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(57)【要約】
【課題】レンズを大型化することなく、照明器具の上方
及び側方を照らす光の量を増加させることができる光源
装置を提供すること。
【解決手段】光源装置は、光を出射する発光基板と、発
光基板から発せられる光の出射方向に設けられたレンズ
と、を備え、レンズは、発光基板と対向し、発光基板か
らの光が入射される入光凹部と、入光凹部の垂直方向の
下方に位置し、入光凹部から入射された光を、発光基板
から発せられる光の出射方向へ出射する出射面部と、出
射面部の外縁部に設けられ、入光凹部から入射された光
を、発光基板の設置側へ全反射させる全反射部と、を有
し、全反射部は、発光基板と、出射面部との間において
、上下方向に並列した複数の突出部を有するものである
。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を出射する発光基板と、
　前記発光基板から発せられる光の出射方向に設けられたレンズと、
を備え、
　前記レンズは、
　前記発光基板と対向し、前記発光基板からの光が入射される入光凹部と、
　前記入光凹部の垂直方向の下方に位置し、前記入光凹部から入射された光を、前記発光
基板から発せられる光の出射方向へ出射する出射面部と、
　前記出射面部の外縁部に設けられ、前記入光凹部から入射された光を、前記発光基板の
設置側へ全反射させる全反射部と、を有し、
　前記全反射部は、前記発光基板と、前記出射面部との間において、上下方向に並列した
複数の突出部を有する光源装置。
【請求項２】
　前記複数の突出部は、前記発光基板から発せられる光の出射方向に凸の湾曲形状である
請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記全反射部は、
　前記発光基板の垂直方向の光軸に対して、前記光軸から離れるに従い、前記複数の突出
部の互いの距離が離れるように形成されている請求項１又は２に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記全反射部において、
　前記複数の突出部の間に位置する側壁部は、
　前記発光基板の中心と、前記側壁部よりも前記出射面部側に位置する前記突出部の外縁
下端部とを結んだ線分よりも、前記発光基板の設置側に位置する請求項１～３のいずれか
１項に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記複数の突出部は、
　第一突出部と、前記第一突出部の上方に形成された第二突出部とを有し、
　前記第一突出部は、
　前記入光凹部から入射された光を、前記発光基板の設置側へ全反射させる第一反射面部
と、
　前記第一反射面部の外縁部に位置し、前記第一反射面部で全反射した光を透過させて前
記レンズの外部へ出射させる第一出射面部と、
を有し、
　前記第二突出部は、
　前記入光凹部から入射された光を、前記発光基板の設置側へ全反射させる第二反射面部
と、
　前記第二反射面部の外縁部に位置し、前記第二反射面部で全反射した光を透過させて前
記レンズの外部へ出射させる第二出射面部と、を有する請求項１～４のいずれか１項に記
載の光源装置。
【請求項６】
　前記複数の突出部は、
　前記第二突出部の上方に形成された第三突出部を更に有し、
　前記第三突出部は、
　前記入光凹部から入射された光を、前記発光基板の設置側へ全反射させる第三反射面部
と、
　前記第三反射面部の外縁部に位置し、前記第三反射面部で全反射した光を透過させて前
記レンズの外部へ出射させる第三出射面部と、を有する請求項５に記載の光源装置。
【請求項７】
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　前記第一突出部は、
　前記第一出射面部の下端部と、前記発光基板の垂直方向において前記発光基板の中心を
通る光軸との距離が、前記第一出射面部の上端部と、前記発光基板の垂直方向において前
記発光基板の中心を通る光軸との距離よりも大きく、
　前記第二突出部は、
　前記第二出射面部の下端部と、前記発光基板の垂直方向において前記発光基板の中心を
通る光軸との距離が、前記第二出射面部の上端部と、前記発光基板の垂直方向において前
記発光基板の中心を通る光軸との距離よりも大きい請求項５に記載の光源装置。
