、該側面壁にて反射した反射光を通過させることを特徴と
する請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項９】
　前記放射側反射手段は、前記未開口部に光の反射量を調整する未貫通孔を有しているこ
とを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の面照明光源装置。
【請求項１０】
　前記放射側反射手段は、光の反射量を調整する幅狭の貫通溝を有していることを特徴と
する請求項１～８のいずれかに記載の面照明光源装置。
【請求項１１】
　前記光源は、１個の発光ダイオード又は複数個の発光ダイオードの集合体で形成されて
いることを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項１２】
　前記ケーシングは、平面視で方形状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載
の面照明光源装置。
【請求項１３】
　前記ケーシングは、内部に前記点光源が複数個配設されて、前記各点光源の真上にそれ
ぞれ前記放射側反射手段が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の面照明光源
装置。
【請求項１４】
　前記ケーシングは、内部が複数に区画されて、該区画された底面の中央部にそれぞれ１
個の点光源が配設されて、前記各点光源の真上に前記放射側反射手段が設けられているこ
とを特徴とする請求項１に記載の面照明光源装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれかに記載の面照明光源装置を複数個配置することによって構成
されたことを特徴とする面照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＣＤバックライト、照明用看板、照明灯、各種車両等の表示装置に用いら
れる面照明光源装置及び面照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、表示装置や照明等の光源として、電力消費量や発熱が少ない点から発光ダイ
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オード（ＬＥＤ）の使用が検討されているが、ＬＥＤは指向性が強いため、広い面で均一
光量分布を得るためには、種々の工夫が必要とされている。
【０００３】
　例えば特許文献１には、光源から発せられた光が入射する光入射端面及び導光される光
が出射する光出射面を有する導光体を備え、この導光体に形成された局所的レンズ列を、
光入射端面に入射した光のうちの最大強度光の入射位置での輝度分布におけるピーク光の
方向と異なる方向に形成して、輝度不均一を解消する点が開示されている。
【０００４】
　また、特許文献２には、一端に開口部が形成され、その内側壁が光の反射面である光源
収容部を有するランプハウジングと、光源収容部に設けられた発光ダイオードと、開口部
の前面に設けられた表示板とを備え、発光ダイオードからの光を拡散反射して均一にした
点が開示されている。
【０００５】
　さらに、特許文献３では、光の放射面上に形成された拡散層における微小反射部からの
反射光と、発光ダイオードの周辺に設けられた反射器と、の間での反射の繰り返しにより
、均一光を得る旨が開示されている。
【０００６】
　また、特許文献４では、ＬＥＤから出射された指向性のある光（特にＬＥＤ直上の強い
光）を、放射面に形成された反射部でＬＥＤ側に反射させ、これにより、光の方向を変化
させてＬＥＤからの光強度を減少させ、均一な光を得る点が開示されている。
【特許文献１】特開２００２－３４３１２４号公報
【特許文献２】特開２００３－１８６４２７号公報
【特許文献３】特開２００５－２８４２８３号公報
【特許文献４】特開２００６－１２８１８号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、特許文献１では、ＬＥＤによる指向性の強い光を均等化するために、Ｌ
ＥＤ光源を放射方向に対して横に設けたりしている。このため、大きなスペースを必要と
する。
【０００８】
　また、特許文献２では、ＬＥＤの放射方向に所定の厚みが必要となる。また、内側拡散
フィルムで散乱された光は、ベース板で吸収されてしまう等、ＬＥＤからの光を全て利用
するとの思想は有さない。
【０００９】
　さらに、特許文献３では、放射面やＬＥＤの周辺の底面には反射板が設けられていても
、側面には反射板が設けられていない。このため、ＬＥＤを取り囲むような空間において
、光の多重反射を起こさせて全てのＬＥＤからの光を利用しつつ均一な照明光を得ること
はできない。
【００１０】
　また、特許文献４では、ＬＥＤからの光の進行経路をコントロールすることで、均一な
