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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源の役目をするＬＥＤが安着されるＬＥＤパッケージベースと、
　前記ＬＥＤを覆うように前記ＬＥＤパッケージベースに結合されるレンズと、
　を含んで構成され、
　前記レンズは、前記ＬＥＤから発散される光を均一に分布させることができるよう、前
記ＬＥＤと向かい合う反対側の外側面に形成された凸面と、
　前記凸面の中間部では光軸を中心線にして内側に凹んだ形状の凹面と、
　前記光軸の周辺の光量を増大させるように前記凹面中光軸が通る地点に外側に膨らんで
形成された凸部と、を有することを特徴とする、発光装置。
【請求項２】
　前記レンズは、前記ＬＥＤと対応する面が平面状に形成されることを特徴とする、請求
項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記凸部は球面状に形成されることを特徴とする、請求項１に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記凸部の径は前記凹面の径の１０～５０％であることを特徴とする、請求項１に記載
の発光装置。
【請求項５】
　前記凸部の径は前記レンズの全体径の２～２０％であることを特徴とする、請求項１に
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記載の発光装置。
【請求項６】
　前記凸部は焦点距離が曲率半径の５０～５００％であることを特徴とする、請求項１に
記載の発光装置。
【請求項７】
　前記凸部と前記凹面の間に境界線が形成されないよう、前記凸部は前記凹面と連結され
る周縁部が凹んだ方向に曲率半径を有するように形成されることを特徴とする、請求項１
に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源から発光される光を均一に分布させるためのレンズ及びこれを用いた発
光装置に関し、より詳しくは光軸が通る部位の外側面に凹面を形成し上記凹面の中心部に
突出部を形成することで暗部発生を防止することが可能なレンズ及びこれを用いた発光装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に発光装置では光源から発散される光を一定の範囲に分布させるためのレンズが
設けられるが、この際レンズは外側面、即ち光源と向かい合う反対側の側面が凸状に勾配
されるように形成される。
【０００３】
　このようにレンズの外側面が凸状に勾配されるように形成されると、光源の光はレンズ
を通る間に一定の角度で屈折するので、ユーザの所望の範囲内に分布する。しかし、上記
のようなレンズを用いる場合、レンズの中間部、即ち、光軸の周辺に光が集中され光量が
均一に分布されなくなるという短所がある。
【０００４】
　上記のような短所を解決するために光軸の周辺を通る光を広く分布させることができる
ように構成されるレンズを具備する発光装置が提案されている。
【０００５】
　以下、添付された図面を参照して従来の発光装置について詳しく説明する。
【０００６】
　図１は、従来の発光装置の垂直断面図であり、図２は従来の発光装置に適用されるレン
ズの断面図である。
【０００７】
　図１に示すように従来の発光装置は、上面が凹状に形成されるＬＥＤパッケージベース
１０と、上記ＬＥＤパッケージベース１０の上面に安着され光を発散する光源の役目をす
るＬＥＤ２０と、上記ＬＥＤ２０を覆うように上記ＬＥＤパッケージベース１０の上面に
結合されるレンズ３０とを含んで構成される。
【０００８】
　ＬＥＤパッケージベース１０に安着されたＬＥＤ２０は上側に向かって、即ち、レンズ
３０の底面に向かって光を発散し、レンズ３０は垂直中心軸がＬＥＤ２０の光軸と一致す
るように位置されており、ＬＥＤ２０から発散される光を一定の角度に屈折させＬＥＤ２
０の光が一定の範囲内に分布するようにする。この際、レンズ３０の上面、即ち、ＬＥＤ
２０と向かい合う反対側の側面は外側に膨らんだ凸面３２が形成され、凸面３２の中間部
では凹面３４が形成されている。レンズ３０の上面全体が凸面３２のみが形成される場合