【請求項８】
　前記レンズは、前記発光基板の垂直方向において前記発光基板の中心を通る光軸を中心
とした回転体である請求項１～６のいずれか１項に記載の光源装置。
【請求項９】
　前記レンズは、長尺状であり、長手方向に直角な短手方向の断面において、前記発光基
板の垂直方向の光軸に対して対称な断面形状を有する請求項１～７のいずれか１項に記載
の光源装置。
【請求項１０】
　前記入光凹部は、
　前記発光基板に対する垂直方向の下方に向かうにつれて、前記入光凹部の側面の幅が狭
まるようにテーパー状に傾斜している傾斜面部を有する請求項９に記載の光源装置。
【請求項１１】
　前記レンズの表面の少なくとも一部に拡散処理が施されている請求項１～１０のいずれ
か１項に記載の光源装置。
【請求項１２】
　請求項１～１１のいずれか１項に記載の光源装置と、
　前記光源装置に電力を供給する電源と、
　前記光源装置が発する熱を放熱するためのヒートシンクと、
を備えた照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）を光源とする光源装置、及び、この光源装
置を備えた照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、光源として、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）を用いた照明器具が多数提案
されている。そして、ＬＥＤを用いた照明器具の提案に伴い、照明器具の配光にも様々な
要求がなされている。その要求の一つとして、照明器具の下方を照らす直接照明に加えて
、照明器具の上方及び側方を照らす間接照明の機能を付加して、作業に必要な照度を維持
しつつ、空間全体の明るさ感を満たす照明器具の提供がある。このような配光を実現する
と、部屋全体を明るく照らす場合と比べて消費電力を削減できる。この配光を実現するた
めに、例えば、光源とレンズとを備えた照明装置が開示されており、レンズは光を光源の
光の出射方向へ出射する屈折部に加え、光源から出射された光を光源側へ反射する反射部
を有する照明装置が提案されている（特許文献１参照）。特許文献１の照明装置は、照明
装置の下方だけではなく、照明装置の上方及び側方を照らすことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２４３６４１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００４】
　しかしながら、特許文献１に開示された照明装置は、１枚の反射面で光を光源側へ反射
させている。そのため、反射面に入射した後に光源側へ反射する光の量、すなわち照明器
具の上方及び側方を照らす光の量を増加させようとすると、反射面の径を増大させる必要
がある。そのため、照明装置は、照明器具の上方及び側方を照らす光の量を増加させよう
とすると、反射面の径を増大させるためにレンズを大型化する必要がある。
【０００５】
　本発明は、上記のような課題を解決するためのものであり、レンズを用いて光源からの
光を制御するにあたり、レンズを大型化することなく、照明器具の上方及び側方を照らす
光の量を増加させることができる光源装置、及び、この光源装置を備えた照明装置を提供
するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明に係る光源装置は、光を出射する発光基板と、発光基板から発せられる光の出射
方向に設けられたレンズと、を備え、レンズは、発光基板と対向し、発光基板からの光が
入射される入光凹部と、入光凹部の垂直方向の下方に位置し、入光凹部から入射された光
を、発光基板から発せられる光の出射方向へ出射する出射面部と、出射面部の外縁部に設
けられ、入光凹部から入射された光を、発光基板の設置側へ全反射させる全反射部と、を
有し、全反射部は、発光基板と、出射面部との間において、上下方向に並列した複数の突
出部を有するものである。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明に係る光源装置は、入光凹部から入射された光を発光基板の設置側へ反射させる
全反射部を有し、全反射部は複数の突出部を有するものである。そして、光源装置は、上
下方向に並列した複数の突出部によって、発光基板から出射される光の角度に応じて光を
