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(57)【要約】
【課題】簡易な構造により、配光を広げることができる
照明装置を提供する。
【解決手段】指向性があるＬＥＤモジュール１と、ＬＥ
Ｄモジュール１を内部に収容し、ＬＥＤモジュール１か
らの光を透過する透光性カバー８とを備える照明装置１
００において、少なくとも一部が光拡散性を有する透光
性カバー８においてＬＥＤモジュール１から出射される
光の少なくとも一部を１次反射させ、１次反射した光を
更にＬＥＤモジュール１の光出射方向の反対側に設けた
反射体７によりＬＥＤモジュール１の光出射方向と異な
る方向に反射させるように構成してある。この結果、透
光性カバー８の少なくとも一部を光拡散性を有するよう
に構成し、適切に形成した反射体７をＬＥＤモジュール
１の光出射方向の反対側に設けるという簡易な構造によ
り、配光を広げることができる。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指向性がある光源と、該光源を内部に収容し、前記光源からの光を透過する透光性収容
体とを備える照明装置において、
　前記光源から出射される光の少なくとも一部を、配光を広げるべく、前記透光性収容体
の内部において反射させる反射体を備えることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記透光性収容体の少なくとも一部は、光拡散性を有することを特徴とする請求項１に
記載の照明装置。
【請求項３】
　前記反射体は、前記光源の光出射方向の反対側に設けられており、
　前記透光性収容体で反射した光を、光出射方向とは異なる方向に反射することを特徴と
する請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記反射体は、前記光源の光出射方向と交叉する方向に突設された反射部を備えること
を特徴とする請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記反射部は、前記光源からの光を、前記透光性収容体と前記反射体の間で複数回反射
させることにより配光を広げるように構成してあることを特徴とする請求項４に記載の照
明装置。
【請求項６】
　前記透光性収容体は、前記光源の光出射方向に設けられた第１部分と、該第１部分の前
記光源の側に設けられ、前記第１部分よりも光透過性の高い第２部分とからなることを特
徴とする請求項１から５の何れか一つに記載の照明装置。
【請求項７】
　前記透光性収容体の前記光源の光出射方向に位置する部分には、該光源の側に凹ませて
なる拡散部が設けてあることを特徴とする請求項１から６の何れか一つに記載の照明装置
。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指向性がある光源を有し、配光を広げるように構成された照明装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　室内又は屋外の照明に用いられる照明装置として、従来、白熱電球、蛍光灯等の光源を
備える照明装置が用いられている。近年、発光ダイオード（以下ＬＥＤという）の高輝度
化が進むと共に、青色ＬＥＤが開発されたことにより、青色ＬＥＤを用いて白色光を得る
ことができる白色ＬＥＤが実用化されている。この結果、小型、低消費電力、長寿命等の
特性を有するＬＥＤを光源として備える照明装置が種々提案されている（例えば、特許文
献１参照）。
【０００３】
　特許文献１に開示された照明装置は、ＬＥＤを光源とするランプであって、白熱電球用
のソケットに取付け可能な電球底部と、該電球底部に接合された電球基台と、該電球基台
に設けられ、ＬＥＤからの光を反射させる傾斜面を有する熱伝導基台と、該熱伝導基台に
配設され、ＬＥＤチップを有する複数の金属製放熱体とを備えている。この構成により、
ＬＥＤチップからの熱は金属製放熱体を介して熱伝導基台に伝達されるから、ＬＥＤチッ
プの温度上昇を抑えることができ、温度上昇に伴うＬＥＤの性能低下を防止することがで
きる。また、ＬＥＤからの光を熱伝導基台の傾斜面において反射させることにより、光束
を集中して明るさを増加させることができる。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実用新案登録第３１０８６５０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、白熱電球、蛍光灯等の従来の光源は、光の指向性が弱い光源であり、全方向
