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(57)【要約】
【課題】輝度ムラが抑制された照明装置を提供する。
【解決手段】固体発光素子を含む光源２０と、光源２０
から入射された光を出射する光学部材１０と、を備え、
光学部材１０は、光源２０からの光が入射する入射面１
０１と、入射面１０１から入射した光を出射する出射面
１０２とを備え、入射面１０１は、光源２０からの光が
直接的に入射する入射部１１１と、入射部１１１に入射
した光を反射する反射部１１２とを有する環状の突起部
１１を備え、突起部１１は平面視において第一の形状で
あり、出射面１０２の少なくとも一部には、光を拡散す
る複数の光拡散部１３が所定の配置パターンで配置され
、第一の形状は所定の配置パターンの形状と異なる。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　固体発光素子を含む光源と、
　前記光源から入射された光を出射する光学部材と、を備え、
　前記光学部材は、前記光源からの光が入射する入射面と、前記入射面から入射した光が
出射する出射面とを備え、
　前記入射面は、前記光源からの光が直接的に入射する入射部と、前記入射部に入射した
光を反射する反射部とを有する環状の突起部を備え、
　前記突起部は平面視において第一の形状を有し、
　前記出射面の少なくとも一部には、光を拡散する複数の光拡散部が所定の配置パターン
で配置され、
　前記第一の形状は、前記所定の配置パターンの形状と異なる
　照明装置。
【請求項２】
　前記光拡散部は、隣接する前記光拡散部間に隙間がないように配置される
　請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記光拡散部は、球面状の形状を有する
　請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記所定の配置パターンの形状は、前記光学部材の光軸を中心とする螺旋形状である
　請求項１～３のいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部材を備える照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤスポットライトやＬＥＤユニバーサルダウンライトなど、様々な配光バリエーシ
ョンのある照明装置が提案されている。これらの照明装置を用いると、例えば店舗や食品
スーパー、居住空間などにおいて、用途に合わせた光の演出（空間演出）を行うことがで
きる。
【０００３】
　ＬＥＤスポットライトやＬＥＤユニバーサルダウンライトなどでは、配光バリエーショ
ンを制御するために光源の照射方向側に光学レンズを設置して用いることが多い。光学レ
ンズには様々な種類があり、所望の用途に合わせて選択した光学レンズを設置することで
拡散や狭角から広角まで幅広く配光を制御することができる。これにより、例えば、スポ
ット的に照射物を照らすなど用途に合わせた様々な光の演出を行うことができる。
【０００４】
　従来、光学レンズを薄く小さくするために、光学レンズとしてフレネルレンズを採用す
ることが提案されている（例えば特許文献１）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００７－１３４３１６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、従来の照明装置においては、輝度ムラが発生するという問題がある。
【０００７】
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　そこで、本発明は、上述の事情を鑑みてなされたもので、輝度ムラが抑制された照明装
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】
【０００８】
　上記目的を達成するために、本発明に係る照明装置の一態様は、固体発光素子を含む光
源と、前記光源から入射された光を出射する光学部材と、を備え、前記光学部材は、前記
光源からの光が入射する入射面と、前記入射面から入射した光が出射する出射面とを備え
、前記入射面は、前記光源からの光が直接的に入射する入射部と、前記入射部に入射した