全反射させることができる。その結果、光源装置は、レンズを大型化することなく、照明
器具の上方及び側方を照らす光の量を増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本発明の実施の形態１に係る光源装置の分解斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る光源装置の縦断面模式図である。
【図３】図２の光源装置における光の経路を示す縦断面模式図である。
【図４】本発明の実施の形態２に係る光源装置の縦断面模式図である。
【図５】図４の光源装置における光の経路を示す縦断面模式図である。
【図６】本発明の実施の形態３に係る光源装置の分解斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態３に係る光源装置の縦断面模式図である。
【図８】図７の光源装置における光の経路を示す縦断面模式図である。
【図９】本発明の実施の形態４に係る照明装置を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、本発明の実施の形態に係る光源装置について、図面を参照しながら説明する。な
お、図１を含む以下の図面では、各構成部材の相対的な寸法の関係及び形状等が実際のも
のとは異なる場合がある。また、以下の図面において、同一の符号を付したものは、同一
又はこれに相当するものであり、このことは明細書の全文において共通することとする。
また、理解を容易にするために方向あるいは位置を表す用語（例えば「上」、「下」、「
右」、「左」、「前」、「後」など）を適宜用いる。しかし、これらの表記は、説明の便
宜上、そのように記載しているだけであって、装置あるいは部品の配置及び向きを限定す
るものではない。なお、以下に説明する各図において、ｚ軸は上下方向を示し、ｘ軸は、
左右方向すなわち横方向を示し、ｙ軸は、前後方向すなわち奥行方向を示す。ｘ軸、ｙ軸
、ｚ軸は、直交しており、ｘ軸と、ｙ軸とは水平方向であり、ｚ軸は垂直方向である。ま
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た、ｘ軸、ｙ軸、ｚ軸の各矢印の向く方向を正方向とし、各矢印の向く方向とは反対の方
向を負方向とする。
【００１０】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１に係る光源装置１の分解斜視図である。まず、図１を参
照して、光源装置１の全体構成を説明する。
【００１１】
［光源装置１］
　光源装置１は、光を配光制御して出射するものである。光源装置１は、発光基板１０と
、レンズ２０と、を有する。また、光源装置１は、発光基板１０を収容してレンズ２０が
取り付けられる筐体１５を有する。
【００１２】
（発光基板１０）
　発光基板１０は、発光部１１と、基板１２とを有する。発光基板１０の発光部１１は、
光を出射する部分であり、例えば、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）により構成されてい
る。この発光部１１は、例えば、４４０ｎｍ～４８０ｎｍ程度の青色光を発光するＬＥＤ
チップ上に、青色光を黄色光に波長変換する蛍光体が設けられており、合成光として白色
光を発光する。発光部１１は、基板１２上に実装されている。この基板１２は、例えば、
板状のアルミニウム基板である。基板１２には、電力供給用の回路パターンが形成され、
発光部１１の他にダイオード（図示せず）等の素子も必要に応じ実装されている。基板１
２は、ワイヤ１３およびコネクタ１４を介して電源（図示せず）に接続されている。
【００１３】
（筐体１５）
　筐体１５は、発光基板１０、ワイヤ１３、コネクタ１４を収容する。筐体１５によって
、発光部１１とレンズ２０とが位置決めされ、発光基板１０を構成する発光部１１の光軸
Ｌ１とレンズ２０の中心軸Ｐとは一致し、または、ほぼ一致している。なお、光軸Ｌ１は
、発光基板１０に対して垂直方向に出射する光の軸である。
【００１４】
（レンズ２０）
　レンズ２０は、発光部１１を覆い、発光部１１から出射された光の方向を変換するため
の部材である。レンズ２０は、発光基板１０に対し、発光基板１０から発せられる光の出