に光を照射することができる。一方、ＬＥＤは、光の指向性が強い光源であり、従来の光
源と比較すると、照射範囲が狭くなる。ＬＥＤの配光特性は、ランバート分布であり、Ｌ
ＥＤから出射される光は、ＬＥＤの光中心を通る鉛直線となす角度が９０°以下の範囲に
全て含まれ、光度が最大値（鉛直線上の光度）の半分となる鉛直線となす角度は約６０°
である（指向角は約１２０°である）。このため、例えば、従来の白熱電球の代替として
ＬＥＤを用いる場合、配光を広げるように照明装置を構成する必要がある。
【０００６】
　ところが、特許文献１に係る照明装置は、指向性が強いＬＥＤの光を集中させてＬＥＤ
の光出射方向の明るさを増加させるように構成してあるが、広配光化に関しての記載はな
く、配光を広げることは意図していない。このため、ＬＥＤの光出射方向は明るく照明す
ることができるが、ＬＥＤの光出射方向と異なる方向は暗くなり、例えば天井に宙吊り状
態にて設置する場合、ＬＥＤの指向角は狭いから、天井面の照度が低下し、また壁面に設
置する場合、壁面の照度が低下してしまい、用途が限られてしまう。
【０００７】
　そこで、例えば、ＬＥＤの数を増加して、全方向に光を出射することが可能なようにＬ
ＥＤを配置するように照明装置を構成することが考えられる。しかしながら、このように
構成した照明装置は、使用するＬＥＤの数が増加すると共に、これらのＬＥＤ夫々の温度
上昇を抑えるべく放熱対策を施す必要があり、構造が複雑化するという問題があった。
【０００８】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、簡易な構造により、配光を広げるこ
とができる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】
【０００９】
　本発明に係る照明装置は、指向性がある光源と、該光源を内部に収容し、前記光源から
の光を透過する透光性収容体とを備える照明装置において、前記光源から出射される光の
少なくとも一部を、配光を広げるべく、前記透光性収容体の内部において反射させる反射
体を備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明にあっては、指向性がある光源から出射される光の少なくとも一部を、照明装置
の配光を広げるべく、光源を収容する透光性収容体の内部において反射させる反射体を備
えているから、光源からの光の一部を光源の光出射方向と異なる方向にも出射させること
が可能となり、配光を広げることができる。
【００１１】
　本発明に係る照明装置は、前記透光性収容体の少なくとも一部は、光拡散性を有するこ
とを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、透光性収容体の少なくとも一部は、光拡散性を有しているから、こ
の透光性収容体の光拡散性を有する部分にて光源からの光の一部を反射して、指向性があ
る光源の光出射方向と異なる方向にも出射させることが可能となる。透光性収容体の少な
くとも一部を光拡散性を有するようにするという簡易な構造により、配光を広げることが
できる。
【００１３】
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　本発明に係る照明装置は、前記反射体は、前記光源の光出射方向の反対側に設けられて
おり、前記透光性収容体で反射した光を、光出射方向とは異なる方向に反射することを特
徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、光源の光出射方向の反対側に反射体を設け、該反射体により光源の
光出射方向とは異なる方向に光を反射するように構成してある。これにより、透光性収容
体において反射された光が反射体にて更に反射されたとき、反射した光の向きは、指向性
がある光源の光出射方向と異なる方向となる。この結果、光源の光出射方向の反対側に反
射体を設けるという簡易な構造により、配光を広げることができる。
【００１５】
　本発明に係る照明装置は、前記反射体は、前記光源の光出射方向と交叉する方向に突設
された反射部を備えることを特徴とする。
【００１６】
　本発明にあっては、反射体は、光源の光出射方向と交叉する方向に突設された反射部を
備えている。例えば、反射体の他の部分、透光性収容体等において光源の光出射方向と略
同一方向に光が反射されたときに、反射部において更に反射されることになる。このよう