にはＬＥＤ２０の光が光軸の周辺に集中されるので外部に発散される光量分布が均一にな
るが、図１に示すように、レンズ３０の上面の中間部、即ち、光軸が通る部位に凹面３４
が形成されると、光軸の周辺を通る光が広く広がるように発散されるので光軸周辺の光度
を低めることで光量分布を均一にすることができる。
【０００９】
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　また、従来の発光装置に適用されるレンズ３０は、図２に示すように凸面３２が４．５
ｍｍ及び１．６ｍｍの曲率半径を有するように形成され、凹面３４が０．６ｍｍの曲率半
径を有するように形成され、上記凸面３２と凹面３４の間に境界線が生じないように凹面
３４は凸面３２と連結される周縁部が３．３ｍｍの曲率半径を有し、外側に膨らんだ形状
に形成される。
【００１０】
　このとき、図２に示すレンズ３０の各部の曲率はレンズ３０の大きさに応じて変更され
得る。また、凸面３２及び凹面３４によって光が屈折される角度は凸面３２及び凹面３４
の曲率半径に応じて決まるので、ユーザは発光装置の用途に応じて凸面３２及び凹面３４
の曲率半径を適切に変更することができる。
【００１１】
　このように従来の発光装置に含まれるレンズ３０は、上面に境界線が形成されず全体が
曲面を成すように製作されるため、ＬＥＤ２０から発光される光は均一に分布される。
【００１２】
　しかし、上記のような構造で構成される従来のレンズ３０を使用すると、凹面３４を通
る光が側方に分散されるので光軸の周辺がむしろ暗くなる現象、つまり、暗部発生の現象
が起こってしまう。
【００１３】
　このように暗部が発生される従来の発光装置は、照明用として使用する場合ユーザが所
望の地点に光を照らした際、光が照らされる地点の中間部が暗くなるため使用に不便であ
り、表示用として使用する場合は正面から見た時明るく見えないという問題点があった。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
　本発明は上記のような問題点を解決するために提案されたものであり、本発明の目的は
発光される範囲の中間部に光が集中されないように光量を均一に分布させることができ、
光軸の周辺に暗部が発生されないように構成されるレンズ及び発光装置を提供することで
ある。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　上記のような目的を達成するための本発明によるレンズは、光源から発散される光を均
一に分布させることができるように、上記光源と向かい合う反対側の外側面が凸面に形成
され、上記凸面の中間部では光軸Ａを中心線にして内側に凹んだ形状の凹面が形成される
レンズであって、上記凹面中光軸Ａが通る地点に外側に膨らんだ凸部が形成され、光軸Ａ
周辺の光量を増大させるように構成される。
【００１６】
　上記凸部は球面状に形成することが好ましい。
【００１７】
　上記凸部の径は上記凹面の径の１０～５０％に設定することが好ましい。
【００１８】
　上記凸部の径は上記レンズの全体径の２～２０％に設定してもよい。
【００１９】
　上記凸部は焦点距離が曲率半径の５０～５００％に設定することが好ましい。
【００２０】
　上記凸部と上記凹面の間に境界線が形成されないように、上記凸部は、上記凹面と連結
される周縁部が凹んだ方向に曲率半径を有するように形成してもよい。
【００２１】
　本発明による発光装置は、光源の役目をするＬＥＤが安着されるＬＥＤパッケージベー
スと、上記のような構造で構成され、上記ＬＥＤを覆うように上記ＬＥＤパッケージベー
スに結合されるレンズとを含んで構成される。
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【００２２】
　この時、レンズは上記ＬＥＤと対応する面が平面状に形成することが好ましい。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明によるレンズは、各部に入射される光を互いに異なる角度に屈折させることによ
り一定の発光範囲内に均一な光量を分布させることが可能で、かつ光軸の周辺に暗部を発
生させないという長所がある。
【００２４】