光を反射する反射部とを有する環状の突起部を備え、前記突起部は平面視において第一の
形状を有し、前記出射面の少なくとも一部には、光を拡散する複数の光拡散部が所定の配
置パターンで配置され、前記第一の形状は、前記所定の配置パターンの形状と異なる。
【０００９】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記光拡散部は、隣接する前記光拡散
部間に隙間がないように配置される構成としてもよい。
【００１０】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記光拡散部は、球面状の形状を有す
構成としてもよい。
【００１１】
　また、本発明に係る照明装置の一態様において、前記所定の配置パターンの形状は、前
記光学部材の光軸を中心とする螺旋形状である構成としてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、輝度ムラが抑制された照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、実施の形態に係る照明装置の分解斜視図である。
【図２】図２は、実施の形態に係る照明装置の断面図である。
【図３】図３は、実施の形態に係る光学部材の断面図である。
【図４】図４は、実施の形態に係る光学部材の出射面を示す図である。
【図５】図５は、実施の形態に係る光学部材の出射面の中心付近を示す拡大図である。
【図６】図６は、実施の形態に係る光学部材の一部拡大断面図である。
【図７】図７は、光学部材の光拡散部が形成された出射面を示す図である。
【図８】図８は、光学部材の光拡散部が形成された出射面の中心付近を示す拡大図である
。
【図９】図９は、出射面に光拡散部が形成された光学部材の一部拡大断面図である。
【図１０】図１０は、光学部材に入射される光源からの光の光路の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　（本発明の基礎となる知見）
　本発明の実施の形態に関する説明に先立って、本発明の基礎となる知見について説明す
る。ここでは、光源として集積型のＬＥＤモジュールを用い、複数の環状の突起部を有す
るフレネルレンズを光学部材として用いる照明装置において、輝度ムラを抑制する技術に
ついて説明する。
【００１５】
　光源として集積型のＬＥＤモジュールを用いる照明装置においては、フレネルレンズに
よって配光制御された出射光に、集積されたＬＥＤチップの行列状の配置パターンに対応
する輝度ムラが発生する場合がある。以下、当該輝度ムラを抑制するために、光学部材の
出射面に多数の微小な光拡散部（凹凸部）を形成する技術について説明する。
【００１６】
　図７は、光学部材９０の光拡散部が形成された出射面を示す図である。ここで、出射面
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とは、光源から光学部材９０に入射された光が出射される側の面であり、入射面とは、光
源からの光が光学部材９０に直接入射される側の面である。図７に示される網目状の実線
が、各光拡散部の輪郭を示す。また、図７に示される中心点Ｃ２は、出射面上において光
軸が通る点を示す。さらに、図７には、光拡散部の輪郭の他に、光学部材９０の入射面に
形成された環状の突起部の一部の稜線が点線によって示されている。図７に示されるよう
に、突起部は中心点Ｃ２を中心とする同心円状に形成されている。
【００１７】
　図８は、図７に示される光学部材９０の出射面の中心点Ｃ２付近を示す拡大図である。
図８に示されるように、光学部材９０の出射面の光拡散部は、中心点Ｃ２を中心とするほ
ぼ同心円状の配置パターンで配置されている。すなわち、光拡散部は、隣り合う光拡散部
が、中心点Ｃ２を中心とする同心円に沿って並ぶように配置されている。
【００１８】
　図９は、光学部材９０の光軸を通る断面の一部を拡大して示す図である。図９に示され
るように、光学部材９０の出射面に形成された光拡散部９３は、同一の曲率半径を有する
凸状の球面形状に形成されている。また、光学部材９０の入射面には、光源からの光が直
接的に入射する入射部９１１と、入射部９１１に入射した光を反射する反射部９１２とを
有する環状の突起部９１が形成されている。