に透光性収容体等による反射光を光源の光出射方向と異なる方向に導くことができ、更に
配光を広げることができる。
【００１７】
　本発明に係る照明装置は、前記反射部は、前記光源からの光を、前記透光性収容体と前
記反射体の間で複数回反射させることにより配光を広げるように構成してあることを特徴
とする。
【００１８】
　本発明にあっては、光源からの光を、透光性収容体と反射体の間で複数回反射させるこ
とにより配光を広げるように反射部を構成してある。例えば、前記反射部を光源の近傍に
設けることにより、透光性カバーと反射体の間で複数回の多重反射した光も後方へと導く
ことが可能となり、更に配光を広げることができる。
【００１９】
　本発明に係る照明装置は、前記透光性収容体は、前記光源の光出射方向に設けられた第
１部分と、該第１部分の前記光源の側に設けられ、前記第１部分よりも光透過性の高い第
２部分とからなることを特徴とする。
【００２０】
　本発明にあっては、光源の光出射方向に設けられた第１部分と、該第１部分の光源の側
に設けられ、第１部分よりも光透過性の高い第２部分とから透光性収容体を構成している
。光源から出射された光の一部は、第１部分において光源の側へ（後方へ）反射されて、
光透過性の高い第２部分に入射し、殆ど反射されることなく該第２部分から外部に出射さ
れることになる。この結果、透光性収容体を透過性の異なる２つの部分を有するように構
成するという簡素な構造により、光度が高い中心部の光束の一部を後方へ導くことが可能
となり、配光を広げると共に後方への光度を増すことができる。
【００２１】
　本発明に係る照明装置は、前記透光性収容体の前記光源の光出射方向に位置する部分に
は、該光源の側に凹ませてなる拡散部が設けてあることを特徴とする。
【００２２】
　本発明にあっては、透光性収容体の光源の光出射方向に位置する部分に該光源の側に凹
ませてなる拡散部を設けているから、光源から出射した光は、拡散部により光源の光出射
方向と異なる方向に拡散される。透光性収容体に拡散部として凹部を設けるという簡素な
構造により、光度が高い中心部の光束を光源の光出射方向と異なる方向に導くことが可能
となり、配光を広げることができる。
【発明の効果】
【００２３】
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　本発明によれば、簡易な構造により、配光を広げることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明装置の模式的外観斜視図である。
【図２】実施の形態１に係る照明装置の模式的分解斜視図である。
【図３】実施の形態１に係る照明装置の模式的縦断面図である。
【図４】異なる形状の透光性カバーを有する照明装置の模式的外観図である。
【図５】ＬＥＤモジュールからの光を広配光化する説明図である。
【図６】広配光化に有効な光の中心部範囲を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態２に係る照明装置の模式的外観図である。
【図８】実施の形態２に係る照明装置の模式的分解斜視図である。
【図９】異なる形状の透光性カバーを有する照明装置の模式的外観図である。
【発明を実施するための形態】
【００２５】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて詳述する。
（実施の形態１）
　図１は、本発明の実施の形態１に係る照明装置１００の模式的外観斜視図である。図２
は、実施の形態１に係る照明装置１００の模式的分解斜視図である。図３は、実施の形態
１に係る照明装置１００の模式的縦断面図である。
【００２６】
　図中１は、指向性がある光源であるＬＥＤモジュールである。ＬＥＤモジュール１は、
矩形のセラミック（例えば、酸化アルミニウム）基板と、該セラミック基板の一面の中央
部に密集して実装された複数（例えば、３６個）のＬＥＤ素子と、該複数のＬＥＤ素子を
封止し、蛍光体が分散された封止樹脂と、入力及び出力端子とを備えてなる高密度実装型
のＬＥＤモジュールである。ＬＥＤモジュール１は、このようにＬＥＤ素子を多数実装し
てなるから、点光源ではなく、ある程度の広がりを有する光を発する。このＬＥＤモジュ
ール１には、貫通孔１１，１１が設けてある。
【００２７】
　ＬＥＤモジュール１は、後述する反射体が取付けられる反射基台２に設けてある。反射
基台２は、円錐台状をなし、ＬＥＤモジュール１がその一面（上底の面）２１ａに取付け
てある光源取付部２１と、該光源取付部２１の下底に連設された連設部２２と、該連設部