　また、本発明による発光装置を使用すれば、光が特定部位に集中的に集まる現象を防止
することにより照明効率を増大させることが可能であり、角度にかかわらず発光される光
の光量が均一になるため表示効率を増大させることができるという長所がある。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２５】
　以下、添付された図面を参照して本発明によるレンズ及びこれを用いた発光装置の実施
例を説明する。
【００２６】
　図３は本発明による発光装置の垂直断面図であり、図４は本発明によるレンズの部分断
面図である。
【００２７】
　図３に示すように本発明による発光装置は、光源の役目をするＬＥＤ２０（Ｌｉｇｈｔ
　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）と、上記ＬＥＤ２０が安着されるＬＥＤパッケージベ
ース１０と、上記ＬＥＤ２０を覆うように上記ＬＥＤパッケージベース１０に結合される
レンズ１００とを含んで構成される。
【００２８】
　上記ＬＥＤパッケージベース１０はＬＥＤ２０が安着される上面が凹んだ形状に形成さ
れており、上記ＬＥＤ２０から発光される光はＬＥＤパッケージベース１０の溝の側壁傾
斜角でレンズ１００を向かって発散される。
【００２９】
　上記ＬＥＤ２０とＬＥＤパッケージベース１０の動作及び構成は、従来の発光装置に適
用されるＬＥＤ２０及びＬＥＤパッケージベース１０と同一であるので、これに対する詳
細な説明は省略する。
【００３０】
　本実施例では、光源としてＬＥＤ２０が適用される場合を説明しているが、本発明によ
るレンズはＬＥＤ２０のみならず様々な種類の光源から発散される光を屈折させるように
使用することができ、これを利用した発光装置も光源の種類を変更して構成することがで
る。
【００３１】
　上記レンズ１００は、光源から発散される光を均一に分布させることができるように上
記光源と向かい合う反対側の外側面、即ち、上面が凸面１１０に形成され、上記凸面１１
０の中間部では光軸Ａを中心線にして内側に凹んだ形状の凹面１２０が形成され、上記凹
面１２０の中心部、即ち、上記光軸Ａが通る地点に上側に膨らんだ凸部１３０が形成され
る。また光源と向かい合うレンズ１００の内側面は上記ＬＥＤ２０から発散される光がレ
ンズ１００に引き込まれる際、不規則に屈折されないように平面状に形成することが好ま
しい。
【００３２】
　上記ＬＥＤ２０の光はレンズ１００の凸面１１０、凹面１２０及び凸部１３０に伝達さ
れ、各部位の曲率に応じて屈折された後、上側に発光される。凸面１１０はＬＥＤ２０の
光が一定の範囲内に分布するようにＬＥＤ２０の光を屈折させ、凹面１２０はＬＥＤ２０
の光が光軸Ａの周辺に集中されないように、つまりＬＥＤ２０の光が分散するようにＬＥ
Ｄ２０の光を屈折させる役目を果たす。
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【００３３】
　このとき、凸面１１０の中央部に凹面１２０のみが形成されている場合凹面１２０の光
分散によって光軸Ａの周辺に暗部が発生されるので、上記凹面１２０の中間部では光軸Ａ
の周辺に沿ってレンズ１００に入射される光を屈折させ集める凸部１３０が設けられる。
【００３４】
　このように光軸Ａの周辺に伝達される光は上記凸部１３０によって集められるようにな
るため、光軸Ａの周辺の光量が増大され、これにより光軸Ａの周辺に暗部が発生されなく
なる。
【００３５】
　この際、上記凸部１３０は本実施例に示すように光軸Ａの周辺に入射される光を均一に
屈折させることができるように、球面状に形成することもでき、特定の角度で入射される
光のみを屈折させることができるように一部分だけが球面状に形成することもできる。こ
のような凸部１３０の形状はユーザの選択に応じて自由に変更することができる。
【００３６】
　また、上記凸部１３０が過度に小さく形成されると光量増大の効果が微々し暗部発生を
防止する役目ができなくなり、過度に大きく形成されるとそれだけ凹面１２０の光分散効
果が減少するようになるので光軸Ａの周辺に光量が集中され、これにより全体的な光量分
布が不均一になるという問題点がある。従って、上記凸部１３０の径は上記凹面１２０の
径の１０～５０％に設定することが好ましい。
【００３７】
