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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基台に複数の発光モジュールが搭載された照明用光源であって、
　前記基台は、第１基台部と、この第１基台部の上面の中央部から逆錐台状に突出してい
る第２基台部とから構成され、
　前記複数の発光モジュールは、前記第１基台部の上面に配置された少なくとも１つの第
１の発光モジュールと、前記第２基台部の上面に配置された少なくとも１つの第２の発光
モジュールとから構成され、
　前記第２基台部を上方から前記第１基台部へ投影した場合において、その投影域内に前
記少なくとも１つの第１の発光モジュールにおける発光面の一部が存在し、その投影域外
に発光面の残りの部分が存在し、
　前記第２基台部の側面が、光反射面を構成している
　ことを特徴とする照明用光源。
【請求項２】
　前記第２基台部が、上方から視て円形をしており、
　前記第１の発光モジュールは単数であって、円環状の発光面を有し、
　当該発光面の内縁部が、前記投影域内に存在する
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項３】
　前記第２基台部が、上方から視て円形をしており、
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　前記第１の発光モジュールが複数あって、それぞれが有する発光面は、前記投影域の周
方向に沿って所定間隔おきに配置され、且つ前記投影域内に前記各発光面の少なくとも一
部が存在する
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項４】
　前記第２基台部が、上方から視て多角形をしており、
　前記第１の発光モジュールが単数であって、多角環状の発光面を有し、
　当該発光面の内縁部が、前記投影域内に存在する
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項５】
　前記第２基台部が、上方から視て多角形をしており、
　前記第１の発光モジュールが複数あって、それぞれが有する発光面は、前記投影域の外
周形状に沿って所定間隔おきに配置され、且つ前記投影域内に前記各発光面の少なくとも
一部が存在する
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項６】
　前記第１の発光モジュールは、複数の発光素子を含み、
　前記投影域内に前記複数の発光素子のうちの一部が存在し、且つ前記投影域の外に残り
の前記発光素子が存在する
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項７】
　前記第１の発光モジュールは複数あって、これら複数の前記第１の発光モジュールが、
前記第１基台部の上面の形状に合わせて並べて配置されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項８】
　前記第２の発光モジュールは単数であって、当該第２の発光モジュールは、前記第２基
台部に装着する装着面を有し、
　この装着面が、前記第２基台部の上面の形状に合わせて形成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項９】
　前記第２の発光モジュールは複数あって、これら複数の前記第２の発光モジュールが、
前記第２基台部の上面の形状に合わせて並べて配置されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項１０】
　前記第１および第２の発光モジュールは、いずれも複数の発光素子を含み、
　前記第２の発光モジュールにおける前記発光素子の総数は、前記第１の発光モジュール
における前記発光素子の総数より多い
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項１１】
　前記基台は、金属材料からなる
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項１２】
　前記第２基台部の光反射面が、鏡面または拡散面に仕上げられている
　ことを特徴とする請求項１記載の照明用光源。
【請求項１３】
　前記第１基台部と前記第２基台部とは、別体で構成されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項１４】
　前記照明用光源は、さらに、外部からの電力の供給を受ける給電用口金と、
　この給電用口金と前記第１および第２の発光モジュールとの間の電力供給経路中に介挿
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され、前記第１および第２の発光モジュールを点灯制御する点灯回路と、
　前記第１および第２の発光モジュールを覆うグローブとを備え、
　前記基台が、前記第１および第２の発光モジュールで発生した熱を放熱するヒートシン
クを構成している
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明用光源。
【請求項１５】
　前記点灯回路は、前記第１の発光モジュールのみを点灯制御する第１点灯手段と、前記
第２の発光モジュールのみを点灯制御する第２点灯手段とを有している
　ことを特徴とする請求項１４に記載の照明用光源。
【請求項１６】
　前記点灯回路は、前記第１の発光モジュールの調光レベルを調節する第１調光手段と、
前記第２の発光モジュールの調光レベルを調節する第２調光手段とを有している
　ことを特徴とする請求項１４に記載の照明用光源。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤモジュール等の発光モジュールを適用した照明用光源およびそれを用
いた反射鏡付き照明器具に関し、特に、配光特性の改良技術に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、照明分野ではＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）等の発光素
子を照明用光源に適用する技術が研究開発されており、その一環として白熱電球に代替す
る電球形の照明用光源にも適用することが検討されている。電球形の照明用光源の基本構
成は、基台と、基台に搭載された発光モジュール、発光モジュール点灯用の点灯回路、基
台を固定すると共に点灯回路を収容するケース、発光モジュールを覆うグローブ、ケース
に装着された口金などである。発光モジュールは、実装基板および発光部からなり、発光
部は発光素子および蛍光体を含有した樹脂成形体からなる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－１２４５２８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　白熱電球は前方のみならず側方や後方まで、口金で影になる一部領域を除き、ほぼ全方
位に光を取り出すことができる。そのため白熱電球は種々の態様で利用されており、例え
ば、白熱電球の側方から光を取り出すようにした照明器具なども多く利用されている。
　一方、上述の電球形照明用光源は、発光部から出射される光の指向性が強いため、発光
部の正面前方から６０°を超える角度にはほとんど光を取り出すことができない。このた
め、上述の電球形照明用光源における配光角が１２０°以下となり、従来の白熱電球がほ
ぼ全方位に配光できるのに比べて著しく狭いことから、上述の電球形照明用光源は、特定
の利用態様において白熱電球に代替することができないという課題がある。
【０００５】
　また、光を前方に集光するための反射鏡を備えてなる反射鏡付き白熱電球があるが、上
述の電球形照明用光源は、反射鏡を付けたとしても、特定の利用態様においては反射鏡付
き白熱電球に代替することができないという課題がある。