２２の光源取付部２１の逆側に設けられ、後述する放熱体に係合する係合部２３とを備え
ている。光源取付部２１の一面２１ａには、適長離隔して２つのネジ穴２１ｂ，２１ｂが
設けてある。連設部２２は、係合部２３の側が縮径された略円錐台形状を有しており、図
３に示すように、縮径部の縦断面形状は円弧状である。この反射基台２には、ＬＥＤモジ
ュール１の貫通孔１１，１１に挿通させたネジ（図示せず）を光源取付部２１のネジ穴２
１ｂ，２１ｂに螺合させることによりＬＥＤモジュール１が固定してある。反射基台２は
、アルミニウム等の金属製であり、一体成形してある。
【００２８】
　この反射基台２は、ＬＥＤモジュール１において生じた熱を外部に放散する放熱体３に
設けてある。放熱体３は、円錐台状をなす放熱台３１を備えている。放熱体３の放熱台３
１の一面（上底の面）３１ａの中央部には、反射基台２の係合部２３が係合する係合穴３
１ｃが設けてある。なお、放熱台３１の一面３１ａと反射基台２の連設部２２の係合部２
３の側の面は、略同一形状に形成してある。放熱台３１の他面３１ｂの側の周縁には鍔部
３２が周設してある。放熱台３１の他面３１ｂの中央部には、円筒形をなす放熱筒３３が
立設してある。
【００２９】
　放熱筒３３の内面の放熱台３１の側には、凹部３３ａが周方向に２等配をなして形成し
てある。また、放熱筒３３の外周面には、径方向外向きに軸長方向に沿って突設された複
数のフィン３４，３４…が周方向に等配をなして設けてある。複数のフィン３４，３４…
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の軸長方向の一端は、放熱体３の放熱台３１の他面３１ｂに連設してある。なお、複数の
フィン３４，３４…は、図示の如く、放熱筒３３の軸長方向の一側（伝熱台３１の側）か
ら他側に向けて突設高さを連続的に低くしてある。放熱体３は、アルミニウム等の金属製
であり、一体成形してある。この放熱体３には、反射基台２の係合部２３を係合穴３１ｃ
に係合することにより前述の反射基台２が固定してある。これにより、光源であるＬＥＤ
モジュール１の設置面（光源取付部２１の一面２１ａ）が放熱体３より底上げされること
になる。また、反射基台２及び放熱体３は熱伝導率の大きな材料製であるから、ＬＥＤモ
ジュール１において発生した熱は、反射基台２を介して放熱体３に効率良く伝達され、外
部に放散され、ＬＥＤモジュール１の温度上昇を抑制することが可能となる。なお、この
反射基台２及び放熱体３は、例えば、係合部２３として雄ネジ部を、係合穴３１ｃとして
雌ネジ部を夫々形成して、螺合により固定してある。
【００３０】
　また、放熱体３には、絶縁ケース４を介して口金５が設けてある。絶縁ケース４は、円
筒状をなし、放熱体３を保持する放熱体保持筒４１と、円筒状をなし、口金５を保持する
口金保持筒４２と、放熱体保持筒４１及び口金保持筒４２を連結する連結部４３とを備え
ている。これら放熱体保持筒４１、口金保持筒４２及び連結部４３は、例えば、磁器等の
電気絶縁性材料製であり、一体成形してある。
【００３１】
　放熱体保持筒４１には、放熱体３の放熱筒３３に設けた凹部３３ａに係合する係合部４
４が周方向に２等配をなして形成してある。係合部４４は、放熱体保持筒４１と一体形成
され、放熱体保持筒４１の軸長方向に沿って延びる腕部と、該腕部の延設端に設けられた
係合爪とを有してなる。この絶縁ケース４は、放熱体３の放熱筒３３の側から放熱体保持
筒４１の内部に挿入し、係合部４４を凹部３３ａに係合させることにより、放熱体３に一
体化してある。
【００３２】
　口金５は、有底円筒形状を有しており、電球用のソケットと螺合するための螺子加工が
円筒部に施されてなる一極端子５１と、口金５の底面に突設された他極端子５２とを備え
ている。これら一極端子５１と他極端子５２とは絶縁してある。なお、口金５の円筒部の
外形状は、例えばＥ１７又はＥ２６のねじ込み形口金と同一形状に形成してある。口金５
は、口金保持筒４２を口金５の内部に挿入して固定することにより、絶縁ケース４と一体
化してある。
【００３３】
　このように一体化された放熱体３と絶縁ケース４とにより形成される空洞内には、電源
回路部６が収容してある。電源回路部６は、回路基板６１上に複数の回路部品を実装して
なる。この電源回路部６には、口金５の一極端子５１及び他極端子５２がリード線（図示
せず）を介して電気的に接続してある。電源回路部６は、ＬＥＤモジュール１とリード線
（図示せず）を介して電気的に接続してある。なお、リード線ではなく、ピンプラグを用
いて電気的に接続するようにしてもよい。
【００３４】