射方向に設けられている。レンズ２０は、発光基板１０の垂直方向において発光基板１０
の中心を通る光軸Ｌ１を中心とした回転体である。レンズ２０は、例えば、アクリル樹脂
、ポリカーボネート樹脂又はガラス等の透明な材料から形成されている。レンズ２０の表
面の全部又は少なくとも一部に、例えば、シボ加工等の凹凸形状を形成することで光拡散
処理を施してもよい。レンズ２０に光拡散処理を施すことで、照射イメージの緩和及び照
射面の色むら等を改善することができる。
【００１５】
　図２は、本発明の実施の形態１に係る光源装置１の縦断面模式図である。レンズ２０は
、発光基板１０と対向し、発光基板１０の発光部１１から出射された光が、レンズ２０内
に入射される入光凹部２１を有する。また、レンズ２０は、発光部１１から出射されて入
光凹部２１から入射された光を、発光基板１０の発光部１１による光の出射方向（ｚ軸正
方向）に透過させて、レンズ２０の外部へ出射させる出射面部２２を有する。この出射面
部２２は、入光凹部２１の垂直方向の下方に位置する。また、レンズ２０は、発光部１１
から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向）
へ全反射させる全反射部２を有する。さらに、レンズ２０は、発光基板１０の発光部１１
から出射された光を、発光部１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）へ全反射させる小角
度反射面部３１を有する。また、レンズ２０は、発光部１１との位置決めのために設けら
れた位置決め部３２を有する。なお、全反射とは、光が屈折率の大きい媒質中から屈折率
の小さい媒質に入射する時、入射角がある一定の角（臨界角）より大きいと、境界面で全
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部反射される現象をいう。
【００１６】
（入光凹部２１）
　入光凹部２１は、レンズ２０の上側の天井壁２０ａの中心部において、レンズ２０の内
側に向かって凹んでいる部分である。入光凹部２１は、曲面で構成されている。より詳細
には、入光凹部２１は、発光基板１０の発光部１１と対向する位置に配置され、発光基板
１０の発光面の中心Ｑを中心とした球面の一部を構成するように形成されている。なお、
天井壁２０ａは、発光基板１０に対する垂直方向の平面視において、円形状に形成されて
いる。
【００１７】
（出射面部２２）
　出射面部２２は、入光凹部２１の垂直方向の下方に設けられ、発光部１１の光軸Ｌ１に
対し略垂直な平面状に形成された部分である。また、出射面部２２は、発光基板１０に対
する垂直方向の平面視において、円形状に形成されている。
【００１８】
（全反射部２）
　全反射部２は、出射面部２２の外縁部２２ａに設けられている。また、全反射部２は、
天井壁２０ａと、出射面部２２との間に設けられている。全反射部２は、発光基板１０と
、出射面部２２との間において、上下方向に並列した複数の突出部３を有する。複数の突
出部３は、レンズ２０の側方に突出している。なお、レンズ２０は回転体であるので、突
出部３は、周方向に突出しており、環状に形成されている。また、複数の突出部３は、発
光基板１０から発せられる光の出射方向に凸の湾曲形状である。複数の突出部３は、第一
突出部３ａと、第二突出部３ｂとを有する。換言すると、全反射部２は、側壁部２７と、
側壁部２７から側方に突出する第一突出部３ａ及び第二突出部３ｂと、を有する。第一突
出部３ａ及び第二突出部３ｂは、それぞれ環状に形成されている。第一突出部３ａと第二
突出部３ｂとは、上下方向に配列されており、第二突出部３ｂは、第一突出部３ａの上方
に形成されている。
【００１９】
　側壁部２７は、後述する第一接続面部２５と、後述する第二反射面部２８とをつなぐレ
ンズ２０の側壁であり、光軸Ｌ１に対し略平行な面を形成する。
【００２０】
　第一突出部３ａは、発光部１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発光
基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第一反射面部２３を有する。第一反射面
部２３は、出射面部２２と連続してレンズ２０の底壁の一部を形成する。また、第一突出
部３ａは、第一反射面部２３で全反射した光を透過させてレンズ２０の外部へ出射させる