照明を得ようとするものであり、放射面上の反射部は光の進行方向を変えるために用いら
れている。しかし、これでは光強度が弱められてしまうとともに、多重反射を利用して均
一な光を得ることはできない。
【００１１】
　本発明は、斯かる課題を解決するためになされたもので、光源からの光を高い効率で利
用しながら、光の放射方向の厚みを増大させることなく、放射面から所定の距離離れた面
において均一な照明光を得ることのできる面照明光源装置及び面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】
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【００１２】
　前記目的を達成するため、請求項１に係る発明は、
　光を放射する点光源単体又は複数の点光源の集合体からなる一群の光源と、
　該光源からの光を伝搬してその放射方向の所定位置に放射面を有する光学的に透明な導
光体と、
　該導光体の前記放射面以外の面を閉鎖し、光を反射させる底面及び側面反射部からなる
内側反射手段が設けられ、その底面の中央部に前記光源が配設されたケーシングと、
　前記放射面状に配置された放射側反射手段とを備え、
　前記放射側反射手段は前記導光体内部を伝搬する光を所定の割合で透過及び反射させる
部材からなり、該放射側反射手段の周辺部に開口部を設けると共に、中心部を未開口部と
しておくことによって、前記放射側反射手段の透過光量が前記光源に対向する前記放射面
の中心位置から外方に遠ざかるに従い多くなるように調節されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項２に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記開口部は、前記未開口部から外方に離れるに従って前記開口部の面積が大きくなる
ことを特徴とする。
【００１４】
　請求項３に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記開口部は、予め設定した基準面積と該基準面積に対する該開口部の開口面積との比
を開口率Ａ、定数ｂ、ｃ、前記光源に対向する前記放射面の中心からの距離をｘとして、
これらが以下の関係式（１）、
　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ　　（１）式
　を満たすことを特徴とする。
【００１５】
　請求項４に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記導光体は、空気であることを特徴とする。
【００１６】
　請求項５に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記内側反射手段及前記放射側反射手段を構成する材料は、超微細発泡光反射板材であ
ることを特徴とする。
【００１７】
　請求項６に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記光源に対向する前記放射面の中心から該放射面に沿って前記開口部までの距離をｘ
、前記光源から前記放射側反射手段までの前記放射方向の離間距離をｄ、前記開口部の開
口寸法をａ、前記放射側反射手段の厚さをｔとしたとき、
　ｄ／ｘ＜ｔ／ａ
　の関係を有することを特徴とする。
【００１８】
　請求項７に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記開口部は、丸孔、角孔、環状孔、又は不連続な環状孔を有していることを特徴とす
る。
【００１９】
　請求項８に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記開口部は、側面壁を有し、該側面壁にて反射した反射光を通過させることを特徴と
する。
【００２０】
　請求項９に係る発明は、請求項１～８のいずれかに記載の面照明光源装置において、
　前記放射側反射手段は、前記未開口部に光の反射量を調整する未貫通孔を有しているこ
とを特徴とする。
　請求項１０に係る発明は、請求項１～８のいずれかに記載の面照明光源装置において、
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　前記放射側反射手段は、光の反射量を調整する幅狭の貫通溝を有していることを特徴と
する。
　請求項１１に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記光源は、１個の発光ダイオード又は複数個の発光ダイオードの集合体で形成されて
いることを特徴とする。
　請求項１２に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記ケーシングは、平面視で方形状に形成されていることを特徴とする。