　反射基台２及び放熱体３には、ＬＥＤモジュール１の光出射方向と交叉する方向に突設
された反射部をＬＥＤモジュール１の近傍に有する反射体７が設けてある。反射体７は、
反射基台２及び放熱体３の表面を覆うように形成してあり、図３に示すように、ＬＥＤモ
ジュール１の側が縮径された円錐台状の外形を有する第１反射部７１と、ＬＥＤモジュー
ル１の光出射方向と交叉する方向に突設された反射部としての第２反射部７２と、ＬＥＤ
モジュール１の側が縮径された円錐台状の外形を有する第３反射部７３とを有している。
反射体７は、第２反射部７２と第３反射部７３との間が細くなっており、例えば、第３反
射部７３により光がＬＥＤモジュール１の光出射方向に反射されたとき、第２反射部７２
により光出射方向とは異なる方向に反射されることになる。詳細については後述する。
【００３５】
　反射体７は、高い反射率を有する材料製であり、例えば、広範囲の波長領域の光に対し
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て高光反射率であるＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）を基材とする材料製、拡散剤
が適宜添加されたポリカーボネート樹脂製等である。なお、反射体７は、図２に示すよう
に、２つの反射板７０，７０からなり、反射板７０，７０を反射基台２にねじ止め等によ
り固定することにより、反射基台２に一体化して取付けてある。
【００３６】
　放熱体３の鍔部３２には、ＬＥＤモジュール１を内部に収容し、該ＬＥＤモジュール１
からの光を透過する透光性収容体としての透光性カバー８が設けてある。透光性カバー８
は、円筒部８１と、該円筒部８１の一側に連設され、円筒部８１の一側を覆う半球殻部８
２とからなる。なお、透光性カバー８は一体成形してある。透光性カバー８は、半透過性
（例えば、光透過率５０％）のカバーであり、例えば、耐衝撃性及び耐熱性に優れ、拡散
剤が適宜添加された乳白色のポリカーボネート樹脂製である。
【００３７】
　この透光性カバー８は、図３に示すように、端部を放熱体３の鍔部３２に当接した状態
にて、放熱体３に取付けてある。反射体７及び透光性カバー８は、同心的に設けてあり、
光源モジュール１の中心が透光性カバー８の軸心と一致するようにしてある。なお、以上
の反射基台２、放熱体３、絶縁ケース４、口金５及び透光性カバー８はねじ込み式により
夫々組み付けるように構成してあることが望ましい。
【００３８】
　図４は、異なる形状の透光性カバーを有する照明装置２００の模式的外観図である。照
明装置２００の透光性カバー８ａは、円筒部８１と、該円筒部８１の一側に連設された湾
曲部８２ａと、ＬＥＤモジュール１の光出射方向に位置する部分を平板状にすべく形成さ
れた円板部８３とからなる。なお、透光性カバー８ａは一体成形してある。その他の構成
は、図１乃至図３に示す照明装置１００と同様であるため、対応する構成部材に図１乃至
図３と同一の参照符号を付して、その構成の詳細な説明を省略する。
【００３９】
　以上のように構成された照明装置は、口金５を電球用のソケットと螺合することにより
商用交流電源に接続される。この状態にて、電源を投入したとき、口金５を介して交流電
流が電源回路部６に供給され、該電源回路部６にて整流された直流電流がＬＥＤモジュー
ル１に供給され、ＬＥＤモジュール１が点灯する。
【００４０】
　図５は、ＬＥＤモジュール１からの光を広配光化する説明図である。図６は、広配光化
に有効な光の中心部範囲を示す図である。図５及び図６において、照明装置２００の透光
性カバー８ａを有する照明装置を例に説明する。以下、ＬＥＤモジュール１の光中心を通
る方向を鉛直方向、ＬＥＤモジュール１の光中心を通る方向と直交する方向を水平方向と
して、ＬＥＤモジュール１の光出射方向を前方とし、ＬＥＤモジュール１の光出射方向の
反対側を後方として説明する。なお、説明の便宜上、透光性カバー８ａによる光の散乱が
ないものとして説明する。
【００４１】
　図５（ａ）に示すように、ＬＥＤモジュール１が放熱体３の上面（図において上側の面
）に取付けてある場合、ＬＥＤモジュール１からの光の一部は、透光性カバー８ａにおい
てＬＥＤモジュール１の光出射方向と異なる方向、後方へ反射（１次反射）される。反射
された光の一部はそのまま透光性カバー８ａから外部へ出射される一方、他の部分は放熱
体３の上面にて更に前方へ反射される。透光性カバー８ａは、前述したように、ＬＥＤモ
ジュール１の光出射方向に位置する部分を平板状にしてある。この結果、ＬＥＤモジュー
