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(57)【要約】
【課題】均一な照明をすることができるリング照明装置
の提供。
【解決手段】リング照明装置１は、対物レンズ１０の光
軸Ａの周囲にリング状に配列されるとともに、互いに異
なる３種類の色光を射出する複数のＬＥＤ２と、各色光
を合成するプリズム３と、プリズム３にて合成された光
を交点Ｐに集光する反射鏡４とを備える。各ＬＥＤ２の
うち、同一の種類の色光を射出するＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ
，２Ｂは、光軸Ａと略直交する同一の平面内に光軸Ａの
周囲に沿って所定の間隔で円環状に配列されている。プ
リズム３、及び反射鏡４は、光軸Ａの周囲に沿って円環
状に形成されている。これによれば、反射鏡４は、ＬＥ
Ｄ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出され、プリズム３にて合
成された光を光軸Ａに向かう放射状に集光することがで
きる。したがって、リング照明装置１は、均一な照明を
することができる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学系における光軸の周囲にリング状に配列されるとともに、互いに異なる少なくとも
２種類の色光を射出する複数の発光素子と、前記各色光を合成する合成素子と、前記合成
素子にて合成された光を前記光軸に沿った所定の位置に集光する集光素子とを備えるリン
グ照明装置であって、
　前記各発光素子のうち、同一の種類の色光を射出する発光素子群は、前記光軸と略直交
する同一の平面内に前記光軸の周囲に沿って所定の間隔で円環状に配列され、
　前記合成素子、及び前記集光素子は、前記光軸の周囲に沿って円環状に形成されている
ことを特徴とするリング照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のリング照明装置において、
　前記各発光素子群による色光の射出方向は、前記光軸を含む同一の平面内で互いに異な
る角度に傾斜した方向とされ、
　前記合成素子は、入射する各色光を分散させることによって合成し、同一の方向に射出
するプリズムとされていることを特徴とするリング照明装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のリング照明装置において、
　前記各発光素子群、前記合成素子、及び前記集光素子は、順に径が大きくなるように形
成されるとともに、前記光軸と略直交する同一の平面に沿って配置されていることを特徴
とするリング照明装置。
【請求項４】
　請求項２に記載のリング照明装置において、
　前記集光素子は、
　前記合成素子にて合成された光を反射させる第１反射鏡と、
　前記第１反射鏡にて反射された光を反射させることで前記所定の位置に集光する第２反
射鏡とを備え、
　前記各発光素子群、前記合成素子、及び前記第１反射鏡は、略同一の径となるように形
成されるとともに、前記光軸に沿って順に配置され、
　前記第１反射鏡は、前記光軸から離間する方向に向かって前記合成素子にて合成された
光を反射させることを特徴とするリング照明装置。
【請求項５】
　請求項１に記載のリング照明装置において、
　前記各発光素子群による色光の射出方向は、前記光軸を含む同一の平面内で略同一の方
向とされ、
　前記合成素子は、入射する各色光を内部で反射させることによって合成し、同一の方向
に射出するケスタープリズムとされていることを特徴とするリング照明装置。
【請求項６】
　請求項１から請求項４のいずれかに記載のリング照明装置において、
　前記各発光素子群と、前記合成素子との間に配設され、前記各発光素子群から射出され
る各色光を平行化する複数の平行化レンズを備えていることを特徴とするリング照明装置
。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、リング照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、光学系における光軸の周囲にリング状に配列されるとともに、互いに異なる少な
くとも２種類の色光を射出する複数の発光素子と、各色光を合成する合成素子と、合成素
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子にて合成された光を光軸に沿った所定の位置に集光する集光素子とを備えるリング照明
装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
　特許文献１に記載のリング照明装置は、３種類の色光（赤、緑、青）を射出する複数の
発光ダイオード（発光素子）と、反射ミラー、及びダイクロイックミラーで構成されるミ
ラー群（合成素子）と、反射鏡（集光素子）とを備える。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００３－３３７３６５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載のリング照明装置では、各発光素子は、光学系におけ
る光軸と略直交する同一の平面内に光軸の周囲に沿って矩形状に配列され、各発光素子に