　請求項１３に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記ケーシングは、内部に前記点光源が複数個配設されて、前記各点光源の真上にそれ
ぞれ前記放射側反射手段が設けられていることを特徴とする。
　請求項１４に係る発明は、請求項１に記載の面照明光源装置において、
　前記ケーシングは、内部が複数に区画されて、該区画された底面の中央部にそれぞれ１
個の点光源が配設されて、前記各点光源の真上に前記放射側反射手段が設けられているこ
とを特徴とする。
　請求項１５に係る発明は、請求項１～１４のいずれかに記載の面照明光源装置を複数個
配置することによって構成されたことを特徴とする。

【発明の効果】
【００２１】
　本発明によれば、光源からの光を高い効率で利用しながら、光の放射方向の厚みを増大
させることなく、放射面から所定の距離以上離れた面において均一な照明光を得ることが
できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２２】
　以下、図面に基づき本発明の実施の形態を説明する。
（第１の実施の形態）
　図１Ａ及び図１Ｂは、第１の実施の形態の面照明光源装置の構成を示す図である。
【００２３】
　この面照明光源装置１０は、発光ダイオード等の光を放射する単体又は複数の集合体か
らなる一群の光源１２と、この光源１２からの光を伝搬してその放射方向の所定位置に放
射面１４Ａを有する光学的に透明な導光体１４と、この導光体１４の放射面１４Ａ以外の
面を閉鎖し、光源１２を略中央に配置した無蓋のケーシング１６と、を備えている。
【００２４】
　本実施形態では、ケーシング１６の大きさとして、例えば１０ｃｍ×１０ｃｍ×１．５
ｃｍ（高さ）の直方体を採用している。但し、このケーシング１６の大きさは、これに限
定されるものではない。また、ケーシング１６の材質も、特に限定されるものではないが
、例えば金属や合成樹脂が用いられる。
【００２５】
　導光体１４は、例えば、光学ガラスにより構成することができるし、アクリル樹脂等の
透明度の良いプラスチックを使用することができる。また、シリコン樹脂等の柔軟な透明
プラスチックを用いてもよい。さらに、気体や液体であっても良い。なお、本実施形態で
は、導光体３が空気である場合を例として説明する。
【００２６】
　ケーシング１６と導光体１４との間の全体には、内側反射手段としての底面反射部１８
Ａ及び側面反射部１８Ｂを有する内側反射部１８が設けられている。また、放射面１４Ａ
上には、放射側反射手段としての放射側反射部２０が設けられている。
【００２７】
　これら内側反射部１８及び放射側反射部２０には、いずれも光吸収の少ない材質が用い
られている。そして、内側反射部１８及び放射側反射部２０は、超微細発泡光反射板、チ
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タンホワイトの微粒子をエマルジョン化したもの、ポリテトラフロロエチレン（ｐｏｌｙ
　ｆｌｕｏｒｏ　ｃａｒｂｏｎ）の微粒子のいずれか、またはこれらの組み合わせたもの
からなっている。
【００２８】
　放射側反射部２０は、放射面１４Ａ上に配置され導光体１４の内部を伝搬する光を所定
の割合で反射させる反射面２２ａを有する外方反射部２２と、この外方反射部２２に形成
され光源１２からの光のうち少なくとも１回はいずれかの反射面（反射面２２ａや内側反
射部１８等）で反射された反射光を通過させる開口部２４と、を有している。
【００２９】
　外方反射部２２は、光の放射方向の厚さｔ（図１Ｂ参照）が略均一に形成されている。
この外方反射部２２には、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心側に、同心状に多数の
未貫通孔（ハーフカット孔）２６と、その外周側に幅狭の多数の幅狭溝２７が形成されて
いる。この幅狭溝２７は、放射面１４Ａの中心に対し同心状かつ不連続な環状（方形リン
グ状）に形成されている。すなわち、幅狭溝２７は、未貫通（ハーフカット）の接続部２
３により不連続な方形リング状に形成されている。不連続な方形リング状でないとすると
、放射側反射部２０から外方反射部２２の中心側のみが離脱してしまうからである。
【００３０】
　なお、これら未貫通孔２６及び幅狭溝２７は、光源１２からの光の反射量（又は光の透
過量）を調節するために設けられるものである。
　開口部２４は、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心に対し、放射面１４Ａに沿って
中心軸対称に形成された多数の丸孔（貫通孔）２４１、２４２、・・・２４ｎを有してい
る。これらの丸孔２４には、光を反射する側面壁２４ａが形成されている。光源１２から
放射された光は、少なくとも１回は、内側反射部１８の底面反射部１８Ａ、側面反射部１
８Ｂ、外方反射部２２の反射面２２ａ、又は側面壁２４ａにおいて反射されて開口部２４