　これは、白熱電球と上述の電球形照明用光源とは、反射鏡を付けていない状態での配光
分布が互いに異なるため、それぞれ反射鏡を付けたとしても、その結果得られる配光分布
に違いが生じるからである。
【０００６】
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　そこで、本発明は、従来よりも配光角を白熱電球に近づけることができる照明用光源お
よびそれを用いた反射鏡付き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】
【０００７】
　本発明に係る照明用光源は、基台に複数の発光モジュールが搭載された照明用光源であ
って、前記基台は、第１基台部と、この第１基台部の上面の中央部から逆錐台状に突出し
ている第２基台部とから構成され、前記複数の発光モジュールは、前記第１基台部の上面
に配置された少なくとも１つの第１の発光モジュールと、前記第２基台部の上面に配置さ
れた少なくとも１つの第２の発光モジュールとから構成され、前記第２基台部を上方から
前記第１基台部へ投影した場合において、その投影域内に前記少なくとも１つの第１の発
光モジュールにおける発光面の一部が存在し、その投影域外に発光面の残りの部分が存在
し、前記第２基台部の側面が、光反射面を構成していることを特徴とする。
【０００８】
　なお、ここでの「上方」とは、第２基台部の上面に垂直な方向であって、当該上面が面
する側を指している。
　また、本発明に係る反射鏡付き照明器具は、前記照明用光源と、凹面状の内面を有する
反射鏡とを備え、前記反射鏡内に、前記第１および第２の発光モジュールが存するように
、前記反射鏡が前記基台に取り付けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【０００９】
　上記構成の照明用光源によれば、複数の発光モジュールが、第１基台部の上面に配置さ
れた第１の発光モジュールと、この第１基台部の上面から逆錐台状に突出している第２基
台部の上面に配置された第２の発光モジュールとから構成され、逆錐台状の第２基台部を
上方から前記第１基台部へ投影した場合の投影域内に、少なくとも１つの第１の発光モジ
ュールにおける発光面の一部が存在している。そのため、少なくとも１つの第１の発光モ
ジュールにおける発光面の一部から出射された光が、第２基台部の側面の光反射面で反射
され、第１の発光モジュールの側方および後方の角度（照明用光源の正面前方から６０°
以上の角度）に出射される。このように、第１の発光モジュールの光を照明用光源の正面
前方から６０°以上の角度で取り出すことができ、且つ第２の発光モジュールの光を照明
用光源の正面前方から６０°以下の角度で取り出すことができるので、従来の電球形照明
用光源よりも配光角を白熱電球に近づけることができる。
【００１０】
　また、上記構成の反射鏡付き照明器具は、配光角を白熱電球により近づけられた照明用
光源を備えているので、従来の電球形照明用光源に反射鏡を付けた場合と比べて、配光分
布を反射鏡付き白熱電球により近づけることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】第１の実施形態に係る照明用光源の構成を示す分解斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る照明用光源の構成を示す断面図である。
【図３】第１の実施形態に係る照明用光源の要部を示す断面図である。
【図４】第１の実施形態に係る照明用光源の要部を示す平面図である。
【図５】第１の実施形態に係る照明用光源の配光特性を示す配光曲線図である。
【図６】第１の実施形態に係る照明用光源の照度分布を示す照度分布図である。
【図７】第１の実施形態に係る照明用光源の点灯回路の構成を例示する回路図である。
【図８】図７の点灯回路における点灯パターンを例示する一覧図である。
【図９】第２の実施形態に係る反射鏡付き照明器具の構成を示す断面図である。
【図１０】第３の実施形態に係る反射鏡付き照明器具の構成を示す一部断面を含む側面図
である。
【図１１】変形例に係る照明用光源の要部を示す断面図である。
【図１２】変形例に係る照明用光源の要部を示す断面図である。
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【図１３】変形例に係る照明用光源であって、（ａ）は、その要部を示す斜視図であり、
（ｂ）は、その要部を示す平面図である。
【図１４】変形例に係る照明用光源であって、（ａ）は、その要部を示す断面図であり、
（ｂ）は、その要部を示す平面図である。
【図１５】変形例に係る照明用光源であって、（ａ）～（ｅ）は、その要部を示す模式図
である。
【図１６】変形例に係る反射鏡付き照明器具の要部を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本発明を実施するための形態を、図面を参照して詳細に説明する。
［第１の実施形態］
＜全体構成＞
　図１は、本発明の第１の実施形態に係る照明用光源の構成を示す分解斜視図である。
　照明用光源１は、図１に示すように、椀状のケース１１と、このケース１１の底部外側
に突設されたＥ型口金１２と、ケース１１の開口１１ｂ側に配される、円環状の第１の発
光モジュール３１を搭載した第１ヒートシンク部材２１および四角形の第２の発光モジュ
ール３２を搭載した第２ヒートシンク部材２２と、これら発光モジュール３１，３２を覆
うためのグローブ１４とを備えている。
【００１３】
　図２は、第１の実施形態に係る照明用光源の構成を示す断面図である。図２に示すよう
に、照明用光源１は、さらに、第１および第２の発光モジュール３１，３２を点灯制御す
る点灯回路１３を備え、この点灯回路１３が、第１ヒートシンク部材２１とケース１１と
で形成される収容室１７に収容されている。
　ケース１１は、開口１１ｂ側端部であって第１ヒートシンク部材２１に内嵌される環状
の嵌合部１１ａを有している。
【００１４】
　第１ヒートシンク部材２１は、逆円錐台状からなり、大径側の第１上面２１ａが、平坦
に形成され、この第１上面２１ａに第１の発光モジュール３１が配置されている。他方、
第１ヒートシンク部材２１の小径側の第１下面２１ｂには、内方に凹ませた凹部２１ｃが
形成されている。この凹部２１ｃに、ケース１１の嵌合部１１ａが内嵌固定されている。
これにより、ケース１１の開口１１ｂが封塞されるとともに、収容室１７が、凹部２１ｃ
内空間とケース１１の内部空間とで形成されている。そして、凹部２１ｃの最奥部におい
て、環状の台座部２１ｄが形成され、点灯回路１３の回路基板１５が、ねじ（図示せず）
で取り付けられている。
【００１５】
　第２ヒートシンク部材２２は、逆円錐台状からなり、第１ヒートシンク部材２１から突
出するように、第１上面２１ａの中央部に配置されている。第２ヒートシンク部材２２の
第２上面２２ａは第１上面２１ａに平行であり、この第２上面２２ａに第２の発光モジュ
ール３２が配置されている。側面２２ｃは、第２下面２２ｂ側端部から第２上面２２ａ側
端部に向かって直線状である。この側面２２ｃに、鏡面仕上げまたは拡散面仕上げ（Ｒａ
０．４以上）が周方向全体に亘って施され、光を反射する光反射面２３が形成されている
。なお、鏡面仕上げの場合には、光反射面２３による反射光を、一定の方向に向けて、効
果的に出射させることができる。拡散面仕上げの場合には、光反射面２３に入射した光が
、光反射面２３の表面の凹凸によりいろいろな方向に反射するので、光反射面２３による
反射光全体で見た場合には、当該反射光を拡散させて出射させた状態となる。これにより
、光反射面２３による反射光を、明るさムラの無い均一にして出射させることができる。
光反射面２３を鏡面または拡散面のどちらに仕上げるかは、照明用光源１の使用用途に応
じて選択すればよい。
【００１６】
　前記第１および第２ヒートシンク部材２１，２２は、金属材料からなり、例えばＡｌ、