よる色光の射出方向は、光軸から離間するとともに、各発光素子の配列方向と略直交する
方向とされているので、集光素子は、各発光素子の配列方向に対して斜めに交差する方向
からは集光することができない。これは、ダイクロイックミラーを直線状にしか形成する
ことができないからである。したがって、特許文献１に記載のリング照明装置では、均一
な照明をすることができないという問題がある。
【０００５】
　本発明の目的は、均一な照明をすることができるリング照明装置を提供することにある
。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明では、光学系における光軸の周囲にリング状に配列されるとともに、互いに異な
る少なくとも２種類の色光を射出する複数の発光素子と、前記各色光を合成する合成素子
と、前記合成素子にて合成された光を前記光軸に沿った所定の位置に集光する集光素子と
を備えるリング照明装置であって、前記各発光素子のうち、同一の種類の色光を射出する
発光素子群は、前記光軸と略直交する同一の平面内に前記光軸の周囲に沿って所定の間隔
で円環状に配列され、前記合成素子、及び前記集光素子は、前記光軸の周囲に沿って円環
状に形成されていることを特徴とする。
【０００７】
　このような構成によれば、各発光素子群、合成素子、及び集光素子は、光学系における
光軸の周囲に沿って円環状に形成されているので、集光素子は、各発光素子群から射出さ
れ、合成素子にて合成された光を光軸に向かう放射状に集光することができる。したがっ
て、リング照明装置は、均一な照明をすることができる。
【０００８】
　本発明では、前記各発光素子群による色光の射出方向は、前記光軸を含む同一の平面内
で互いに異なる角度に傾斜した方向とされ、前記合成素子は、入射する各色光を分散させ
ることによって合成し、同一の方向に射出するプリズムとされていることが好ましい。
【０００９】
　このような構成によれば、プリズムは、円環状に形成しやすいので、リング照明装置は
、簡素な構成で均一な照明をすることができる。
【００１０】
　本発明では、前記各発光素子群、前記合成素子、及び前記集光素子は、順に径が大きく
なるように形成されるとともに、前記光軸と略直交する同一の平面に沿って配置されてい
ることが好ましい。
【００１１】
　ここで、各発光素子群から射出される各色光は、光学系を避けて所定の位置に集光する
必要があるので、光軸から離間する方向に射出された後で集光素子にて集光されることが
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望ましい。
　本発明によれば、各発光素子群、合成素子、及び集光素子は、光軸から離間する方向に
向かって順に配置されることとなるので、各発光素子群から射出される各色光を、光軸か
ら離間する方向に射出させた後で集光素子にて集光させることができる。
【００１２】
　本発明では、前記集光素子は、前記合成素子にて合成された光を反射させる第１反射鏡
と、前記第１反射鏡にて反射された光を反射させることで前記所定の位置に集光する第２
反射鏡とを備え、前記各発光素子群、前記合成素子、及び前記第１反射鏡は、略同一の径
となるように形成されるとともに、前記光軸に沿って順に配置され、前記第１反射鏡は、
前記光軸から離間する方向に向かって前記合成素子にて合成された光を反射させることが
好ましい。
【００１３】
　ここで、前述したように、各発光素子群、合成素子、及び集光素子を、光軸から離間す
る方向に向かって順に配置すると、リング照明装置は、構成を簡素化することができるも
のの径方向に大きくなる。
　本発明によれば、各発光素子群、合成素子、及び第１反射鏡は、略同一の径となるよう
に形成されるとともに、光軸に沿って順に配置されているので、リング照明装置の大型化
を抑制することができる。
　また、第１反射鏡は、光軸から離間する方向に向かって合成素子にて合成された光を反
射させるので、各発光素子群から射出される各色光を、光軸から離間する方向に射出させ
た後で第２反射鏡にて集光させることができる。
【００１４】
　本発明では、前記各発光素子群による色光の射出方向は、前記光軸を含む同一の平面内
で略同一の方向とされ、前記合成素子は、入射する各色光を内部で反射させることによっ
て合成し、同一の方向に射出するケスタープリズムとされていることが好ましい。
【００１５】
　このような構成によれば、各発光素子群による色光の射出方向は、光軸を含む同一の平
面内で略同一の方向とされているので、前述したように、合成素子としてプリズムを採用
した場合と比較して、各発光素子群の角度の調整を容易にすることができる。したがって
、リング照明装置の製造コストを低減させることができる。
【００１６】
　本発明では、前記各発光素子群と、前記合成素子との間に配設され、前記各発光素子群
から射出される各色光を平行化する複数の平行化レンズを備えていることが好ましい。
【００１７】
　このような構成によれば、各発光素子群から射出される各色光を各平行化レンズにて平
行化することによって、集光素子は、各色光を効率的に集光することができる。したがっ
て、リング照明装置の照明効率を向上させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に係るリング照明装置を示す断面模式図。