を通過する。すなわち、光源１２から放射された光が直接的に開口部２４を通過すること
がないように構成されている。
【００３１】
　開口部２４の丸孔２４１、２４２、・・・２４ｎは、その孔径が均一ではなく、光源１
２に対向する放射面１４Ａの中心から放射面１４Ａに沿って遠ざかるに従い、その径が変
化するように設定されている。その変化の程度については、図３で後述する。
【００３２】
　図２は、放射側反射部２０の拡大断面図を示している。
　外方反射部２２の中心側の未貫通孔２６は、例えば断面Ｖ字状又は断面矩形状の凹部に
形成されている。この未貫通孔２６によって、外方反射部２２の反射量（すなわち、外方
反射部２２の内部を透過する光の透過量）を調整している。この外方反射部２２は、光源
１２との対向面側に光を所定の割合で反射させる反射面２２ａを有するが、光が内部をわ
ずかに透過する性質も有している。このため、未貫通孔２６が形成された部分の外方反射
部２２の厚みを変化させることで、光の透過量を調整している。
【００３３】
　この未貫通孔２６は、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心Ｏの近傍に複数個が形成
されている。この未貫通孔２６は、放射面１４Ａの中心位置Ｏから放射面１４Ａに沿って
外方に遠ざかるに従い、その孔寸法及び深さが大きくなるように形成されている。これは
、光源１２の指向性等に起因して、中心位置Ｏから外方に遠ざかるに従い光量が減少する
ため、それに応じて未貫通孔２６での透過光量が多くなるように調節するためである。
【００３４】
　なお、本実施形態では、未貫通孔２６を、放射側反射部２０の外側面（反射面２２ａと
反対側）に形成した場合について説明したが、これに限らず、放射側反射部２０の内側面
（反射面２２ａと同じ側）に形成してもよい。
【００３５】
　さらに、複数形成された未貫通孔２６の外周側には、放射面１４Ａの中心Ｏを中心軸対



(7) JP 4764962 B2 2011.9.7

10

20

30

40

50

称として幅狭の幅狭溝２７が複数形成されている。この幅狭溝２７も、外方反射部２２の
内部を透過する光の透過量を調整する役目をなす。なお、これら未貫通孔２６と幅狭溝２
７とは、いずれも光の反射量（透過量）を調整するものではあるが、幅狭溝２７は未貫通
孔２６よりも光の反射量（透過量）をより多くの割合で調整することができる。
【００３６】
　また、開口部２４は、光源１２から放射された光が直接的に該開口部２４を通過しない
ような位置及び大きさに形成されている。これは、光源１２から放射された光が開口部２
４を直接的に通過すると、放射側反射部２０を通過した光の光束が強すぎることになるた
めである。この場合は、放射面１４Ａから光の放射方向に所定距離離間した位置での光の
分布を均一にするのは困難となる。
【００３７】
　よって、本実施形態では、光源１２からの光のうち少なくとも１回はいずれかの反射面
で反射された反射光のみを開口部２４にて通過させるようにしている。このために、開口
部２４の位置及び大きさは、次の条件を満足するように放射側反射部２０に形成されてい
る。
【００３８】
　すなわち、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心Ｏから放射面１４Ａに沿って開口部
２４までの最小距離をｘ、光源１２から外方反射部２２までの放射方向の離間距離をｄ、
開口部２４の直径をａ、外方反射部２２の厚さをｔとしたとき、
　ｄ／ｘ＜ｔ／ａ
　の関係を有する。
【００３９】
　これにより、光源１２から放射された光が直接的に開口部２４を通過するのが防止され
る。また、光源１２から放射された光は、少なくとも１回は内側反射部１８の反射面又は
外方反射部２２の反射面２２ａ、あるいは開口部２４の側面壁２４ａにて反射した反射光
のみを通過させることになる。このため、放射側反射部２０を通過した光（反射光）によ
り、放射面１４Ａから所定距離離れた位置での光の分布が均一になる。
【００４０】
　更に、この開口部２４も、放射面１４Ａの中心位置Ｏから外方に遠ざかるに従い、その
孔径が大きくなるように形成されている。
　すなわち、予め設定した基準面積に対する開口部２４の面積和の比率を開口率Ａ（所定
部分の開口部２４の面積／基準面積）とし、
　ｂ、ｃを定数、
　ｘ（ｍｍ）を光源１２に対向する放射面１４Ａの中心Ｏからの距離としたとき、概略
　　　　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ
　の関係を有する。
【００４１】
　これは、図３に示すように、横軸に距離ｘをとり縦軸に開口率Ａをとると、いわゆる２
次曲線となる。なお、開口率Ａ＝１は全開の状態を意味する。
　この図３で、本実施形態では、ｂ＝０．０００３７５とし、また、定数ｃは、例えば光
源１２に対向する放射面１４Ａの中心Ｏに未貫通孔２６があればｃ＝０．０４に設定して