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Ａｇ、Ａｕ、Ｎｉ、Ｒｈ、Ｐｄまたはこれらの合金、もしくはＣｕとＡｇの合金などを用
いて作製することができる。このような金属材料は、熱伝導性が高いため、第１および第
２ヒートシンク部材２１，２２が、各発光モジュール３１，３２で発生した熱を効率よく
放熱することができる。また、上記種類の金属材料は、表面加工が容易であり、その表面
に、鏡面仕上げまたは拡散面仕上げが施し易いという利点を有している。
【００１７】
　第２ヒートシンク部材２２と第１ヒートシンク部材２１との取り付けは、例えばロウ付
けもしくは半田付けにより行うことができる。また、第１ヒートシンク部材２１および第
２ヒートシンク部材２２のうち、一方にめねじを形成し、他方にこのめねじに適合するお
ねじを形成して、これらめねじとおねじとを螺合させる方法を用いてもよい。
　点灯回路１３は、さらに、回路基板１５に実装された各種の電子部品１６を有している
。また、点灯回路１３は、Ｅ型口金１２と電気的に接続されていて、Ｅ型口金１２を通じ
て供給される電力を第１および第２の発光モジュール３１，３２に供給するものである。
なお、点灯回路１３における詳細な構成および点灯制御の機能については後述する。
【００１８】
　グローブ１４は、第１ヒートシンク部材２１の第１上面２１ａに固着され、グローブ１
４内に、第１および第２の発光モジュール３１，３２ならびに第２ヒートシンク部材２２
が配置されている。このグローブ１４に、光拡散を行うための処理が施されている。これ
により、照明用光源１の外観を白熱電球の外観に類似するように整えると共に、グローブ
１４が第１および第２の発光モジュール３１，３２から出射された光のムラを少なくする
ことができる。
【００１９】
　なお、本実施形態において、図２に示す照明用光源１のＦ側を前側または前方といい、
その逆のＲ側を後側または後方という。また、この前後方向に対して直交する方向を側方
という。
＜発光モジュールおよび光反射面の配置関係＞
　次に、図３および図４に従って、照明用光源１における各発光モジュール３１，３２お
よび光反射面２３の幾何学的配置関係を説明する。
【００２０】
　第２ヒートシンク部材２２において、第２上面２２ａの上方（図３のＦ側）から第１ヒ
ートシンク部材へ垂直方向に投影すると、第１ヒートシンク部材２１の第１上面２１ａに
投影域２４が得られる。
　第１の発光モジュール３１は、第１実装基板３３と、第１実装基板３３に実装された第
１発光部３４とを有し、この第１発光部３４の径方向内側の約半分の領域が前記投影域２
４内に存在し、径方向外側の領域は投影域２４から外れている。したがって、本実施形態
では、第１の発光モジュール３１が、第１発光部３４の上面（Ｆ側の面）で構成される円
環状の発光面を有しており、この発光面の径方向内側の領域（内縁部）が、投影域２４内
に存在している。
【００２１】
　このように、光反射面２３を、第１発光部３４の前方に被さるようにして配置している
ので、主に第１発光部３４における投影域２４内の領域から出射された光（図３の矢印Ｌ
１）の大部分を、光反射面２３で反射させて、照明用光源１の側方または後方の角度（照
明用光源１の正面前方から６０°以上の角度）に効果的に出射させることができる（図３
の矢印Ｌ２）。一方、第１発光部３４における投影域２４外の領域から出射された光（図
３の矢印Ｌ３）の大部分は、照明用光源１の前方（照明用光源１の正面前方から６０°以
下の角度範囲）に出射される。なお、第１発光部３４における投影域２４外の領域からの
出射光においても、一部の光は、光反射面２３に入射し、光反射面２３で反射して、照明
用光源１の側方および後方の角度に出射される。
【００２２】
　また、光反射面２３による反射光（図３の矢印Ｌ２）は、図４に示すように、照明用光
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源１の周方向全体に亘って出射される。なお、図３および図４では、第１発光部３４にお
ける投影域２４内の領域から出射された光（矢印Ｌ１）、第１発光部３４における投影域
２４外の領域から出射された光（矢印Ｌ３）および光反射面２３から出射された光（矢印
Ｌ２）を、分かり易くするため模式的に示している。
【００２３】
　第２の発光モジュール３２は、第２実装基板３５と、第２実装基板３５に実装された第
２発光部３６とを有し、この第２発光部３６から出射された光は、照明用光源１の前方に
出射される。
　第２の発光モジュール３２からの出射光と、第１の発光モジュール３１の第１発光部３
４における投影域２４内の領域からの出射光（光反射面２３による反射光含む）と、第１
の発光モジュール３１の第１発光部３４における投影域２４外の領域からの出射光（光反
射面２３による反射光含む）とは、互いに異なる光の出射領域と、互いに重なる光の出射
領域とを有して、互いに補完し合う構成とされている。これにより、照明用光源１の配光
角が拡がるとともに、その配光を均一化させて、明るさムラをより少なくすることができ
る。
【００２４】
　前記第１および第２発光部３４，３６は、それぞれ点灯回路１３から電力の供給を受け
て発光するものであり、具体的には例えば、青色ＬＥＤと、この青色ＬＥＤを内包するよ
うに成形され且つ黄色蛍光体材料を含有するシリコーン樹脂成形体とから構成される。本
実施形態において、第２発光部３６における前記青色ＬＥＤの総数は、第１発光部３４に
おける前記青色ＬＥＤの総数と同数以上の設定とされている。また、第１発光部３４にお
ける投影域２４内の領域の前記青色ＬＥＤの数と、第１発光部３４における投影域２４外
の領域の前記青色ＬＥＤの数は同数以下である。
＜配光特性＞
　次に、照明用光源１の配光特性について説明する。
【００２５】
　図５は、照明用光源１における配光特性を示す配光曲線図であり、シミュレーション結
果の一例を示している。図５に示す配光曲線図は、照明用光源１の前後方向を含む３６０
°の各方向に対する光度の大きさを表しており、照明用光源１の正面前方を０°、正面後
方を１８０°として、正面前方に向かって時計回りおよびその逆の反時計回りにそれぞれ
１０°間隔に目盛を表示している。また、この配光曲線図の径方向の目盛が光度の大きさ
を表している。なお、図５では、各配光曲線におけるそれぞれの光度の最大値を１として
規格化された各配光曲線が表示されている。
【００２６】
　図５において、第１および第２の発光モジュール３１，３２をともに点灯した際の配光
曲線５０が破線で示され、第１の発光モジュール３１を単独で点灯した際の配光曲線５１
が一点鎖線で示されている。また、第２の発光モジュール３２を単独で点灯した際の配光
曲線５２が実線で示されている。
　本実施形態において、配光角とは、照明用光源における光度の最大値の半分以上の光度
が出射される角度範囲の大きさをいう。したがって、図５において、各配光曲線５０～５
２における光度０．５以上となる角度範囲の大きさが、それぞれの照明用光源１における
配光角を示している。
【００２７】
　図５から理解されるように、配光曲線５２における光度０．５以上となる角度範囲の大
きさは約１１０°であり、配光曲線５１における光度０．５以上となる角度範囲の大きさ
は約１３０°である。また、配光曲線５０における光度０．５以上となる角度範囲の大き
さは約１６５°である。これらより、照明用光源１では、第１および第２の発光モジュー
ル３１，３２をともに点灯した場合には、第１の発光モジュール３１または第２の発光モ
ジュール３２を単独で点灯するよりも広い配光角が得られることが分かる。これは、第１
および第２の発光モジュール３１，３２の何れか一方を単独に点灯させるよりも、両方と
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も点灯させる方が、光の明るさが強く且つ光束が増加するため、グローブ１４で拡散され
て照明用光源１の側方および後方の角度（照明用光源１の正面前方から６０°以上の角度
）に出射する光が増加することによるものと考えられる。
【００２８】