【図２】前記実施形態におけるリング照明装置を上方側から見た模式図。
【図３】前記実施形態における反射鏡、及びユニットを、光軸に沿って移動させた状態を
示す図。
【図４】本発明の第２実施形態に係るリング照明装置を示す断面模式図。
【図５】本発明の第３実施形態に係るリング照明装置を示す断面模式図。
【図６】本発明の第４実施形態に係るリング照明装置を示す断面模式図。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
〔第１実施形態〕
　以下、本発明の第１実施形態を図面に基づいて説明する。
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　図１は、本発明の第１実施形態に係るリング照明装置１を示す断面模式図である。なお
、図１では、リング照明装置１のみを切断し、対物レンズ１０の切断を省略している。ま
た、図１では、上方向を＋Ｚ軸方向とし、このＺ軸に直交する２軸をそれぞれＸ軸、及び
Ｙ軸として説明する。以下の図面においても同様である。
【００２０】
　リング照明装置１は、図１に示すように、画像測定機等（図示略）によって測定される
被測定物Ｗを照明するものであり、画像測定機等の拡大光学系としての対物レンズ１０に
取り付けられている。
　このリング照明装置１は、対物レンズ１０の光軸Ａ（Ｚ軸）の周囲にリング状に配列さ
れるとともに、互いに異なる３種類（赤、緑、青）の色光を射出する複数の発光素子とし
てのＬＥＤ２（Light Emitting Diode）と、各色光を合成する合成素子としてのプリズム
３と、プリズム３にて合成された光を光軸Ａに沿った所定の位置、すなわち光軸Ａと被測
定物Ｗの表面との交点Ｐに集光する集光素子としての反射鏡４とを備える。なお、各ＬＥ
Ｄ２、及びプリズム３は、一体化されたユニット５として構成され、画像測定機等は、反
射鏡４、及びユニット５を光軸Ａに沿って移動させることができる。
【００２１】
　図２は、リング照明装置１を上方側から見た模式図である。なお、図２では、各ＬＥＤ
２、及び反射鏡４のみを図示している。
　各ＬＥＤ２のうち、同一の種類の色光を射出するＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ（赤色光を
射出するＬＥＤ群を２Ｒ、緑色光を射出するＬＥＤ群を２Ｇ、青色光を射出するＬＥＤ群
を２Ｂとする。）は、図１、及び図２に示すように、光軸Ａと略直交する同一の平面（Ｘ
Ｙ平面）内に光軸Ａの周囲に沿って所定の間隔で円環状に配列されている。そして、ＬＥ
Ｄ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、波長の長い赤色光を射出するＬＥＤ群２Ｒから波長の短い青色
光を射出するＬＥＤ群２Ｂまで－Ｚ軸方向に向かって順に配置されている。
　また、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、各色光のプリズム３への入射角がＬＥＤ群２Ｒか
らＬＥＤ群２Ｂまで順に大きくなるように配置されている。すなわち、ＬＥＤ群２Ｒ，２
Ｇ，２Ｂによる色光の射出方向は、光軸Ａを含む同一の平面内に互いに異なる角度に傾斜
した方向とされている。
【００２２】
　プリズム３は、入射する各色光を分散させることによって合成し、同一の方向に射出す
るものである。このプリズム３は、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出される各色光が入
射する入射端面３Ａと、合成した光を射出する射出端面３Ｂとを有する断面三角形状に形
成されるとともに、光軸Ａの周囲に沿って円環状に形成されている。そして、プリズム３
は、合成した光をＸ軸方向に沿って光軸Ａから離間する方向（＋Ｘ軸方向）に射出する。
また、プリズム３は、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと比較して大きい径に形成され、ＬＥＤ
群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂが配列されている平面に沿って配置されている。
【００２３】
　反射鏡４は、プリズム３にて合成された光を反射する反射面４Ａを有し、光軸Ａの周囲
に沿って円環状に形成されている。また、反射鏡４は、プリズム３と比較して大きい径に
形成され、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂが配列されている平面に沿って配置されている。す
なわち、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ、プリズム３、及び反射鏡４は、順に径が大きくなる
ように形成されるとともに、光軸Ａと略直交する同一の平面に沿って配置されている。
　反射面４Ａは、＋Ｚ軸方向側の端部が光軸Ａ側に突出するとともに、－Ｚ軸方向に向か
うに従って光軸Ａと略平行な面となる湾曲した形状とされている。そして、プリズム３か
ら射出され、反射面４Ａにて反射された光は、交点Ｐに集光される。
　なお、図１、及び図２では、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出され、交点Ｐに至るリ