【００１９】
　図７、図８及び図９に示されるような光学部材９０を用いることによって、光源におけ
るＬＥＤチップの配置に対応する輝度ムラは抑制される。
【００２０】
　しかしながら、光学部材９０を用いた場合には、出射光の外周に環状の輝度ムラが発生
することが判明した。当該輝度ムラについて、図１０を用いて説明する。
【００２１】
　図１０は、光学部材９０に入射される光源からの光の光路の概略図である。図１０に示
されるように、光学部材９０の入射面には、環状の突起部９１が複数形成される。突起部
９１は、光源からの光が直接的に入射する入射部９１１と、入射部９１１に入射した光を
反射する反射部９１２とを有する。光学部材９０の突起部９１に光源から直接的に入射す
る光の大部分が、図１０に示される光路Ｐ１、Ｐ２、Ｐ３及びＰ４のような光路に沿って
伝播する。すなわち、突起部９１に入射される光（Ｐ１参照）は、突起部９１の入射部９
１１に入射し、屈折されて突起部９１内を伝播した後（Ｐ２参照）、反射部９１２で反射
され、配光制御した角度方向へ行き（図１０は狭角の場合）、出射面に入射して（Ｐ３参
照）、出射面から出射する（Ｐ４参照）。しかしながら、突起部９１に入射される光の一
部は、図１０に示される光路Ｐ５、Ｐ６及びＰ７、並びに、光路Ｐ８、Ｐ９及びＰ１０の
ような光路に沿って伝播する。すなわち、突起部９１の入射部９１１に入射した光の一部
（Ｐ５及びＰ８参照）は、反射部９１２によって反射されることなく出射面まで伝播し（
Ｐ６及びＰ９参照）、光学部材９０によって適切に配光制御されることなく出射する（Ｐ
７及びＰ１０参照）。
【００２２】
　このような光学部材９０によって適切に配光制御されることなく出射する光は、光学部
材９０の入射面に同心円状に形成された各突起部９１において発生するため、出射光の外
周に、同心円状の輝度ムラが発生する。なお、光学部材９０の出射面に形成された光拡散
部９３によって、この輝度ムラは、十分に抑制されない。すなわち、光拡散部９３は突起
部９１の平面視における形状と同様に同心円状の配置パターンで配置されているため、中
心点Ｃ２を中心とする同一円周上の光の光拡散部９３による径方向における屈折の向きは
、当該同一円周上の各位置において大きく異ならない。また、当該同一円周上の光は、周
方向においては、光拡散部９３によって様々な向きに屈折されて拡散されるが、同心円状
の光が周方向に拡散しても、光全体としての輝度分布の変化は小さい。したがって、上記
の輝度ムラの原因となる同心円状の光（図１０のＰ７及びＰ１０）は、同心円状に配置さ
れた光拡散部９３を透過しても、ほぼ同心円状の輝度分布を維持したまま、光学部材９０
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の出射面から出射する。すなわち、光拡散部９３によって、出射光の外周における輝度ム
ラは十分に抑制されない。この輝度ムラは、照明装置を使用する際、壁面、床面などの光
照射面に環状の照度ムラとなって現れる。
【００２３】
　なお、輝度ムラを抑制するための手段として、例えば、光学部材９０の出射面にシボ加
工を施して、出射光を拡散させる手段が考えられる。しかしながら、光学部材９０の出射
面に輝度ムラを十分抑制し得る程度のシボ加工を施すと、シボ加工部における光の反射成
分が増大し、また、拡散の度合いも大きくなる。したがって、出射光の中心付近における
光度が大幅に低下するという問題が発生する。
【００２４】
　本発明は、上記知見に基づいてなされたものであり、照明装置の輝度ムラを抑制するこ
とを目的とする。さらに、本発明の実施の形態における、照明装置の出射光の中心付近に
おける光度低下を抑制する手段についても説明する。
【００２５】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、以下に説明
する実施の形態は、いずれも本発明の好ましい一具体例を示すものである。したがって、
以下の実施の形態で示される、数値、形状、材料、構成要素、構成要素の配置位置及び接
続形態、工程（ステップ）、工程の順序などは、一例であって本発明を限定する主旨では
ない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位概念を示す独