　図６は、照明用光源１の照度分布を示す照度分布図であり、図示しない平面状の被照射
面に、照明用光源１から照射された光の明るさ（照度）を示している。
　図６には、第１および第２の発光モジュール３１，３２をともに点灯した際の照度分布
曲線６０が破線で示され、第１の発光モジュール３１を単独で点灯した際の照度分布曲線
６１が一点鎖線で示されている。また、第２の発光モジュール３２を単独で点灯した際の
照度分布曲線６２が実線で示されている。なお、図６において、縦軸は、各照度分布曲線
６０～６２内での照度の相対値を示し、横軸は、前記被照射面の幅方向における相対的な
位置を示している。したがって、横軸の中央部分が、前記被照射面において、照明用光源
１の正面前方の位置を表し、当該中央部分から横軸の両端側に向かうに従い、照明用光源
１の正面前方から周辺へと離れた位置を表している。
【００２９】
　図６に示すように、照度分布曲線６２は、横軸の中央部分に１つの高いピークを有する
曲線であるのに対し、照度分布曲線６１は、横軸の中央部分から両端側に離れた位置に、
照度分布曲線６２のピークよりも低い２つのピークを有する曲線である。また、照度分布
曲線６０では、横軸の中央部分に１つのピークを有しているものの、照度分布曲線６２お
よび照度分布曲線６１と比べて、緩やかな曲線となっている。すなわち、第２の発光モジ
ュール３２では、照明用光源１の正面前方における照度が最も高く、第１の発光モジュー
ル３１では、照明用光源１の正面前方よりもその周辺部の照度が高くなるので、これら第
１および第２の発光モジュール３１，３２をともに点灯することにより、照明用光源１の
正面前方から周辺における所定範囲、具体的には照度分布曲線６２における前記２つのピ
ーク間において、一定の照度を得ることができる。
＜点灯回路＞
　図７は、点灯回路１３の構成を例示する回路図である。図７に示すように、点灯回路１
３は、ＡＣ／ＤＣコンバータ１６ａ、キャパシタ１６ｂ、抵抗１６ｃ、ＩＣコントローラ
１６ｄおよびトランジスタ１６ｅ，１６ｆを有し、商用交流電源１８から供給される電力
を第１および第２の発光モジュール３１，３２に供給している。このうちＩＣコントロー
ラ１６ｄおよびトランジスタ１６ｅ，１６ｆにより、ＤＣ／ＤＣコンバータ１６ｇが構成
されている。また、ＩＣコントローラ１６ｄは、照明用光源１の外部に設けられた操作部
１９と有線または無線で接続されており、操作部１９からの点灯、消灯および調光の指示
に応じて第１および第２の発光モジュール３１，３２を点灯制御する。第１および第２の
発光モジュール３１，３２は、互いに並列に接続されており、これらに流れる電流は、Ｉ
Ｃコントローラ１６ｄおよびトランジスタ１６ｅ，１６ｆにより個別に制御されている。
第１の発光モジュール３１を点灯制御する第１点灯手段は、ＩＣコントローラ１６ｄのト
ランジスタ１６ｅを制御する機能部およびトランジスタ１６ｅ等により構成され、第２の
発光モジュール３２を点灯制御する第２点灯手段は、ＩＣコントローラ１６ｄのトランジ
スタ１６ｆを制御する機能部およびトランジスタ１６ｆ等により構成される。トランジス
タ１６ｅ，１６ｆの制御とは、各トランジスタに流れる電流をオン・オフすることである
。また、第１の発光モジュール３１の調光レベルを調節する第１調光手段は、ＩＣコント
ローラ１６ｄのトランジスタ１６ｅを制御する機能部およびトランジスタ１６ｅ等により
構成され、第２の発光モジュール３２の調光レベルを調節する第２調光手段は、ＩＣコン
トローラ１６ｄのトランジスタ１６ｆを制御する機能部およびトランジスタ１６ｆ等によ
り構成される。調光におけるトランジスタ１６ｅ，１６ｆの制御とは、各トランジスタに
流れる電流を変更することである。
【００３０】
　図８は、この点灯回路１３における点灯パターン４０を例示する一覧図である。
　図８に示すように、点灯パターン４０は、第１および第２の発光モジュール３１，３２
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における点灯状態の組合せからなるパターン１～９を有している。図８では、各発光モジ
ュール３１，３２が点灯された状態が“○”印で示され、各発光モジュール３１，３２が
消灯された状態が“×”印で示されている。また、各発光モジュール３１，３２が点灯さ
れた状態において調光レベルが二段階で調節でき、光の明るさの強い状態が“調光レベル
１”として、逆に弱い状態が“調光レベル２”として示されている。この二段階の調光レ
ベルは、ＩＣコントローラ１６ｄにより調節される。
【００３１】
　このように、本実施形態においては、第１および第２点灯手段ならびに第１および第２
調光手段によって、照明用光源１を９パターンの点灯状態に切り替えることができるので
、照明用光源１の用途に合わせて点灯パターン４０を使い分けることができる。
　なお、図８の点灯パターン４０では、二段階の調光レベルを有する構成としているが、
調光レベルを三段階、四段階等、多段階に調節できる構成とすることもできる。この場合
、点灯パターン数は、調光レベルが三段階であれば１６パターン、四段階であれば２５パ
ターンとなる。このように調光レベルを細分化することにより、点灯パターン数が増えて
、照明用光源の点灯状態をより細かく設定することができるようになる。
【００３２】
　以上のように、本実施形態に係る照明用光源１は、第１および第２の発光モジュール３
１，３２を有し、このうち第１の発光モジュール３１から出射された光の一部を、照明用
光源１の斜め後方に面した光反射面２３で反射させて、当該照明用光源１の側方および後
方の角度に効果的に出射させることができる。したがって、第２の発光モジュールの光を
照明用光源１の正面前方から６０°以下の角度に出射させるとともに、第１の発光モジュ
ールの光を照明用光源１の正面前方から６０°以上の角度に出射させることができる。こ
れにより、照明用光源１における配光角を、当該照明用光源１の正面前方を中心とする１
２０°以上の角度に拡げることができ、１２０°以下の配光角となる従来のＬＥＤを用い
た照明用光源よりも、白熱電球の配光角により近づけることができる。
【００３３】
　また、第２の発光モジュール３２で発生した熱が、第２ヒートシンク部材２１を介して
照明用光源１の外部に放熱でき、第２の発光モジュール３２で発生した熱と、第１の発光
モジュール３１で発生した熱とが互いに干渉するのを抑制することができる。このため、
第２の発光モジュール３２および第１の発光モジュール３１で発生した熱を効果的に放熱
させることができるとともに、放熱設計通りに照明用光源１を維持し易くすることができ
る。
【００３４】
　本実施形態において、第２ヒートシンク部材２２の高さ寸法は、５ｍｍ～２０ｍｍ程度
、第１および第２の発光モジュール３１，３２の各実装基板３３，３５の高さ寸法は、０
．１ｍｍ～１．２ｍｍ程度に設定されている。また、第２ヒートシンク部材２２の側面２
２ｃの光反射面２３における第１上面２１ａに対する傾斜角度は、３０°～４５°が好ま
しく、光反射面２３による反射によって、照明用光源１の側方および後方の角度（照明用
光源１の正面前方から６０°以上の角度）により効果的に光を出射させるには、４０°～
４５°がより好ましい。光反射面２３の前記傾斜角度は、照明用光源１の使用用途に応じ
て設定するのがよい。
【００３５】
　また、第２の発光モジュール３２の第２実装基板３５と第２ヒートシンク部材２２の第
２上面２２ａとの接合、および第１の発光モジュール３１の第１実装基板３３と第１ヒー
トシンク部材２１の第１上面２１ａとの接合は、例えばロウ材、金属ペースト（Ａｇ、Ａ
ｕ、Ｃｕ、半田など）もしくは金属ナノペースト（Ａｇ、Ａｕ、Ｃｕなど）を用いたロウ
付けにより、または、シリコーン等の放熱グリスもしくはグラファイト等の放熱シートを
介して互いに接着することにより行うことができる。
【００３６】
　なお、本実施形態では、第１および第２ヒートシンク部材２１，２２は、それぞれ別部
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材で構成された分割型とされているが、第１および第２ヒートシンク部材を一体型にした