ング照明装置１による照明の光路を一点鎖線で示している。
【００２４】
　図３は、反射鏡４、及びユニット５を、光軸Ａに沿って移動させた状態を示す図である
。なお、図３では、反射鏡４、及びユニット５を移動させる前の状態を二点鎖線で示して
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いる。
　画像測定機等は、反射鏡４、及びユニット５を光軸Ａに沿って移動させることで交点Ｐ
に集光される光の角度を変更することができる。例えば、図３に示すように、ユニット５
を－Ｚ軸方向に移動させることでプリズム３から射出される光の位置を－Ｚ軸方向に変更
することができる。そして、反射鏡４を－Ｚ軸方向に移動させることで反射鏡４、及びユ
ニット５の相対位置を変更すると、プリズム３から射出される光が反射鏡４の反射面４Ａ
にて反射する位置を変更することができる。ここで、反射面４Ａは、湾曲した形状とされ
ているので、プリズム３から射出される光が反射鏡４の反射面４Ａにて反射する位置を変
更することで交点Ｐに集光される光の角度を変更することができる。
　さらに、リング照明装置１は、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂの点灯、消灯、及び強度など
を制御することで交点Ｐに集光される光の強度や色彩などを制御することができる。
【００２５】
　本実施形態に係るリング照明装置１によれば、次のような効果がある。
（１）ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ、プリズム３、及び反射鏡４は、対物レンズ１０におけ
る光軸Ａの周囲に沿って円環状に形成されているので、反射鏡４は、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ
，２Ｂから射出され、プリズム３にて合成された光を光軸Ａに向かう放射状に集光するこ
とができる。したがって、リング照明装置１は、均一な照明をすることができる。
（２）プリズム３は、円環状に形成しやすいので、リング照明装置１は、簡素な構成で均
一な照明をすることができる。
（３）ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ、プリズム３、及び反射鏡４は、光軸Ａから離間する方
向に向かって順に配置されるので、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出される各色光を、
光軸Ａから離間する方向に射出させた後で反射鏡４にて集光させることができる。
【００２６】
〔第２実施形態〕
　以下、本発明の第２実施形態を図面に基づいて説明する。
　図４は、本発明の第２実施形態に係るリング照明装置１Ａを示す断面模式図である。
　なお、以下の説明では、既に説明した部分については、同一符号を付してその説明を省
略する。
　前記第１実施形態では、リング照明装置１は、ユニット５を備え、ユニット５は、ＬＥ
Ｄ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと、プリズム３とを備えていた。これに対して、本実施形態では、
リング照明装置１Ａは、図４に示すように、ユニット５Ａを備え、ユニット５Ａは、ＬＥ
Ｄ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと、プリズム３と、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと、プリズム３との
間に配設され、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出される各色光を平行化する３つの平行
化レンズ６を備える点で異なる。
【００２７】
　このような本実施形態においても、前記第１実施形態と同様の作用、効果を奏すること
ができる他、以下の作用、効果を奏することができる。
（４）ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出される各色光を各平行化レンズ６にて平行化す
ることによって、反射鏡４は、各色光を効率的に集光することができる。したがって、リ
ング照明装置１Ａの照明効率を向上させることができる。
【００２８】
〔第３実施形態〕
　以下、本発明の第３実施形態を図面に基づいて説明する。
　図５は、本発明の第３実施形態に係るリング照明装置１Ｂを示す断面模式図である。
　前記第１実施形態では、リング照明装置１は、集光素子としての反射鏡４を備えていた
。これに対して、本実施形態では、リング照明装置１Ｂは、図５に示すように、集光素子
としての第１反射鏡４１、及び第２反射鏡４２を備える点で異なる。
【００２９】
　リング照明装置１Ｂは、各ＬＥＤ２と、プリズム３と、第１反射鏡４１、及び第２反射
鏡４２とを備える。なお、ＬＥＤ２、プリズム３、及び第１反射鏡４１は、一体化された
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ユニット５Ｂとして構成されている。
　各ＬＥＤ２のうち、同一の種類の色光を射出するＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、光軸Ａ