立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説明される。
【００２６】
　なお、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。また、各図に
おいて、実質的に同一の構成に対しては同一の符号を付しており、重複する説明は省略又
は簡略化する。
【００２７】
　（実施の形態）
　まず、本発明の実施の形態に係る照明装置について、図を用いて説明する。
【００２８】
　図１は、実施の形態に係る照明装置の分解斜視図である。
【００２９】
　図２は、図１に示される照明装置の断面図である。
【００３０】
　図１及び図２に示される照明装置１は、例えばスポットライトや下方に光を照射するダ
ウンライトなどの照明器具に用いられる。
【００３１】
　図１及び図２に示されるように、照明装置１は、光学部材１０と、光源２０と、反射板
３０と、器具本体４０と、枠体５０とを備える。照明装置１は、図１に示されるように、
器具本体４０と光源２０と反射板３０と光学部材１０と枠体５０とがこの順で積層されて
構成される。
【００３２】
　以下、照明装置１における各構成部材について詳細に説明する。
【００３３】
　［光源２０］
　まず、光源２０について説明する。
【００３４】
　光源２０は、例えば発光素子を有する発光モジュールであって、所定の光を放射状に出
射するＬＥＤ光源である。光源２０は、例えば白色光を出射するように構成されている。
光源２０は、基台２０ｂと、基台２０ｂ上に実装されたベアチップ（ＬＥＤチップ）であ
る複数のＬＥＤ２０ａと、それらＬＥＤ２０ａを封止し、蛍光体を含む封止部材とを備え
る。なお、本実施の形態では、封止部材は全てのＬＥＤ２０ａを一括封止しているが、封
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止部材の構成はこれに限られない。ライン状に配列されたＬＥＤ２０ａの配列方向に沿っ
て複数本のライン状に封止部材を形成する構成としてもよい。
【００３５】
　また、図２に示される照明装置１において、光源２０の光軸は鉛直方向（図で下方向）
である。
【００３６】
　基台２０ｂは、複数のＬＥＤ２０ａを実装するための実装基板であって、例えばセラミ
ックス基板、樹脂基板又は絶縁被覆されたメタルベース基板などである。また、基台２０
ｂは、例えば平面視において矩形形状である平面を有する板状であり、基台２０ｂの底面
（図２の上側）が器具本体４０に取り付けられて固定される。なお、図示しないが、基台
２０ｂには、ＬＥＤ２０ａ（光源２０）を発光させるための直流電力を外部から受電する
ための一対の電極端子（正電極端子及び負電極端子）が形成されている。
【００３７】
　［反射板３０］
　次に、反射板３０について説明する。反射板３０は、反射機能を有し、光源２０からの
光が入射する開口である入射口と、入射口から入射した光が反射板３０から出射する開口
である出射口とを有する。反射板３０は、内径が入射口から出射口に向かって漸次大きく
なるように構成された円環枠状（漏斗状）であり、例えばポリブチレンテレフタレート（
ＰＢＴ）など硬質の白色樹脂材料を用いて形成することができる。
【００３８】
　反射板３０の内周面は、光源２０からの光を反射する反射面となっており、入射口から
入射した光を反射させて出射口から出射させるように構成されている。
【００３９】
　なお、反射板３０は、アルミニウムなどの金属材料により形成するとしてもよい。また
、反射板３０は、樹脂により形成され、反射板３０の内面に、反射面として、銀やアルミ
ニウムなどの金属材料からなる金属蒸着膜（金属反射膜）を形成するとしてもよい。
【００４０】
　［器具本体４０］
　次に、器具本体４０について説明する。器具本体４０は、光源２０を内部で支持する。
【００４１】
　本実施の形態では、器具本体４０は、光源２０が取り付けられる取付台である。また、
器具本体４０は、光源２０で発生する熱を放熱するヒートシンクとしても機能する。器具
本体４０は、金属材料を用いて略円柱状に形成され、例えばアルミダイカスト工程を経て
形成される。
【００４２】
　具体的には、器具本体４０は、光源２０を取り付けるための取付部を有する。つまり、
器具本体４０は、光源２０を取付部に取り付けることで光源２０を固定する。なお、器具