構成としてもよい。一体型の場合、ヒートシンク部材の部品数が削減できるので、部品の
管理がし易いという利点を有する反面、照明用光源の製作において、第２ヒートシンク部
材が、第１の発光モジュールを第１ヒートシンク部材に搭載する作業で邪魔になるという
欠点を有している。一方、分割型の場合には、一体型と比べると部品数が増えて、部品の
管理負荷が高くなる欠点を有する反面、第２ヒートシンク部材を取り付ける前に、第１の
発光モジュールを第１ヒートシンク部材に搭載することで、その作業がし易くなるという
利点を有している。したがって、製作面から見た場合には、分割型の第１ヒートシンク部
材と第２ヒートシンク部材を用いるのが好ましい。
［第２の実施形態］
　次に、本発明の第２の実施形態である反射鏡付き照明器具について説明する。
＜概略構成＞
　図９は、反射鏡付き照明器具３０１の構成を示す断面図である。
【００３７】
　反射鏡付き照明器具３０１は、図９に示すように、照明用光源２と、この照明用光源２
の光を前方に集光する凹面状の光反射面３２０を有する反射鏡３１０とを備えている。
　この照明用光源２における基本構成は、第１の実施形態の照明用光源１と同様であり、
異なる点は、照明用光源２が光を拡散させるグローブを備えていない点である。したがっ
て、照明用光源２は、第１および第２ヒートシンク部材２１，２２、ならびに第１および
第２の発光モジュール３１，３２を備え、照明用光源１と同様、従来のＬＥＤを用いた照
明用光源よりも、白熱電球の配光により近い配光角を有するものである。なお、図２およ
び図３に示す照明用光源１と同じ構成要素については、簡単のため、同じ符号で示し、そ
の説明を省略する。
【００３８】
　反射鏡付き照明器具３０１は、スポット照明に用いられるものであり、例えば反射鏡付
きハロゲン電球の代替として使用することができる。従来の反射鏡付きハロゲン電球では
、電球からの光が反射鏡により前方に集められる一方で、一部の光が後方に出射されるも
のが少なくない。この後方への光が、いわゆる漏れ光であり、商業施設等では、この漏れ
光を積極的に利用して空間全体の「明るさ感」を演出する場合がある。
【００３９】
　このような反射鏡付きハロゲン電球の配光分布に近づけるため、反射鏡付き照明器具３
０１の反射鏡３１０には、反射鏡外部に光を漏らす光漏洩部３１３が設けられている。
　以下に、反射鏡３１０と光漏洩部３１３の構成について詳しく説明する。
＜反射鏡および光漏洩部の構成＞
　反射鏡３１０は、図９に示すように、椀状からなり、基部３１１ａが第１ヒートシンク
部材２１に固着され、第１および第２の発光モジュール３１，３２と、第２ヒートシンク
部材２２とが、反射鏡３１０内に配置されている。反射鏡３１０の開口部３１１ｄには、
透光性の保護カバー３１８が取着されている。
【００４０】
　この反射鏡３１０は、透明ガラス材料で形成された基体３１１と、反射膜Ｘ１および赤
色フィルタ膜Ｘ２とで構成されている。
　基体３１１は、第２ヒートシンク部材２２の第２上面２２ａを延長して得られる面を仮
想平面Ｐとした場合に、仮想平面Ｐと第１ヒートシンク部材２１との間の後方領域３１１
ｂと、仮想平面Ｐと開口部３１１ｄとの間の前方領域３１１ｃとを有している。なお、基
部３１１ａは、後方領域３１１ｂに含まれている。
【００４１】
　前方領域３１１ｃには、反射膜Ｘ１が形成され、後方領域３１１ｂには、赤色フィルタ
膜Ｘ２が形成されている。反射膜Ｘ１は、金属膜または誘電体多層膜からなり、第１およ
び第２の発光モジュール３１，３２から出射された光を反射するものである。赤色フィル
タ膜Ｘ２は、赤色の光を透過する誘電体多層膜からなり、赤味がかった漏れ光を発生させ
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るとともに、赤色以外の光を反射するカラーフィルタである。反射鏡３１０において、赤
色フィルタ膜Ｘ２の形成された領域が光漏洩部３１３であり、光漏洩部３１３が、第１の
発光モジュール３１および第２ヒートシンク部材２２の周りを囲む状態で配されている。
また、反射膜Ｘ１および赤色フィルタ膜Ｘ２が形成されてなる反射鏡３１０の内周面が、
凹面状の光反射面３２０を構成している。このような反射膜Ｘ１および赤色フィルタ膜Ｘ
２は、真空蒸着、スパッタリング、イオンアシスト法などによって形成される。
【００４２】
　光反射面３２０は、図９に示す回転楕円曲面Ｃの一部の曲面形状とされている。この回
転楕円曲面Ｃは、反射鏡付き照明器具３０１の中心軸Ｙ上にある２点Ｆ１、Ｆ２を焦点と
し、かつ中心軸Ｙを回転軸として得られる回転楕円曲面である。２つの焦点のうち焦点Ｆ
１は、第２の発光モジュール３２における光出射面３２ａの中心点Ｏである。
＜発光モジュールと反射鏡との関係＞
　このように構成された反射鏡３１０では、第１および第２の発光モジュール３１，３２
から出射された光の一部（図９の矢印Ｌ４）が、光反射面３２０で反射されて反射鏡付き
照明器具３０１の前方に出射される（矢印Ｌ５）。また、第１の発光モジュール３１から
出射された光の一部（矢印Ｌ１）は、第２ヒートシンク部材２２の光反射面２３で反射し
て、光漏洩部３１３に入射する（矢印Ｌ２）。この光漏洩部３１３に入射した光のうち、
赤色の光は、光漏洩部３１３を透過し、反射鏡付き照明器具３０１の側方および後方の角
度に出射する（矢印Ｌ６）。この光漏洩部３１３を透過する赤色の光が漏れ光である。赤
色以外の光は、光漏洩部３１３（光反射面３２０）で反射されて、反射鏡付き照明器具３
０１の前方に出射される（矢印Ｌ７）。なお、図９では、光反射面３２０における入射、
反射光（矢印Ｌ４，Ｌ５）、光反射面２３における入射、反射光（矢印Ｌ１，Ｌ２）およ
び光漏洩部３１３における透過、反射光（矢印Ｌ６，Ｌ７）を、分かり易くするため模式
的に示している。
【００４３】
　このように、本実施形態の照明用光源２においても、第１の発光モジュール３１から出
射された光の一部を光反射面２３で反射させて、照明用光源２の側方および後方の角度に
効果的に出射させることができるので、従来のＬＥＤを用いた照明用光源よりもハロゲン
電球など白熱電球の配光角に近づけることができる。したがって、照明用光源２を備えた
反射鏡付き照明器具３０１では、従来のＬＥＤを用いた照明用光源に反射鏡を付けた場合
と比べて、配光分布を反射鏡付きハロゲン電球により近づけることができる。
【００４４】
　上記構成の反射鏡付き照明器具３０１は、第１および第２の発光モジュール３１，３２
から出射された光を、光反射面３２０で反射して前方に集光するとともに、反射鏡付き照
明器具３０１の後方への漏れ光を発生させることができる。一方、従来のＬＥＤを用いた
照明用光源に反射鏡を付けて、その反射鏡に光漏洩部を設けたとしても、照明用光源の配
光角が狭いことから後方への漏れ光を発生させることはできない。また、反射鏡付き照明
器具３０１では、光漏洩部３１３が、第１の発光モジュール３１および第２ヒートシンク
部材２２の周りを囲む状態で配されているので、漏れ光を周方向全体に亘って配光するこ
とができ、反射鏡付きハロゲン電球への代替性を高めることができる。
【００４５】
　しかも、反射鏡３１０において、透明ガラス材料からなる基体３１１が、透光性を有し
ているので、光漏洩部３１３に入射した光の一部が、基体３１１内で開口部３１１ｄ側に
導光され、開口部３１１ｄを発光させることができる。これによって、反射鏡３１０にリ
ング状の光模様を演出することができる。このように反射鏡の基体を透光性材料で構成し
た場合には、照明器具の後方への漏れ光とは異なる光の演出を行うことができる。
【００４６】
　なお、本実施形態においても、第１の実施形態と同様、第１および第２点灯手段、第１
および第２調光手段を備えることで、反射鏡付き照明器具３０１の点灯状態を細かく設定
することができる。その場合、第１の発光モジュール３１を点灯制御して、発生する漏れ