と略直交する同一の平面内に光軸Ａの周囲に沿って所定の間隔で円環状に配列されている
。そして、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、波長の長い赤色光を射出するＬＥＤ群２Ｒから
波長の短い青色光を射出するＬＥＤ群２Ｂまで光軸Ａから離間する方向に向かって順に配
置されている。
【００３０】
　プリズム３は、入射端面３Ａと、射出端面３Ｂとを有する断面三角形状に形成されると
ともに、光軸Ａの周囲に沿って円環状に形成されている。そして、プリズム３は、合成し
た光を－Ｚ軸方向に射出する。また、プリズム３は、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと略同一
の径に形成され、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂの－Ｚ軸方向側に配置されている。
【００３１】
　第１反射鏡４１は、プリズム３にて合成された光を反射する反射面４１Ａを有し、光軸
Ａの周囲に沿って円環状に形成されている。また、第１反射鏡４１は、ＬＥＤ群２Ｒ，２
Ｇ，２Ｂ、及びプリズム３と略同一の径に形成され、プリズム３の－Ｚ軸方向側に配置さ
れている。すなわち、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ、プリズム３、及び第１反射鏡４１は、
略同一の径となるように形成されるとともに、光軸Ａに沿って順に配置されている。
　反射面４１Ａは、－Ｚ軸方向側の端部が光軸Ａとは反対側に突出するとともに、＋Ｚ軸
方向に向かうに従って光軸Ａと略平行な面となる湾曲した形状とされ、プリズム３から射
出された光を光軸Ａから離間する方向に向かって反射させる。
【００３２】
　第２反射鏡４２は、第１反射鏡４１にて反射された光を反射させることで交点Ｐに集光
する反射面４２Ａを有し、光軸Ａの周囲に沿って円環状に形成されている。また、第２反
射鏡４２は、第１反射鏡４１と比較して大きい径に形成され、第１反射鏡４１が配置され
ている平面に沿って配置されている。
　反射面４２Ａは、＋Ｚ軸方向側の端部が光軸Ａ側に突出するとともに、－Ｚ軸方向に向
かうに従って光軸Ａと略平行な面となる湾曲した形状とされている。そして、反射面４１
Ａ、及び反射面４２Ａにて反射された光は、交点Ｐに集光される。
【００３３】
　このような本実施形態においても、前記第１実施形態と同様の作用、効果を奏すること
ができる他、以下の作用、効果を奏することができる。
（５）ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂ、プリズム３、及び第１反射鏡４１は、略同一の径とな
るように形成されるとともに、光軸Ａに沿って順に配置されているので、リング照明装置
１Ｂの大型化を抑制することができる。
（６）第１反射鏡４１は、光軸Ａから離間する方向に向かってプリズム３にて合成された
光を反射させるので、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出される各色光を、光軸Ａから離
間する方向に射出させた後で第２反射鏡４２にて集光させることができる。
【００３４】
〔第４実施形態〕
　以下、本発明の第４実施形態を図面に基づいて説明する。
　図６は、本発明の第４実施形態に係るリング照明装置１Ｃを示す断面模式図である。
　前記第１実施形態では、リング照明装置１は、合成素子としてのプリズム３を備えてい
た。これに対して、本実施形態では、リング照明装置１Ｃは、図６に示すように、合成素
子としてのケスタープリズム７を備える点で異なる。
【００３５】
　リング照明装置１Ｃは、各ＬＥＤ２と、ケスタープリズム７と、反射鏡４とを備える。
なお、ＬＥＤ２、及びケスタープリズム７は、一体化されたユニット５Ｃとして構成され
ている。
　各ＬＥＤ２のうち、同一の種類の色光を射出するＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、光軸Ａ
と略直交する同一の平面内に光軸Ａの周囲に沿って所定の間隔で円環状に配列されている
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。そして、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、波長の長い赤色光を射出するＬＥＤ群２Ｒから
波長の短い青色光を射出するＬＥＤ群２Ｂまで光軸Ａから離間する方向に向かって順に配
置されている。
　また、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂは、各色光のケスタープリズム７への入射角が略同一
となるように配置されている。すなわち、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂによる色光の射出方
向は、光軸Ａを含む同一の平面内で略同一の方向とされている。
【００３６】
　ケスタープリズム７は、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂから射出される各色光が入射する入
射端面７Ａと、合成した光を射出する射出端面７Ｂとを有する断面三角形状に形成される