本体４０に光源２０を固定する構成は、器具本体４０に光源２０を直接固定する構成に限
られない。例えば、器具本体４０の取付部に放熱部材（ヒートシンク）を介して、光源２
０を固定する構成としてもよい。
【００４３】
　また、図１に示されるように、器具本体４０の下部（図１で下部）には、下方に向かっ
て突出する複数の放熱フィンが設けられている。これにより、光源２０で発生する熱を効
率よく放熱させることができる。
【００４４】
　［枠体５０］
　次に、枠体５０について説明する。枠体５０は、例えば灯具であり、器具本体４０に取
り付けられることで、器具本体４０と枠体５０とで光学部材１０と反射板３０とを固定す
る。
【００４５】
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　枠体５０の上端部（図２で上端部）には、径方向の外向きに突出するフランジが周方向
に亘って一体に形成されている。また、枠体５０の上部には、光学部材１０を通過した光
源２０からの光が入射する入射口が設けられている。また、枠体５０の下部には、枠体５
０に入射した光を外部に出射させる出射口が設けられている。これら入射口及び出射口は
円形状に開口されている。
【００４６】
　枠体５０は、器具本体４０と同様に、金属材料を用いて略円柱状に形成され、例えばア
ルミダイカスト工程を経て形成される。
【００４７】
　［光学部材１０］
　次に、光学部材１０について説明する。光学部材１０は、器具本体４０に固定された光
源２０と対向する位置に配置され、光源２０から入射された光を出射する。
【００４８】
　本実施の形態における光学部材１０は、枠体５０の内底面に固定され、光学部材１０の
入射面（図２で上側面）から入射した光源２０の光を入射面に対向する出射面（図２で下
側面）から出射させる。
【００４９】
　光学部材１０は、透光性材料を用いて形成されており、例えばＰＭＭＡ（アクリル）、
ポリカーボネートなどの透明樹脂材料、又は、ガラス材料などの透明材料を用いて形成す
ることができる。
【００５０】
　ここで、光学部材１０について、図３～図６を用いて詳述する。
【００５１】
　図３は、実施の形態に係る光学部材の一例の断面図である。
【００５２】
　図４は、実施の形態に係る光学部材の一例の出射面を示す図である。
【００５３】
　図５は、実施の形態に係る光学部材の一例の出射面の中心付近の拡大図である。
【００５４】
　図６は、実施の形態に係る光学部材の一例の断面の一部を拡大して示した図である。
【００５５】
　図３に示されるように、光学部材１０は、光源２０からの光が入射される入射面１０１
と、入射面１０１から入射された光を出射する出射面１０２とを備える。また、入射面１
０１は、複数の環状の突起部１１と、中央部１２とを備える。
【００５６】
　また、各突起部１１は円環状であり、図６に示されるように、光源２０からの光が直接
的に入射する入射部１１１と、入射部１１１に入射した光を反射することで光を出射する
反射部１１２とを備える。
【００５７】
　また、図６に示されるように、光学部材１０の出射面１０２は、光を拡散する複数の光
拡散部１３を備える。出射面１０２が備える光拡散部１３は、図４及び図５に示されるよ
うな配置パターンで配置される。図４及び図５に示される網目状の実線が、各光拡散部１
３の輪郭を示す。本実施の形態では、光拡散部１３は、球面状の形状を有する。また、図
４及び図５に示される中心点Ｃ１は、出射面上において光軸が通る点を示す。さらに、図
４には、光拡散部１３の輪郭の他に、光学部材１０の入射面１０１に形成された突起部１
１の一部の稜線が点線によって示されている。図４に示されるように、複数の突起部１１
は中心点Ｃ１を中心とする同心円状に形成されている。
【００５８】
　図５に示されるように、光拡散部１３は、中心点Ｃ１付近においては、ほぼ同心円状に
配置されるが、それ以外の出射面１０２の領域においては、光拡散部１３は中心点Ｃ１を
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中心としてほぼ螺旋形状（渦巻き形状）に配置される。
【００５９】
　［作用］
　ここで、本実施の形態に係る照明装置１の主に光学部材１０の作用について説明する。
図１０を用いて上述したように、本実施の形態に係る光学部材１０を用いた場合にも、光