ル１からの光をある程度拡散して照明装置としての指向角を若干広げることができる。
【００４２】
　なお、平板状に形成する範囲、及び該平板状の部分（照明装置２００の円板部８３に対
応する部分）とＬＥＤモジュール１との間隔は、図６に示す広配光化に有効な光の中心部
の範囲θに応じて決定してある。広配光化に有効な光の中心部の範囲θとは、光度の高い
中央部光束を含む範囲であり、指向性がある光源の指向角に基づいて決定してある。光度
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の高い中央部光束を後方へ分散させるべく、広配光化に有効な光の中心部の範囲θにある
透光性カバーを平板状にすることにより、効率的に広配光化を行うことが可能となる。広
配光化に有効な光の中心部の範囲θは、本実施の形態に係る照明装置２００においては、
θ≒６０°である。
【００４３】
　図５（ｂ）に示す照明装置は、ＬＥＤモジュール１の設置面を放熱体３の上面より底上
げすべく、ＬＥＤモジュール１を放熱体３の上面から突設させた反射体７ａの突設端に取
付けて、ＬＥＤモジュール１を透光性カバー８ａの中央近傍に位置させるように構成して
ある。この構成により、ＬＥＤモジュール１から出射して透光性カバー８ａにおいて後方
へ１次反射された光のうち、放熱体３の上面にて更に前方へ反射される割合が減少するか
ら、後方への光度を増すことができる。
【００４４】
　図５（ｃ）に示す照明装置は、図５（ｂ）に示す照明装置の反射体７ａの放熱体３の側
にＬＥＤモジュール１の側が縮径された円錐台状をなす反射部７１ｂを形成してなる反射
体７ｂを備えている。この構成により、ＬＥＤモジュール１から出射して透光性カバー８
ａにおいて後方へ１次反射された光のうち、一部の光は反射部７１ｂにより水平方向へ反
射されるから、放熱体３の上面にて更に前方へ反射される割合が更に減少する。本発明に
係るＬＥＤモジュール１のように点光源ではなく、ある程度の広がりを有する光を発する
光源を用いる場合においても、透光性カバー８ａによる１次反射の光を効率良く水平方向
又は後方へ導くことができる。この結果、後方への光度を増すことができ、照明装置とし
ての指向角を広くすることができる。
【００４５】
　図５（ｄ）は、前述した照明装置２００の模式図である。この構成において、図５（ｃ
）に示す照明装置と同様に、透光性カバー８ａによる１次反射の光を効率良く水平方向又
は後方へ導くことができる。また、透光性カバー８ａによる１次反射の光が、第１反射部
７１又は第２反射部７３により水平方向へ反射され、更に透光性カバー８ａにおいて反射
（２次反射）した場合に、２次反射の光が第２反射部７３により前方へ反射されたときに
、図５（ｄ）に示すように、ＬＥＤモジュール１の光出射方向と交叉する方向に突設され
た第２反射部７２により後方へ反射される。これにより、２次反射、３次反射の光も後方
へと導くことが可能となる。この結果、後方への光度を更に増すことができ、照明装置と
しての指向角を広くすることができる。例えば、ＬＥＤモジュール１が発する光のうち所
定割合を、ＬＥＤモジュール１の光中心を通る鉛直線となる角度を９０°よりも大きい範
囲、即ち後方に出射させることが可能となる。なお、図５（ｄ）の照明装置２００におい
て、透光性カバー８ａとして、拡散性の高い透光性カバーを用いた場合、換言するとＬＥ
Ｄモジュール１からの光が全方向に散乱した場合においても、ＬＥＤモジュール１の光度
が高い中心部の光束は水平方向又は後方へと反射される傾向が強いため、同様に後方への
光度を増すことができる。
【００４６】
　以上のように構成された本実施の形態に係る照明装置１００，２００においては、指向
性があるＬＥＤモジュール１から出射される光の一部を、光拡散性を有する材料製である
透光性カバー８，８ａにおいて１次反射させ、１次反射した光を更にＬＥＤモジュール１
の光出射方向の反対側に設けた反射体７によりＬＥＤモジュール１の光出射方向と異なる
方向に反射させるように構成してある。この結果、透光性カバー８，８ａを光拡散性を有
する材料製にし、適切に形成した反射体７をＬＥＤモジュール１の光出射方向の反対側に
設けるという簡易な構造により、配光を広げることができる。
【００４７】
　また、反射体７は、ＬＥＤモジュール１の光出射方向と交叉する方向に突設された第２
反射部７２をＬＥＤモジュー１の近傍に備えているから、第２反射部７２により、２次反
射、３次反射等の透光性カバー８，８ａと反射体７の間で複数回の多重反射した光も後方
へと導くことが可能となる。この結果、後方への光度を更に増すことができ、照明装置と