　また上記凸部１３０の径は上記レンズ１００の全体径を基準に比べた時、上記レンズ１
００の径の２～２０％に設定することもできる。
【００３８】
　上記凸部１３０の焦点距離が長く形成される場合、凸部１３０が拡大鏡の役目を果たす
ようになり上記凸部１３０によって光軸Ａの周辺に光量が集中する恐れがある。このよう
に光軸Ａの周辺に光量が集中すると光量の分布が不均一になるため、上記凸部１３０は、
周縁部に入射する光がレンズ１００の上面近辺において交差した後上側に放出されるよう
に、焦点距離が短く形成される。図４に示すように凸部１３０の周縁を介して屈折された
光が相互交差して上面に放出されると光軸Ａの周辺に光量が過度に集中される現象なしに
暗部発生が防止される。
【００３９】
　また、凸部１３０の焦点距離が短すぎる場合には凸部１３０によって屈折された光が焦
点を通った後広い角度で広がるようになるので、光軸Ａの周辺の光量を増大させる効果が
低下されるという問題点がある。
【００４０】
　従って、凸部１３０の焦点距離は一定の範囲内に設定されなければならず、本発明によ
るレンズは、太陽光が入射される場合のように各部に平行した光が入射されるものではな
く放射形に発散されるＬＥＤ２０の光が入射されるので、凸部１３０の焦点距離は、凸部
１３０の曲率半径に応じて一定値に決まらず、ＬＥＤ２０、即ち、光源との距離及び光源
の大きさなどに応じて変更され得る。従って、本発明に適用される凸部１３０の焦点距離
は凸部１３０の曲率半径を基準に設定することが好ましく、さらに好ましくは凸部１３０
の曲率半径の５０～５０％に設定する。
【００４１】
　図５は本発明によるレンズの各部の寸法を示す断面図である。図５に示すように、本発
明によるレンズ１００は、凸面１１０が４．５ｍｍ及び１．６ｍｍの曲率半径を有するよ
うに形成され、凹面１２０が０．６ｍｍの曲率半径を有するように形成され、凸部１３０
が０．２ｍｍの曲率半径を有するように形成される。
【００４２】
　この際、上記凸面１１０と凹面１２０の間や凹面１２０と凸部１３０の間に境界線が形
成されると、ＬＥＤ２０から発光される光が上記境界線に集中されたり、不規則に屈折さ
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れたりすることにより光量が均一に分布されなくなる。
【００４３】
　上記のような問題点を解決するために、上記凸面１１０と凹面１２０の間に境界線が生
じないように凹面１２０は凸面１１０と連結される周縁部が３．３ｍｍの曲率半径を有し
、外側に膨らんだ形状に形成され、上記凹面１２０と凸部１３０の間に境界線が生じない
ように凸部１３０は凹面１２０と連結される周縁部が０．２８ｍｍの曲率半径を有し、内
側に凹んだ形状に形成される。
【００４４】
　従って、本発明によるレンズ１００は各部の曲率半径方向が相違しても各部の間に境界
面が形成されずＬＥＤ２０の光が特定部位に集中されたり、不規則に屈折されたりしない
ため、ＬＥＤ２０の光をより均一に分布させることが可能となる。
【００４５】
　本発明によるレンズ１００の各部の曲率半径は、図５に示した大きさに限定されず、レ
ンズ１００の大きさ及び用途に応じて自由に変更することができる。
【００４６】
　図６は従来の発光装置の指向角分布を示すグラフであり、図７は本発明による発光装置
の指向角分布を示すグラフである。
【００４７】
　図６及び図７において、円形で表した寸法はレンズ１００を介して発光される光の角度
を示しており、左側に垂直に表した寸法は各図別の光分布度を示す。
【００４８】
　従来の発光装置の指向角分布を測定した結果、図６に示すように、０度と約１０度の間
、そして１７０度と１８０度の間ではＬＥＤ２０の光がＬＥＤパッケージベース１０に干
渉されることにより光分布度が非常に低く表れ、約３０度と１５０度の周辺では光分布度
が０．５以上と最も高く表れ、光軸Ａの周辺、即ち、９０度の周辺は光分布度が０．２以
下と上記３０度及び１５０度の周辺に比べて比較的低く表れる。このような結果により、
従来の発光装置は光軸Ａの周辺において暗部が発生されることが分かる。
【００４９】
　これに比べて、本発明による発光装置の指向角分布を測定して見ると、図７に示すよう
に０度と約１０度の間、そして約１７０度と１８０度の間では従来の発光装置と同様に光