源２０からの光のうち環状の突起部１１の反射部１１２に入射することなく、出射面１０
２に到達する環状の光が発生し得る。
【００６０】
　上述したように、当該環状の光の周方向に沿って、光拡散部が配置されている場合には
、当該環状の光に起因する輝度ムラを抑制できない。すなわち、フレネルレンズからなる
光学部材の入射面に形成された環状の突起部の平面視における形状と、光学部材の出射面
に形成された光拡散部の配置パターンの形状とが一致する場合には、出射光の外周におけ
る環状の輝度ムラを抑制できない。そこで、本実施の形態では、光学部材１０の突起部１
１の平面視における形状と、光拡散部１３の配置パターンの形状とを一致させない構成を
採用している。これにより、出射光の外周における輝度ムラを抑制できる。
【００６１】
　以下、本実施の形態における、突起部１１の平面視における形状と、光拡散部１３の配
置パターンの形状との関係について詳述する。
【００６２】
　本実施の形態に係る光学部材１０の各突起部１１は、図４に示されるように、平面視に
おいて円環状の形状を有する。したがって、突起部１１の入射部１１１から入射されて反
射部１１２によって反射されずに出射面１０２に到達する光も円環状の形状を有する。一
方、光拡散部１３の配置パターンは、図４及び図５に示されるように、螺旋形状である。
【００６３】
　したがって、本実施の形態では、隣り合う光拡散部１３の配列方向が、上記円環状の光
の周方向に一致しない。これにより、当該円環状の光の光拡散部１３による径方向におけ
る屈折の方向は、光の周方向の位置によって大きく異なる。そのため、当該円環状の光は
、径方向の広い範囲に拡散されるため、照明装置１の出射光の外周における輝度ムラが抑
制される。
【００６４】
　本実施の形態では、光拡散部１３の配置パターンの形状として、螺旋形状を採用したが
、配置パターンの形状はこれに限られない。照明装置１の輝度ムラの原因となる環状の光
の径方向と、当該環状の光の光路上における隣接する光拡散部１３の配列方向とが一致し
ないような任意の予め定められた規則性を有する配置パターンの形状が採用され得る。ま
た、突起部１１の平面視における形状と光拡散部１３の配置パターンの形状とが一致しな
いように、突起部１１の平面視における形状を円形以外の形状に変えてもよい。
【００６５】
　また、本実施の形態では、光学部材１０の中心点Ｃ１付近の光拡散部１３の、上記円環
状の光に起因する輝度ムラに対する影響は小さいため、中心点Ｃ１付近の光拡散部１３は
、同心円状の配置パターンで配置されている。しかしながら、中心点Ｃ１付近の光拡散部
１３も、螺旋形状の配置パターンで配置してもよい。
【００６６】
　また、本実施の形態では、光拡散部１３は、図４及び図５に示されるように、隣接する
光拡散部１３間に隙間がないように配置されている。このように配置することで、光拡散
部１３の配置パターンの形状に対応する輝度ムラが発生することを抑制することができる
。
【００６７】
　また、各光拡散部１３の寸法及び曲率半径は、出射光の光度を大幅に低下させることな
く、輝度ムラを抑制できるように最適化され得る。
【００６８】
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　また、本実施の形態では、光拡散部１３の形状を凸状の球面形状としたが、光拡散部１
３の形状はこれに限られず、凹状の球面形状としてもよい。
【００６９】
　［効果など］
　以上に述べたとおり、本実施の形態に係る照明装置１は、集積されたＬＥＤ２０ａから
なる光源２０と、光源２０から入射された光を出射する光学部材１０とを備える。そして
、光学部材１０は、光源２０からの光が入射する入射面１０１と、入射面１０１から入射
する光を出射する出射面１０２とを備える。また、入射面１０１は、光源２０からの光が
直接的に入射する入射部１１１と、入射部１１１に入射した光を反射する反射部１１２と
を有する環状の突起部１１を備える。さらに、出射面１０２の少なくとも一部には、光を
拡散する複数の光拡散部１３が所定の配置パターンで配置され、当該所定の配置パターン
の形状は、突起部１１の平面視における形状と異なる。
【００７０】
　この構成により、本実施の形態に係る照明装置１においては、光学部材１０が備える突