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しての指向角を広くすることができる。
【００４８】
　また、透光性カバー８ａは、ＬＥＤモジュール１の光出射方向に位置する部分を平板状
にしてあるから、ＬＥＤモジュール１から出射された光の一部がＬＥＤモジュール１の光
出射方向の反対側に反射されることになる。この結果、光度が高い中心部の光束の一部を
光出射方向の反対側、後方へ導くことが可能となり、配光を広げると共に後方への光度を
増すことができる。
【００４９】
　なお、本実施の形態においては、第１反射部７１及び第３反射部７３を円錐台状の外形
を有するように形成してあるが、ＬＥＤモジュール１に向けて縮径されるように傾斜する
傾斜面を有するように形成してあればよく、例えば、半球面状の外形を有するように形成
してもよい。
【００５０】
　また、本実施の形態において、第２反射部７２は、第３反射部７３の側が縮径された略
円錐台形状を有しており、縮径部の縦断面形状を円弧状にしているが、第２反射部７２の
形状はこれに限定されず、第３反射部７３により光がＬＥＤモジュール１の光出射方向に
反射されたとき、第２反射部７２により光出射方向とは異なる方向に反射することができ
るように、ＬＥＤモジュール１の光出射方向と交叉する方向に突設してあればよい。
【００５１】
　また、本実施の形態において、反射体７は、第１反射部７１、第２反射部７２及び第３
反射部７３を備えてなるが、例えば、図５（ｃ）に示したように、少なくとも何れか一つ
を備えるように構成してあれば配光を広げる効果を得ることができる。また、図５（ｂ）
に示したように、ＬＥＤモジュール１の設置面を放熱体３の上面より底上げすることによ
り、後方への光度を増すことができる。
【００５２】
　また、本実施の形態において、反射体７と反射基台２及び放熱体３との外形が略同一に
なるように構成してあるが、反射体７が前述したような形状を有していればよく、反射基
台２及び放熱体３の形状はこの形状に限定されない。
【００５３】
　また、本実施の形態においては、反射基台２と放熱体３を別体に設けているが、一体成
形してもよい。
【００５４】
　さらに、本実施の形態において、透光性カバー８，８ａは、光拡散性を有する材料製で
あるとしているが、透光性カバー８，８ａの少なくとも一部が光拡散性を有するように構
成してあればよい。
【００５５】
（実施の形態２）
　図７は、本発明の実施の形態２に係る照明装置３００の模式的外観図である。図８は、
実施の形態２に係る照明装置３００の模式的分解斜視図である。
【００５６】
　本実施の形態においては、反射基台を用いずに、ＬＥＤモジュール１を放熱体３ａに直
接設置するように構成してある。放熱体３ａは、円錐台状をなす放熱台３６を備えている
。放熱台３６の一面（上底の面）３６ａには、適長離隔して２つのネジ穴３６ｂ，３６ｂ
が設けてある。放熱体３ａのその他の構成は、実施の形態２に係る放熱体３と同様である
ので、説明を省略する。
【００５７】
　この放熱体３ａには、反射体７ｃが設けてある。反射体７ｃは、放熱体３ａの表面を覆
うように形成してあり、ＬＥＤモジュール１の側が縮径された円錐台状の外形を有する反
射部７１ｃを有している。
【００５８】
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　放熱体３ａには、ＬＥＤモジュール１を内部に収容し、ＬＥＤモジュール１からの光を
透過する透光性カバー８ｂが設けてある。透光性カバー８ｂは、ＬＥＤモジュール１の光
出射方向に設けられた半球殻状をなす第１部分８５と、該第１部分８５のＬＥＤモジュー
ル１の側に設けられ、第１部分８５よりも光透過性の高い円筒状をなす第２部分８６とを
備えている。第１部分８５は、半透過性のカバーであり、例えば、拡散剤が適宜添加され
た乳白色のポリカーボネート樹脂製である。第２部分８６は、透過性のカバーであり、例
えば、透明なポリカーボネート樹脂製である。第１部分８５及び第２部分８６はねじ込み
式により一体化されて放熱体３ａに取付けてある。なお、以上の放熱体３ａ、絶縁ケース
４、口金５及び透光性カバー８ｂはねじ込み式により夫々組み付けるように構成してある
ことが望ましい。その他の構成は、図１乃至図３に示す実施の形態１と同様であるため、
対応する構成部材に図１乃至図３と同一の参照符号を付して、その構成の詳細な説明を省
略する。
【００５９】
　本実施の形態に係る照明装置３００においては、指向性があるＬＥＤモジュール１から