第一出射面部２４を有する。第一出射面部２４は、第一反射面部２３の外縁下端部２３ａ
に位置し、レンズ２０の側壁の一部を形成する。さらに、第一突出部３ａは、第二反射面
部２８と対向する第一接続面部２５を有する。第一接続面部２５は、第一出射面部２４の
上端部２４ａと側壁部２７との間に形成されている。
【００２１】
　第一反射面部２３は、発光部１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に凸な自由曲線を
、光軸Ｌ１を回転軸として１回転させた形状である。第一反射面部２３は、第一反射面部
２３に到達した光が全反射され、発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ方向を変換する
ように、第一反射面部２３における接線の傾きが定められて曲面が形成されている。第一
出射面部２４は、光軸Ｌ１に対して略平行な面を形成する。第一接続面部２５は、縦断面
視において、第一反射面部２３と同形状に形成されている。
【００２２】
　第二突出部３ｂは、発光部１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発光
基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第二反射面部２８を有する。第二反射面
部２８は、側壁部２７と後述する第二出射面部２９との間に形成され、第一接続面部２５
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と対向する。また、第二突出部３ｂは、第二反射面部２８で全反射した光を透過させてレ
ンズ２０の外部へ出射させる第二出射面部２９を有する。第二出射面部２９は、第二反射
面部２８の外縁下端部２８ａに位置し、レンズ２０の側壁の一部を形成する。さらに、第
二突出部３ｂは、第二出射面部２９の上端部２９ａと天井壁２０ａとの間に形成された上
面部３０を有する。
【００２３】
　第二反射面部２８は、発光部１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に凸な自由曲線を
、光軸Ｌ１を回転軸として１回転させた形状である。第二反射面部２８は、第二反射面部
２８に到達した光が全反射され、発光基板１０の設置側へ方向を変換するように、第二反
射面部２８における接線の傾きが定められて曲面が形成されている。ここで、図中のｘｚ
座標上において、第二反射面部２８及び第一接続面部２５の縦断面上の接線の傾きを検討
する。第二反射面部２８の縦断面上において、第二反射面部２８上の任意の点Ｂ１におけ
る接線を接線Ｚ＝αＸ＋ｂ１とする。図２において、点Ｂ１を通過する点線が接線Ｚ＝α
Ｘ＋ｂ１である。また、第一接続面部２５の縦断面上において、第一接続面部２５上の点
Ｃ１における接線を接線Ｚ＝βＸ＋ｂ２とする。図２において、点Ｃ１を通過する点線が
接線Ｚ＝βＸ＋ｂ２である。なお、点Ｃ１は、第一接続面部２５の縦断面上において、点
Ｃ１と光軸Ｌ１との間の水平方向の距離が、点Ｂ１と光軸Ｌ１との間の水平方向の距離と
等しい位置にある点である。上述したように、ｘ軸及びｚ軸の矢印の向く方向を正方向と
した場合に、第二反射面部２８上の任意の点Ｂ１における接線Ｚ＝αＸ＋ｂ１の傾きαは
負の値になる。これに対し、第一接続面部２５上の点Ｃ１における接線Ｚ＝βＸ＋ｂ２の
傾きβは正の値になる。そのため、第二反射面部２８及び第一接続面部２５の曲面上で、
接線の傾きαと接線の傾きβとの大小関係は、曲面上のどの点においてもβ＞αとなる。
すなわち、図２に示すように、第一接続面部２５と、第二反射面部２８と、側壁部２７と
によって形成される側面凹部２６の厚みは、光軸Ｌ１から遠ざかるにつれて厚くなる。換
言すると、第一接続面部２５と、第二反射面部２８との間の距離は、光軸Ｌ１から遠ざか
るにつれて大きくなる。つまり、全反射部２は、発光基板１０の垂直方向の光軸Ｌ１に対
して、光軸Ｌ１から離れるに従い、複数の突出部３の互いの距離が離れるように形成され
ている。さらに、側面凹部２６は、発光基板１０の中心Ｑと、第一反射面部２３の外縁下
端部２３ａに位置する最外点Ａ１とを結んだ線分Ｌ２よりも、発光基板１０の設置側（ｚ
軸負方向）に位置する。すなわち、複数の突出部３の間に位置する側壁部２７は、発光基