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光の明るさを調節したり、漏れ光が無い状態にすることができる。
　反射鏡における光漏洩部は、上記構成に限定されるものではなく、光漏洩部の形状、大
きさ、数および配置などの構成は、照明器具の仕様または用途に合わせて、適宜選択する
ことができる。
【００４７】
　次に、反射鏡３１０の光漏洩部３１３とは構成が異なる第３の実施形態について説明す
る。
［第３の実施形態］
＜概略構成＞
　図１０は、本発明の第３の実施形態に係る反射鏡付き照明器具４０１の構成を示す一部
断面を含む側面図である。
【００４８】
　本実施形態の反射鏡付き照明器具４０１は、照明用光源２と、光漏洩部を有する反射鏡
とを備えている点で、第２の実施形態の反射鏡付き照明器具３０１と共通している。一方
、第２の実施形態の反射鏡付き照明器具３０１では、反射鏡３１０が１つの光漏洩部３１
３を有する構成であるのに対し、本実施形態の反射鏡付き照明器具４０１では、反射鏡４
１０が複数の光漏洩部４１３を有する構成である点が異なっている。なお、図９に示す反
射鏡付き照明器具３０１と同じ構成要素については、簡単のため、同じ符号で示し、その
説明を省略する。
＜反射鏡および光漏洩部の構成＞
　反射鏡４１０は、複数の光漏洩部４１３を有する椀状の基体４１１と、シート状の赤色
フィルタＸ３とで構成されている。基体４１１は、金属製からなり、基部４１１ａが第１
ヒートシンク部材２１に固着され、第１および第２の発光モジュール３１，３２と、第２
ヒートシンク部材２２とが、反射鏡４１０内に配置されている。
【００４９】
　基体４１１の内周面が鏡面状に仕上げられ、凹面状の光反射面４２０が形成されている
。この基体４１１は、仮想平面Ｐと第１ヒートシンク部材２１との間の後方領域４１１ｂ
と、仮想平面Ｐと開口部４１１ｄとの間の前方領域４１１ｃとを有している。
　この後方領域４１１ｂに、基体４１１の内外を貫通する貫通孔が複数形成されていて、
各貫通孔が光漏洩部４１３を構成している。また、後方領域４１１ｂには、各光漏洩部４
１３を封塞するように赤色フィルタＸ３が装着されている。
【００５０】
　複数の光漏洩部４１３は、互いに径寸法が異なる三種類の光漏洩部４１３ａ，４１３ｂ
，４１３ｃで構成され、各光漏洩部４１３ａ，４１３ｂ，４１３ｃ毎に、反射鏡４１０の
周方向に所定間隔をおいて配されている。
　赤色フィルタＸ３は、例えば、有機フィルムに顔料を塗布して作成された顔料系カラー
フィルタからなり、赤色の光を透過し、赤色以外の光を吸収するものである。この赤色フ
ィルタＸ３を通過して、光漏洩部４１３から反射鏡外部に出射される光が漏れ光である。
本実施形態においても、赤味がかった漏れ光を発生させることができる。また、赤色フィ
ルタＸ３は、反射鏡外部からの水分、塵等の異物が反射鏡内に浸入するのを防止する機能
も果たしている。
【００５１】
　光反射面４２０は、図９の光反射面３２０と同様、回転楕円曲面の一部の曲面形状とさ
れている。
＜発光モジュールと反射鏡との関係＞
　このように構成された反射鏡４１０では、第１の発光モジュール３１から出射された光
の一部（図１０の矢印Ｌ１）が、第２ヒートシンク部材２２の光反射面２３で反射して、
基体４１１の後方領域４１１ｂに入射する（矢印Ｌ２）。後方領域４１１ｂの各光漏洩部
４１３に入射する光のうち、赤色の光は、赤色フィルタＸ３および各光漏洩部４１３を透
過し、反射鏡付き照明器具４０１の側方および後方の角度に出射する（矢印Ｌ８）。この
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各光漏洩部４１３を透過する赤色の光が漏れ光である。各光漏洩部４１３に入射する赤色
以外の光は赤色フィルタＸ３で吸収される。後方領域４１１ｂにおける各光漏洩部４１３
を除く領域に入射する光は、光反射面４２０で反射されて、反射鏡付き照明器具４０１の
前方に出射される（矢印Ｌ９）。なお、図１０においても、光反射面２３における入射、
反射光（矢印Ｌ１，Ｌ２）、光漏洩部４１３における透過光（矢印Ｌ８）および基体４１
１の後方領域４１１ｂにおける反射光（矢印Ｌ９）を、分かり易くするため模式的に示し
ている。
【００５２】
　上記構成の反射鏡付き照明器具４０１では、複数の光漏洩部４１３が反射鏡４１０の周
方向に所定間隔で配され、第１の発光モジュール３１および第２ヒートシンク部材２２の
周りを囲んでいるので、漏れ光の配光を周方向に対称にすることができ、反射鏡付きハロ
ゲン電球への代替性を高めることができる。
　また、反射鏡付き照明器具４０１では、反射鏡４１０の基体４１１が金属製であって、
第１ヒートシンク部材２１に固着されているので、第１および第２の発光モジュール３１
，３２で発生した熱を、基体４１１で効果的に放熱することができる。
【００５３】
　なお、本実施形態では、複数の光漏洩部４１３が三種類の光漏洩部からなる構成を示し
たが、光漏洩部の数、形状、大きさおよび配置等の構成は、照明器具の仕様または用途に
合わせて適宜選択することができる。しかも、反射鏡付き照明器具４０１では、光漏洩部
毎に構成を選択することができるので、反射鏡付き照明器具３０１と比べた場合に、漏れ
光の配光をより細かく調整することができる。
【００５４】
　また、光漏洩部４１３にシート状の赤色フィルタＸ３が装着された構成を示したが、照
明器具の仕様または用途によっては、光漏洩部４１３を開口したままの状態の構成として
もよい。逆に、光漏洩部４１３を構成する貫通孔に、樹脂などの透光性材料を埋め込んだ
構成とすることもできる。　以上、本発明に係る照明用光源およびそれを用いた反射鏡付
き照明器具について、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
限られない。
［変形例］
　次に、上記実施形態の変形例について説明する。なお、上記実施形態における照明用光
源１と同様の構成要素には同一の符号を付し、簡単のためそれらの説明を省略している。
＜１＞逆円錐台状の第２ヒートシンク部材は、上記実施形態の構成に限定するものではな
く、例えば、図１１に示す第２ヒートシンク部材８２のように、側面８２ｃが、第２下面
８２ｂ側端部から第２上面８２ａ側端部に向かうに従い径方向外側に漸次張り出す曲線状
からなる構成としてもよい。また、側面８２ｃは、第２下面２２ｂ側端部と第２上面２２
ａ側端部とを結ぶ直線よりも内方に凹む形状であり、光を反射する光反射面８３を構成し
ている。この第２ヒートシンク部材８２を上方から垂直方向に投影することにより、第１
ヒートシンク部材２１の第１上面２１ａに投影域８４が得られ、この投影域８４内に、第
１発光部３４の径方向内側の領域が存在している。このように光反射面８３を前記曲線状
に傾斜させることによって、光反射面８３による反射光を照明用光源の側方および後方の
角度且つ特定の方向に集中して出射させ、当該特定の方向をより明るく照明することがで
きる。なお、本変形例は、図１１に示すようなグローブを備えた照明用光源に限定される
ものではなく、反射鏡付き照明器具における照明用光源にも適用することができる。
＜２＞第１ヒートシンク部材は、上記実施形態の構成に限定するものではなく、例えば、
図１２に示す第１ヒートシンク部材１０１のように、第１上面１０１ａが平坦な中央部分
と、テーパ状に形成された周辺部分とからなる構成としてもよい。この場合には、第１上
面１０１ａにおいて、中央部分に第２ヒートシンク部材１０２を、周辺部分に円錐面状に
形成された第１の発光モジュール１１１をそれぞれ配置することができる。また、第２ヒ
ートシンク部材１０２の側面１０２ｃが光反射面１０３を構成している。この第２ヒート
シンク部材１０２を上方から垂直方向に投影することにより、第１ヒートシンク部材１０
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１の第１上面１０１ａに投影域１０４が得られ、この投影域１０４内に第１の発光モジュ
ール１１１の第１発光部１１４の径方向内側の領域が存在している。つまり、第１発光部