の分布度が非常に低く表れるが、約３０度から１５０度の間では光の分布度が均一に表れ
る。従って、本発明による発光装置は光軸Ａの周辺に暗部が発生されなくなることが分か
る。
【００５０】
　従って、本発明による発光装置は、照明用として使用する場合特定部位に光量が集中さ
れないため効率が増大され、表示用として使用される場合ユーザがあらゆる角度でも容易
に明りを感知することができるという長所がある。
【００５１】
　図８は従来の発光装置の光量分布を示すグラフであり、図９は本発明による発光装置の
光量分布を示すグラフである。
【００５２】
　図８及び図９に示すグラフは、光軸Ａ上の形状がどのような影響を与えるかをみるため
に、レンズ１００の形状以外の全ての条件を同一にし、光軸Ａの周辺以外の表面を全て吸
収体で置いた後シミュレーションした結果である。
【００５３】
　従来の発光装置を使用する場合は光がより広く広がるが、光軸Ａの周辺の中心部の光量
が周りより大幅に減少され暗部が発生されることが分かる。これに反して、本発明による
発光装置を使用した場合光の広がる効果は若干減少するが、光量が中心部において減少せ
ず均一に分布することが分かる。
【００５４】
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　上述した本発明を好適な実施例を使用して詳しく説明したが、本発明の範囲は特定の実
施例に限定されるものではなく、添付された特許請求範囲によって解釈されるべきである
。さらに、この技術分野において通常の知識を有する者であれば、本発明の範囲から外れ
ないながらも、多様な修正及び変更が可能であることを理解すべきである。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】従来の発光装置の垂直断面図である。
【図２】従来の発光装置に適用されるレンズの断面図である。
【図３】本発明による発光装置の垂直断面図である。
【図４】本発明によるレンズの部分断面図である。
【図５】本発明によるレンズの各部の寸法を示す断面図である。
【図６】従来の発光装置の指向角分布を示すグラフである。
【図７】本発明による発光装置の指向角分布を示すグラフである。
【図８】従来の発光装置の光量分布を示すグラフである。
【図９】本発明による発光装置の光量分布を示すグラフである。
【符号の説明】
【００５６】
　１０　ＬＥＤパッケージベース
　２０　ＬＥＤ
　１００　レンズ
　１１０　凸面
　１２０　凹面
　１３０　凸部
　Ｈ　形成高さ

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】



(9) JP 4287459 B2 2009.7.1

10

フロントページの続き

(72)発明者  ヤン，スンミン
            大韓民国ソウル特別市永登浦區大林３洞　現代　Ａｐｔ．１０３洞１００６号

    審査官  竹村　真一郎

(56)参考文献  実開昭６１－０６３７１２（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２００４－２７１８８０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－０９４１２９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１９６４５９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平０６－２７５１０６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００３－１２３５０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－３５６５１２（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｇ０２Ｂ　　　３／００　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　３３／００　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