出射される光の一部を、透光性カバー８ｂの第１部分８５により１次反射させ、１次反射
した光を更にＬＥＤモジュール１の光出射方向の反対側に設けた反射体７ｃによりＬＥＤ
モジュール１の光出射方向と異なる方向に反射させるように構成してある。この結果、簡
易な構造により、配光を広げることができる。
【００６０】
　透光性カバー８ｂの第２部分８６を第１部分８５よりも光透過性の高い材料製としてい
るから、第１部分８５により１次反射した光又は反射体７ｃにより水平方向に反射した光
は殆ど反射されることなく第２部分８６から外部に出射されることになる。この結果、透
光性カバー８ｂを透過性の異なる２つの部分から構成するという簡素な構造により、光度
が高い中心部の光束の一部を後方へ導くことが可能となり、配光を広げると共に後方への
光度を増すことができる。
【００６１】
　なお、本実施の形態において、第１部分８５を半透過性のカバーとし、第２部分８６を
透過性のカバーとしているが、これに限定されず、第２部分８６の方が第１部分８５より
も光透過性の高い材料製であればよい。また、本実施の形態においては、第１部分８５と
第２部分８６とを別体に構成してあるが、光透光性の異なる２つの部分から構成されてい
ればよく、第１部分８５と第２部分８６とを一体成形してもよいことは言うまでもない。
【００６２】
　また、透光性カバーの形状及び構成は、実施の形態１及び２に係る照明装置において述
べた形状及び構成に限定されず、ＬＥＤモジュール１からの光のうち光度が高い中心部の
光束をＬＥＤモジュール１の光出射方向と異なる方向に導くことが可能なように構成して
あればよい。図９は、異なる形状の透光性カバーを有する照明装置４００の模式的外観図
である。図９に示す照明装置４００の透光性カバー８ｃは、円筒部８１と、該円筒部８１
の一側に連設された湾曲部８２ａと、ＬＥＤモジュール１の光出射方向に位置する部分を
平板状にすべく形成された円板部８３とからなり、該円板部８３の略中央には、ＬＥＤモ
ジュール１の側に円錐状に凹ませてなる拡散部８３ａが設けてある。その他の構成は、図
４に示す照明装置２００と同様であるため、対応する構成部材に図４と同一の参照符号を
付して、その構成の詳細な説明を省略する。
【００６３】
　この照明装置４００においては、ＬＥＤモジュール１から出射した光が拡散部８３ａに
よりＬＥＤモジュール１の光出射方向と異なる方向に拡散されるから、透光性カバー８ｃ
に拡散部８３ａとして凹部を設けるという簡素な構造により、光度が高い中心部の光束を
ＬＥＤモジュール１の光出射方向と異なる方向に導くことが可能となり、配光を広げるこ
とができる。
【００６４】
　なお、図９における照明装置４００において、拡散部８３ａは、円錐形状を有している
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が、ＬＥＤモジュール１からの光のうち光度が高い中心部の光束をＬＥＤモジュール１の
光出射方向と異なる方向に導くことが可能なような形状を有しておればよく、例えば、半
球形状を有していてもよい。また、このような拡散部は、実施の形態１に係る照明装置１
００に対しても適用可能である。
【００６５】
　また、実施の形態１においては、主として反射体の形状により広配光化を図っており、
実施の形態２においては、主として透光性カバーの構成により広配光化を図っているが、
これらを組み合わせてもよいことは言うまでもない。
【００６６】
　また、以上の実施の形態においては、光源として複数のＬＥＤ素子が実装されてなるＬ
ＥＤモジュール１を用いているが、これに限定されず、他のタイプのＬＥＤ、ＥＬ（Ｅｌ
ｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）等を用いてもよい。
【００６７】
　更に、以上の実施の形態においては、電球用のソケットに取付ける照明装置を例に説明
したが、前述した広配光化する構造はこのような照明装置に限定されず、他のタイプの照
明装置にも適用可能であり、その他、特許請求の範囲に記載した事項の範囲内において種
々変更した形態にて実施することが可能であることは言うまでもない。
【符号の説明】
【００６８】
　１　ＬＥＤモジュール（光源）
　２　反射基台
　３，３ａ　放熱体
　７，７ａ，７ｂ，７ｃ　反射体
　７２　第２反射部（反射部）
　８，８ａ，８ｂ，８ｃ　透光性カバー（透光性収容体）
　８３ａ　拡散部
　８５　第１部分
　８６　第２部分
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