１１４の上面で構成される円錐面状の発光面のうち径方向内側の領域（内縁部）が投影域
１０４内に存在している。
【００５５】
　このような第１の発光モジュール１１１では、第１発光部１１４からの出射光の一部は
、光反射面１０３で反射されて照明用光源の側方および後方側に出射されるとともに、円
錐面状の第１の発光モジュール１１１が前方斜め方向に傾く分、第１発光部１１４からの
出射光が照明用光源の側方および後方側に出射される。これにより、照明用光源全体にお
ける後方への配光特性を向上させることができる。
【００５６】
　また、第１の発光モジュール１１１に代えて、複数の発光モジュールを用いることもで
きる。この場合には、複数の発光モジュールが有する各発光面の少なくとも一部の領域が
投影域１０４内に存在するように、第１上面１０１ａにおいて、各発光モジュールを投影
域１０４の周方向に沿って所定間隔おきに配置するのが好適である。
　なお、本変形例は、図１２に示すようなグローブを備えた照明用光源に限定されるもの
ではなく、反射鏡付き照明器具における照明用光源にも適用することができる。
＜３＞また、第２ヒートシンク部材は、逆円錐台状の形状に限定されるものではなく、逆
多角錐台状の形状を用いることができる。例えば、図１３に示すように、逆四角錐台状の
形状からなる第２ヒートシンク部材１２２としてもよい。この場合には、第２ヒートシン
ク部材１２２の形状に合わせて、四角環状に形成された第１の発光モジュール１３１を用
いることができる。また、第２ヒートシンク部材１２２の４つの側面１２２ｃがそれぞれ
光を反射する光反射面１２３を構成している。この第２ヒートシンク部材１２２を上方か
ら垂直方向に投影することにより、第１ヒートシンク部材２１の第１上面２１ａに投影域
１２４が得られる。そして、この投影域１２４内に、第１の発光モジュール１３１の第１
発光部１３４における少なくとも一部の領域が存在している限り、第１発光部１３４から
の出射光の一部を、光反射面１２３に反射させて、照明用光源の側方および後方の角度に
出射させることができる。本変形例では、第１の発光モジュール１３１が、第１発光部１
３４の上面で構成される四角環状の発光面を有し、この発光面の内側の領域（内縁部）が
投影域１２４内に存在している。
【００５７】
　また、第１の発光モジュール１３１に代えて、複数の発光モジュールを用いることもで
きる。この場合には、複数の発光モジュールが有する各発光面の少なくとも一部の領域が
投影域１２４内に存在するように、第１上面２１ａにおいて、各発光モジュールを投影域
１２４の外周形状に沿って所定間隔おきに配置するのが好適である。
＜４＞さらに、図１４に示す第２ヒートシンク部材１４２のように、逆円錐台状の部材を
２段積み重ねた形状からなる構成としてもよい。この第２ヒートシンク部材１４２は、上
段部１４３と、下段部１４５とを有し、上段部１４３の上面１４３ａに四角形の第２の発
光モジュール１５２が、下段部１４５の上面１４５ａに円環状の第３の発光モジュール１
５３がそれぞれ配置されている。そして、第１ヒートシンク部材２１の第１上面２１ａに
第１の発光モジュール３１が配置されている。また、上段部１４３の側面１４３ｃが光反
射面１４４を、下段部１４５の側面１４５ｃが光反射面１４６をそれぞれ構成している。
上段部１４３を上方から垂直方向に投影することにより、下段部１４５の上面１４５ａに
投影域１４７が得られる。また同様に、下段部１４５を投影することにより、第１ヒート
シンク部材２１の第１上面２１ａに投影域１４８が得られる。そして、投影域１４７内に
、第３の発光モジュール１５３の径方向内側の領域が存在し、投影域１４８内に、第１の
発光モジュール３１の径方向内側の領域が存在している。
【００５８】
　この場合、各光反射面１４４，１４６を、互いに異なる傾斜形状にして形成することが
できるので、それぞれの反射光の出射領域を個別に調整することができる。したがって、
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当該変形例に係る照明用光源は、複数の光反射面１４４，１４６を有することにより、１
つの光反射面２３を有する照明用光源１と比べて、より細かく出射領域を調整することが
できる。これにより、照明用光源における配光をより均一化させることができるので、明
るさムラのより少ない照明とすることができる。なお、本変形例は、図１４に示すような
グローブを備えた照明用光源に限定されるものではなく、反射鏡付き照明器具における照
明用光源にも適用することができる。
＜５＞また、図１５は、第２ヒートシンク部材の他の変形例を示す模式図である。この図
１５では、第１ヒートシンク部材２００と、第２ヒートシンク部材２０１～２０５とが示
されており、他の構成要素は、簡単のため省略されている。
【００５９】
　図１５（ａ）に示す第２ヒートシンク部材２０１は、側面の傾斜角度が、周方向におけ
る位置によって異なり、周方向の所定範囲（周方向の一部）が特に傾きの大きい逆斜円錐
台状の形状を有している。また、第２ヒートシンク部材２０１は、第１ヒートシンク部材
２００の上面において、側面を傾斜させた側が広くなるように、当該第１ヒートシンク部
材２００の上面の中央部よりずれた位置に配置されている。
【００６０】
　図１５（ｂ）に示す第２ヒートシンク部材２０２は、第１ヒートシンク部材２００側か
ら順に、第１の円柱部分と、逆円錐台部分と、第１の円柱部分よりも大径の第２の円柱部
分とを有している。この第２ヒートシンク部材２０２において、その側面の高さ方向にお
ける一定の範囲（高さ方向の一部）、つまり逆円錐台部分における側面が、周方向全体に
亘って傾斜して形成されている。
【００６１】
　図１５（ｃ）に示す第２ヒートシンク部材２０３は、第１ヒートシンク部材２００側か
ら順に、円錐台部分と、逆円錐台部分とを有している。このように円錐台部分を設けるこ
とにより、逆円錐台部分の側面を、同じ高さの逆円錐台部分のみからなる第２ヒートシン
ク部材、例えば図３に示す第２ヒートシンク部材２２と比べて、照明用光源の後側により
傾斜させることができる。
【００６２】
　図１５（ｄ）に示す第２ヒートシンク部材２０４は、第１ヒートシンク部材２００側か
ら順に、四角柱部分と、第１ヒートシンク部材２００の上面の垂直方向に対し、傾斜した
１つの側面と平行な３つの側面とで構成されてなる逆斜四角錐台部分とを有している。ま
た、第２ヒートシンク部材２０４は、第１ヒートシンク部材２００の上面において、側面
を傾斜させた側が広くなるように、当該第１ヒートシンク部材２００の上面の中央部より
ずれた位置に配置されている。
【００６３】
　図１５（ｅ）に示す第２ヒートシンク部材２０５は、第１ヒートシンク部材２００側か
ら順に、第１の四角柱部分と、逆四角錐台部分と、第１の四角柱部分の上面の面積より大
きい面積の上面を有する第２の四角柱部分とを備えている。この第２ヒートシンク部材２
０５において、その側面の高さ方向における一定の範囲（高さ方向の一部）、つまり逆四
角錐台部分における４つの側面が傾斜して形成されている。なお、図１５（ｄ）および（
ｅ）では、逆多角錐台状の第２ヒートシンク部材の変形例の一例として、逆四角錐台状の
第２ヒートシンク部材２０４，２０５が示されている。
【００６４】
　このように、第２ヒートシンク部材において、側面の周方向の一部、高さ方向の一部ま
たはこれらを組み合わせた部分を傾斜させる構成とすることができる。この場合には、当
該傾斜させた側面の範囲において、反射させた反射光を照明用光源の側方および後方の角
度に出射させることができ、その配光角を拡げることができるので、照明用光源の使用用
途に応じて、第２ヒートシンク部材の形状を形成するのが好ましい。すなわち、特許請求
の範囲に記載された「逆錐台状」とは、側面全体を傾斜させた形状だけに限定せず、側面
の一部（周方向、高さ方向またはこれらの組み合わせ）を傾斜させた形状も含むものとす
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る。