おく。これにより、ｘ＝０の点の開口率Ａ＝０．０４となる。
【００４２】
　この図３に示すように、開口率Ａは、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心Ｏから放
射面１４Ａに沿って外方に遠ざかるに従い距離の２乗に比例して大きくなっている。具体
的には、図１Ａで示すように、放射面１４Ａの中心Ｏから外方に遠ざかるに従い、開口部
２４の大きさ（径）が大となるように設計している。
【００４３】
　本実施形態によれば、開口部２４では、光源１２からの光のうち少なくとも１回はいず
れかの反射面で反射された反射光を通過させるようにしたので、放射側反射部２０の表面
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から光の放射方向に所定の距離（例えば５ｍｍ）以上離れた面において均一な照明光を得
ることができた。
【００４４】
　また、本実施形態では、外方反射部２２での光の反射量を調節する未貫通孔２６と幅狭
溝２７を設けたので、光源１２からの光を微妙にコントロールして均一な照明光を得るこ
とができる。
【００４５】
　さらに、開口率Ａを数式で定義することで、開口部２４の寸法を定量的に設定すること
ができる。このため、開口部２４の加工作業が容易となる。
（第２の実施の形態）
　図４は、第２の実施の形態の面照明光源装置の構成を示す図である。
【００４６】
　なお、本実施形態では、図１Ｂに示した光源１２、導光体１４、及びケーシング１６の
図示を省略し、放射側反射部３０のみを図示している。
　本実施形態の放射側反射部３０は、放射面１４Ａ上に配置され導光体１４の内部を伝搬
する光を所定の割合で反射させる反射面３２ａを有する外方反射部３２と、この外方反射
部３２に形成され光源１２からの光のうち少なくとも１回はいずれかの反射面（反射面３
２ａや内側反射部１８等）で反射された反射光を通過させる開口部３４と、を有している
。
【００４７】
　外方反射部３２は、光の放射方向の厚さｔ（図１Ｂ参照）が略均一に形成されている。
この外方反射部３２には、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心側に、同心状に多数の
未貫通孔（ハーフカット孔）３６と、その外周側に幅狭の多数の幅狭溝３７が形成されて
いる。この幅狭溝３７は、放射面１４Ａの中心に対し同心状かつ不連続な環状（方形リン
グ状）に形成されている。すなわち、幅狭溝３７は、接続部３３により不連続な方形リン
グ状に形成されている。不連続な方形リング状でないとすると、放射側反射部３０から外
方反射部３２の中心側のみが離脱してしまうからである。
【００４８】
　なお、これら未貫通孔３６及び幅狭溝３７は、前述したように、光源１２からの光の反
射量（又は光の透過量）を調節するために設けられるものである。すなわち、不均一な照
明が生じるのを防止し、均一な照明を得ることができるようにしている。
【００４９】
　また、開口部３４は、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心から放射面１４Ａに沿っ
て外方に、所定の間隔を隔てて中心軸対称に方形リング状の環状孔３４１、３４２、・・
・３４ｎが形成されている。この環状孔３４は、その幅寸法が均一ではなく、光源１２に
対向する放射面１４Ａの中心から放射面１４Ａに沿って遠ざかるに従い、その寸法が変化
している。その変化の程度については、図３で説明した通りである。この環状孔３４には
、光を反射する側面壁３４ａが形成されている。
【００５０】
　光源１２から放射された光は、少なくとも１回は、図１Ｂに示した内側反射部１８の底
面反射部１８Ａ、側面反射部１８Ｂ、外方反射部３２の反射面３２ａ、又は側面壁３４ａ
において反射されて開口部３４を通過する。すなわち、光源１２から放射された光が直接
的に開口部３４を通過することがないように構成されている。
【００５１】
　また、外方反射部３２には、隣接する環状孔３４ｎ，３４ｎ－１の間を接続する接続部
３３が形成されている。この接続部３３は、放射面１４Ａの中心から放射状に延びている
。本実施形態では、方形リング状の環状孔３４が中心軸対称に形成されているので、これ
らを接続するものがないと外方反射部３２がばらばらに離脱してしまう。これを防止する
ため、接続部３３によりこれらを一体的に接続している。
【００５２】
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　なお、この接続部３３は、その位置、大きさ、方向を任意に設定したのでは、均一な照
明光を得ることが困難となる。そこで、接続部３３の位置、大きさ、方向は実験によって
最適な条件から求めている。
（第３の実施の形態）
　図５は、第３の実施の形態の面照明光源装置の構成を示す図である。
【００５３】