起部１１の入射部１１１から入射して、反射部１１２によって反射されることなく出射面
１０２に到達する環状の光を光拡散部１３によって拡散させることができる。したがって
、本実施の形態に係る照明装置１においては、出射光の外周における輝度ムラを抑制する
ことが可能となる。
【００７１】
　また、本実施の形態に係る照明装置１においては、さらに、光拡散部１３が、隣接する
光拡散部１３間に隙間ができないように配置されている。
【００７２】
　この構成により、本実施の形態に係る照明装置１においては、光拡散部１３の配置パタ
ーンの形状に対応する輝度ムラを抑制することができる。
【００７３】
　本実施の形態に係る照明装置１においては、さらに、光拡散部１３は、球面状の形状を
有する。
【００７４】
　この構成により、照明装置１の出射光の中心光度を大幅に低下させることなく、輝度ム
ラを抑制することができる。また、この構成によれば、シボ加工などを用いて光拡散を行
う場合に比べて、光拡散の度合いを制御し易い。また、光拡散部１３の形状を金型によっ
て成型する場合、球面状の光拡散部１３は、シボ加工状の形状の光拡散部より、容易にか
つ再現性よく成型できる。
【００７５】
　（変形例など）
　以上、本発明に係る照明装置について、実施の形態に基づいて説明したが、本発明は、
これらの実施の形態に限定されない。
【００７６】
　例えば、上記実施の形態では、光源２０としてベアチップである複数のＬＥＤ２０ａが
基台２０ｂに直接実装されたＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）型の発光モジュール
を採用したが、他の固体発光素子を用いてもよい。例えば、光源として、表面実装（ＳＭ
Ｄ：Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型ＬＥＤを基台２０ｂに実装したＳＭ
Ｄ型の発光モジュールを用いてもよい。また、有機ＥＬ素子など他の固体発光素子を用い
てもよい。
【００７７】
　また、上記実施の形態では、光拡散部１３の配置パターンの形状として螺旋形状を採用
したが、突起部１１の平面視における形状と異なる配置パターンの形状は、これに限られ
ない。例えば、突起部１１の平面視における形状が同心円状であれば、光拡散部１３の配
置パターンの形状としては、矩形形状などが採用され得る。また、光源２０におけるＬＥ
Ｄ２０ａの配置パターンに対応する輝度ムラを抑制するために、光拡散部１３の配置パタ
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。
【００７８】
　また、上記実施の形態では、光源２０において複数のベアチップであるＬＥＤ２０ａを
用いたが、単一のＬＥＤチップを用いてもよい。この構成においては、例えば、単一のＬ
ＥＤチップの配光パターンに輝度ムラがある場合に、光学部材１０から出射される光の輝
度ムラを抑制することができる。
【００７９】
　また、上記実施の形態では、全ての光拡散部１３の曲率半径を同一とする構成を採用し
たが、光拡散部１３毎に曲率半径を変えてもよい。
【００８０】
　また、上記実施の形態では、球面状の光拡散部１３を採用したが、光拡散部１３の形状
は、これに限られない。例えば、微小な平面を組み合わせたファセット状の形状などが採
用され得る。
【００８１】
　また、上記実施の形態では、反射板３０を用いたが、反射板３０を用いなくてもよい。
【００８２】
　その他、実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態、又は、
本発明の趣旨を逸脱しない範囲で実施の形態又は変形例における構成要素及び機能を任意
に組み合わせることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【００８３】
　１　照明装置
　１０、９０　光学部材
　１１、９１　突起部
　１２　中央部
　１３、９３　光拡散部
　２０　光源
　２０ａ　ＬＥＤ
　２０ｂ　基台
　３０　反射板
　４０　器具本体
　５０　枠体
　１０１　入射面
　１０２　出射面
　１１１、９１１　入射部
　１１２、９１２　反射部
　Ｃ１、Ｃ２　中心点
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