＜６＞また、上記実施形態では、第１の発光モジュール３１が、円環状の１つの発光モジ
ュールからなるが、複数の発光モジュールからなる構成としてもよい。この場合、これら
複数の発光モジュールを、投影域２４の周方向に沿って所定間隔おきに配置し、且つ当該
投影域２４内に前記複数の発光モジュールの少なくとも一部が存在する状態で配置するこ
とによって、上記実施形態における第１の発光モジュール３１と同様の効果を得ることが
できる。このように、本変形例では、円環状の発光モジュールを特別に製造する必要がな
いので、上記実施形態における第１の発光モジュール３１と比べて、発光モジュールの製
造が容易になる。
【００６５】
　なお、「当該投影域２４内に前記複数の発光モジュールの少なくとも一部が存在する状
態」とは、複数の発光モジュールのうちの一部の発光モジュールが投影域２４内に存在す
る状態、または、各発光モジュールの一部の領域が投影域２４内に存在する状態を示して
いる。これは、複数の発光モジュールが有する発光面のうち、一部の発光モジュールが有
する発光面が投影域２４内に存在する、または、各発光面の少なくとも一部の領域が投影
域２４内に存在していることを意味している。
＜７＞さらに、上記実施形態では、第２の発光モジュール３２は四角形状であるが、第２
の発光モジュール３２の第２上面２２ａの面形状に合わせて、第２の発光モジュールを円
形状に形成してもよい。この場合、第２ヒートシンク部材２２の第２上面２２ａ上全体に
第２の発光モジュールを配置することができ、第２上面２２ａにおける第２の発光モジュ
ールが配置されていない領域が無くなるので、明るさムラのより少ない照明とすることが
できる。
＜８＞また、上記実施形態では、第２の発光モジュール３２は１つの発光モジュールから
なるが、第２の発光モジュールが複数の発光モジュールからなる構成としてもよい。この
場合には、第２ヒートシンク部材２２の第２上面２２ａ上において、前記各発光モジュー
ルを、当該第２上面２２ａの面形状に合わせて並べて配置することにより、第２上面２２
ａにおける第２の発光モジュールが配置されていない領域を削減することができる。この
ため、第２上面２２ａの面形状に合わせて特別に第２の発光モジュールを製造しなくても
、明るさムラのより少ない照明とすることができる。
＜９＞上記実施形態では、各発光部３４，３６は、発光素子としての青色ＬＥＤと、波長
変換材料としての黄色蛍光体材料とを組み合わせたものであるが、これに限らない。例え
ば、紫外線発光ダイオードと三原色（赤色、緑色、青色）を発光する各蛍光体とを組み合
わせたものも利用可能である。また、発光トランジスタや有機ＥＬ（ＥｌｅｃｔｒｏＬｕ
ｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ）を利用してもよい。さらに、波長変換材料として半導体、金属錯
体、有機染料、顔料など、ある波長の光を吸収し吸収した光とは異なる波長の光を発する
物質を含んでいる材料を利用してもよい。
＜１０＞第２および第３の実施形態では、反射鏡に光漏洩部が設けられた構成を示したが
、照明器具の仕様または用途において漏れ光が不要な場合には、反射鏡に光漏洩部を設け
ない構成とすることができる。
＜１１＞第２および第３の実施形態では、反射鏡付きハロゲン電球における漏れ光の色合
いに近づけるため、赤色フィルタ膜またはシート状の赤色フィルタを用いて、赤味がかっ
た漏れ光を発生させる構成としているが、漏れ光の色合いを限定するものではない。カラ
ーフィルタの構成は、照明器具の仕様または用途に合わせて、適宜選択することができる
。
＜１２＞第２および第３の実施形態において、反射鏡の基体が、透明ガラス材料、または
金属製からなる構成を示したが、反射鏡における基体の材料等の構成は、照明器具の仕様
または用途に合わせて適宜選択することができる。例えば、基体において、光漏洩部を構
成する部分には透光部材を用い、光漏洩部以外の部分には反射部材を用いた構成としても
よい。透光部材として、ガラス、セラミックおよび樹脂のうちいずれかの透光性材料、ま
たはこれらの組合せを、反射部材として、金属、非透光性セラミック等を用いることがで
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きる。
＜１３＞第２の実施形態における光漏洩部に、光拡散処理を施した構成としてもよい。光
拡散処理を施すことにより、漏れ光を明るさムラの無い均一にして出射させることができ
る。
＜１４＞図１６には、変形例の一例として、照明器具における漏れ光を積極的に増やすた
めに、反射鏡５１０に加え、さらに副反射鏡５３０を備えた反射鏡付き照明器具５０１が
示されている。
【００６６】
　図１６に示す副反射鏡５３０は、第１の発光モジュール３１から出射された光を反射し
て反射鏡付き照明器具５０１の後方へ出射させるための反射鏡である。副反射鏡５３０は
、金属製の円板状部材からなり、中心部に貫通孔５３０ａが形成されている。そして、副
反射鏡５３０の一方の面５３１が光反射面を構成している。この副反射鏡５３０が、反射
鏡５１０内において、光反射面５３１が第１の発光モジュール３１の前方に配され、かつ
貫通孔５３０ａ内に第２の発光モジュール３２が存するように取り付けられている。
【００６７】
　このように、反射鏡５１０内に副反射鏡５３０を備えることにより、第１の発光モジュ
ール３１から出射された光（矢印Ｌ３）を、副反射鏡５３０で後方の光漏洩部５１３側に
反射（矢印Ｌ１０）することができるので、より多くの漏れ光（矢印Ｌ１１）を発生させ
ることができる。なお、図１６においても、光反射面５３１における入射、反射光（矢印
Ｌ３，Ｌ１０）および光漏洩部５１３における透過光（矢印Ｌ１１）を、分かり易くする
ため模式的に示している。
＜１５＞また、本発明の反射鏡付き照明器具は、照明用光源１のようなグローブを備えた
照明用光源と、反射鏡とを備えた構成とすることもできる。
【産業上の利用可能性】
【００６８】
　本発明は、照明一般に広く利用することができる。
【符号の説明】
【００６９】
　　　　１，２　　照明用光源
　　　１１　　ケース
　　　１２　　Ｅ型口金
　　　１３　　点灯回路
　　　１４　　グローブ
　　　１５　　回路基板
　　　１６　　電子部品
　　　１７　　収容室
　　　２１，１０１　　第１ヒートシンク部材
　　　２１ａ，１０１ａ　　第１上面
　　　２２，８２，１０２，１２２，１４２　　第２ヒートシンク部材
　　　２２ａ，８２ａ　　第２上面
　　　２２ｃ，８２ｃ，１０２ｃ，１２２ｃ，１４３ｃ，１４５ｃ　　側面
　　　２３，８３，１０３，１２３，１４４，１４６　　光反射面
　　　２４，８４，１０４，１２４，１４７，１４８　　投影域
　　　３１，１１１，１３１　　第１の発光モジュール
　　　３２，１５２　　第２の発光モジュール
　　　３３，１１３，１３３　　第１実装基板
　　　３４，１１４，１３４　　第１発光部
　　　３５　　第２実装基板
　　　３６　　第２発光部
　　１４３，１４５　　逆円錐台部
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　　１４３ａ，１４５ａ　　上面
　　１５３　　第３の発光モジュール
　　３０１，４０１　　反射鏡付き照明器具
　　３１０，４１０　　反射鏡
　　３１１，４１１　　基体
　　３１３，４１３　　光漏洩部
　　３２０，４２０　　光反射面
　　　Ｆ１，Ｆ２　　焦点
　　　Ｘ１　　反射膜
　　　Ｘ２　　赤色フィルタ膜
　　　Ｘ３　　赤色フィルタ

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】 【図８】
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【図１１】

【図１２】

【図１３】
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【図１６】
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