　なお、本実施形態では、図１Ｂに示した光源１２、導光体１４、及びケーシング１６の
図示を省略し、放射側反射部４０のみを図示している。
　本実施形態の放射側反射部４０は、放射面１４Ａ上に配置され導光体１４の内部を伝搬
する光を所定の割合で反射させる反射面４２ａを有する外方反射部４２と、この外方反射
部４２に形成され光源１２からの光のうち少なくとも１回はいずれかの反射面（反射面４
２ａや内側反射部１８等）で反射された反射光を通過させる開口部４４と、を有している
。
【００５４】
　外方反射部４２は、光の放射方向の厚さｔ（図１Ｂ参照）が略均一に形成されている。
この外方反射部４２には、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心側に、同心状かつ不連
続な幅狭の多数の円形リング状の幅狭溝４７が形成されている。すなわち、円形リング状
の幅狭溝４７は、接続部４３により不連続な環状に形成されている。不連続な環状とした
のは、若しも連続な環状に形成したとすると、放射側反射部４０から外方反射部４２の中
心側のみが離脱してしまうからである。
【００５５】
　なお、この幅狭溝４７は、光源１２からの光の反射量（又は光の透過量）を調節するた
めに設けられるものである。また、この外方反射部４２の中心側に、必要に応じて未貫通
孔（ハーフカット孔）を設けてもよい。
【００５６】
　開口部４４は、光源１２に対向する放射面１４Ａの中心に対し中心軸対称に形成された
多数の丸孔（貫通孔）４４１、４４２、・・・４４ｎを有している。これらの丸孔４４に
は、光を反射する側面壁４４ａが形成されている。光源１２から放射された光は、少なく
とも１回は、図１Ｂに示した内側反射部１８の底面反射部１８Ａ、側面反射部１８Ｂ、外
方反射部４２の反射面４２ａ、又は側面壁４４ａにおいて反射されて開口部４４を通過す
る。すなわち、光源１２から放射された光が直接的に開口部４４を通過することがないよ
うに構成されている。
【００５７】
　開口部２４の各丸孔４４１、４４２、・・・４４ｎは、その孔径が均一ではなく、光源
１２に対向する放射面１４Ａの中心から放射面１４Ａに沿って遠ざかるに従い、その径が
変化するように設定されている。その変化の程度については、図３で説明した通りである
。
【００５８】
　なお、以上説明した各実施形態では、開口部２４、３４，４４の形状として丸孔や方形
リング状の連続的又は不連続な環状孔として説明したが、これらに限らない。例えば、開
口部２４、３４，４４が角孔であってもよいし、円形リング状の環状孔であってもよい。
（第４の実施の形態）
　図６は、面照明光源装置１０を複数配置して構成された面照明装置１０’の実施形態を
示す図である。なお、図１と同一又は相当する部材には同一の符号を付している。
【００５９】
　なお、この面照明装置１０’は、内容把握を容易にするため放射側反射部２０の図示を
省略している。実際には、面照明光源装置１０の夫々について、放射側反射部２０が形成
されている。
【００６０】
　本実施形態によれば、個々の面照明光源装置１０の放射面１４Ａから光の放射方向に所
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このため、複数の面照明光源装置１０をマトリクス状に配置すれば、必要な領域範囲にお
いて均一な照明光を得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００６１】
【図１Ａ】第１の実施形態の面照明光源装置の平面図である。
【図１Ｂ】同上の断面正面図である。
【図２】同上の放射側反射部の拡大断面図である。
【図３】同上の放射側反射部の開口率の曲線を示す図である。
【図４】第２の実施形態の面照明光源装置における放射側反射部の平面図である。
【図５】第３の実施形態の面照明光源装置における放射側反射部の平面図である。
【図６】面照明装置の概略の外観斜視図である。
【符号の説明】
【００６２】
１０　　　面照明光源装置
１０’　　面照明装置
１２　　　光源
１４　　　導光体
１４Ａ　　放射面
１６　　　ケーシング
１８　　　内側反射部
１８Ａ　　底面反射部
１８Ｂ　　側面反射部
２０　　　放射側反射部
２２　　　外方反射部
２２ａ　　反射面
２３　　　接続部
２４　　　開口部
２４１・・・２４ｎ　　丸孔
２４ａ　　側面壁
２６　　　未貫通孔
２７　　　幅狭溝
３０　　　放射側反射部
３２　　　外方反射部
３２ａ　　反射面
３３　　　接続部
３４　　　開口部
３４１・・・３４ｎ　　環状孔
３４ａ　　側面壁
３６　　　未貫通孔
３７　　　幅狭溝
４０　　　放射側反射部
４２　　　外方反射部
４２ａ　　反射面
４３　　　接続部
４４　　　開口部
４４１・・・４４ｎ　　丸孔
４４ａ　　側面壁
４７　　　幅狭溝
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