とともに、光軸Ａの周囲に沿って円環状に形成されている。また、ケスタープリズム７は
、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂと略同一の径に形成され、ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂの－Ｚ
軸方向側に配置されている。
【００３７】
　このケスタープリズム７は、それぞれ屈折率の異なる４つの部材を接合して構成され、
これらの接合面のうち、２つの接合面には、ダイクロイック膜が蒸着されている（図６中
太線）。そして、各ダイクロイック膜のうち光軸Ａ側の接合面に蒸着されたダイクロイッ
ク膜は、赤色光を透過させるとともに、緑色光を反射させるダイクロイックミラーとして
機能し（以下、第１ダイクロイックミラー７１とする）、反射鏡４側の接合面に蒸着され
たダイクロイック膜は、緑色光を透過させるとともに、青色光を反射させるダイクロイッ
クミラーとして機能する（以下、第２ダイクロイックミラー７２とする）。
【００３８】
　なお、以下では、ケスタープリズム７における入射端面７Ａ、及び射出端面７Ｂ以外の
端面、すなわち－Ｚ軸方向側の端面を単に端面といい、ケスタープリズム７における接合
面のうち、ダイクロイック膜が蒸着されていない接合面、すなわち第１ダイクロイックミ
ラー７１、及び第２ダイクロイックミラー７２の間の接合面を単に接合面というものとし
て説明する。
　また、接合面は、射出端面７Ｂと平行であり、ケスタープリズム７は、ＬＥＤ群２Ｒ，
２Ｇ，２Ｂによる色光の射出方向に対して、第１ダイクロイックミラー７１、及び第２ダ
イクロイックミラー７２が平行となるように配置されている。
【００３９】
　ＬＥＤ群２Ｒから射出される赤色光は、入射端面７Ａにおける第１ダイクロイックミラ
ー７１の光軸Ａ側から入射し、端面にて反射され、第１ダイクロイックミラー７１、及び
第２ダイクロイックミラー７２を透過して射出端面７Ｂから射出される。
　ＬＥＤ群２Ｇから射出される緑色光は、入射端面７Ａにおける第１ダイクロイックミラ
ー７１、及び第２ダイクロイックミラー７２の間から入射し、接合面、及び第１ダイクロ
イックミラー７１にて反射され、第２ダイクロイックミラー７２を透過して射出端面７Ｂ
から射出される。
【００４０】
　ＬＥＤ群２Ｂから射出される青色光は、入射端面７Ａにおける第２ダイクロイックミラ
ー７２の反射鏡４側から入射し、射出端面７Ｂ、及び第２ダイクロイックミラー７２にて
反射されて射出端面７Ｂから射出される。
　すなわち、ケスタープリズム７は、入射する各色光を内部で反射させることによって合
成し、合成した光をＸ軸方向に沿って光軸Ａから離間する同一の方向に射出する。
【００４１】
　このような本実施形態においても、前記第１実施形態と同様の作用、効果を奏すること
ができる他、以下の作用、効果を奏することができる。
（７）ＬＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂによる色光の射出方向は、光軸Ａを含む同一の平面内で
略同一の方向とされているので、合成素子としてプリズムを採用した場合と比較して、Ｌ
ＥＤ群２Ｒ，２Ｇ，２Ｂの角度の調整を容易にすることができる。したがって、リング照
明装置１Ｃの製造コストを低減させることができる。
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〔実施形態の変形〕
　なお、本発明は前記各実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる
範囲での変形、改良等は本発明に含まれるものである。また、前記各実施形態を組み合わ
せることは自由である。
　例えば、前記各実施形態では、リング照明装置１～１Ｃは、互いに異なる３種類の色光
を射出する複数のＬＥＤ２を備えていたが、リング照明装置は、少なくとも２種類の色光
を射出する複数の発光素子を備えていればよい。
【００４３】
　前記第１実施形態から前記第３実施形態では、プリズム３は、断面三角形状に形成され
ていたが、円形状など他の断面形状であってもよい。要するに、プリズムは、入射する各
色光を分散させることによって合成し、同一の方向に射出するものであればよい。
　前記各実施形態では、反射鏡４、第１反射鏡４１、及び第２反射鏡４は、湾曲した形状
の反射面４Ａ，４１Ａ，４２Ａを有していたが、反射面の形状は、どのような形状であっ
てもよい。また、前記各実施形態では、集光素子は、１つ、または２つの部材で構成され
ていたが、少なくとも１つの部材で構成されていればよい。要するに、集光素子は、合成
素子にて合成された光を光軸に沿った所定の位置に集光するものであればよい。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　本発明は、リング照明装置に好適に利用することができる。
【符号の説明】
【００４５】
１-１Ｃ…リング照明装置
２…ＬＥＤ（発光素子）
３…プリズム
４…反射鏡（集光素子）
６…平行化レンズ
７…ケスタープリズム
１０…対物レンズ（光学系）
４１…第１反射鏡（集光素子）
４２…第２反射鏡（集光素子）
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