板１０の中心Ｑと、第一反射面部２３の外縁下端部２３ａに位置する最外点Ａ１とを結ん
だ線分Ｌ２よりも、発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向）に位置する。なお、第一突出部
３ａは、側壁部２７よりも出射面部２２側に位置している。
【００２４】
　第二出射面部２９は、光軸Ｌ１に対して略平行な面を形成する。上面部３０は、第二出
射面部２９と小角度反射面部３１とを繋ぐ面を構成しており、発光部１１による光の出射
方向（ｚ軸正方向）に向かうにつれて径が大きくなるすり鉢状の形状である。
【００２５】
　小角度反射面部３１は、天井壁２０ａの外縁部２０ａ１に設けられている。小角度反射
面部３１は、発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向）に凸な自由曲線を、光軸Ｌ１を回転軸
として１回転させた形状である。小角度反射面部３１は、光軸Ｌ１と平行方向において、
第一反射面部２３と対向する。また、小角度反射面部３１は、光軸Ｌ１と直角な方向にお
いて、入光凹部２１と対向する。小角度反射面部３１は、発光部１１から出射され小角度
反射面部３１に到達した光を全反射し、発光部１１により発光される光の出射方向（ｚ軸
正方向）へ方向を変換するように、小角度反射面部３１における接線の傾きが定められて
曲面が形成されている。
【００２６】
　位置決め部３２は、凹形状に形成されており、筐体１５に設けられた凸形状部１５ａと
はめ合いの関係にある。位置決め部３２は、発光部１１に対してレンズ２０を位置決めす
る。なお、上述した第一反射面部２３、第一接続面部２５、第二反射面部２８、小角度反
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射面部３１の形状は特に限定されるものではなく、例えば、放物面形状、楕円面形状、球
面形状などであってもよい。
【００２７】
　図３は、図２の光源装置１における光の経路を示す縦断面模式図である。次に、実施の
形態１に係る光源装置１において、発光基板１０の中心Ｑから出射された光の経路につい
て説明する。なお、光軸Ｌ１と垂直の方向（ｘ軸方向）の線を基準線、すなわち、角度０
度の線として、その基準線からの角度がそれぞれ異なって出射された光の経路について説
明する。例えば、光軸Ｌ１の方向（ｚ軸方向）は、基準線から９０度の角度である。
【００２８】
　先ず、基準線からの角度がもっとも小さい小角度光ａ１の経路について説明する。図３
に示すように、発光基板１０の中心Ｑから出射された小角度光ａ１は、小角度反射面部３
１で配光制御される。より具体的には、発光基板１０の中心Ｑから出射された小角度光ａ
１は、入光凹部２１からレンズ２０に入射する。このとき、入光凹部２１は発光基板１０
の中心Ｑを中心とした球面であるため、小角度光ａ１は屈折作用を受けずに、小角度反射
面部３１に到達し、小角度反射面部３１で全反射されたのちに側面凹部２６を通過する。
小角度光ａ１は、側面凹部２６を通過する際に、一部の光がフレネル反射されるが、大半
の光は屈折作用を受けつつ第一反射面部２３に到達する。第一反射面部２３に到達した小
角度光ａ１は、屈折作用を受けながら第一反射面部２３を透過して、発光部１１により発
光される光の出射方向（ｚ軸正方向）に出射する。
【００２９】
　次に、基準線からの角度が中程度前半の中角度光ｂ１の経路について説明する。図３に
示すように、中角度光ｂ１は、第二反射面部２８で配光制御される。より具体的には、発
光基板１０の中心Ｑから出射された中角度光ｂ１は、入光凹部２１からレンズ２０に入射
する。このとき、入光凹部２１は、発光基板１０の中心Ｑを中心とした球面であるため、
中角度光ｂ１は屈折作用をうけずに第二反射面部２８に到達する。第二反射面部２８に到
達した中角度光ｂ１は、第二反射面部２８で全反射されたのちに、第二出射面部２９に到
達する。第二出射面部２９に到達した中角度光ｂ１は、屈折作用を受けながら第二出射面
部２９を透過して、レンズ２０の側方から外部に出射する。
【００３０】
　次に、基準線からの角度が中程度後半の中角度光ｃ１の経路について説明する。図３に
示すように、中角度光ｃ１は、第一反射面部２３で配光制御される。より具体的には、発
光基板１０の中心Ｑから出射された中角度光ｃ１は、入光凹部２１からレンズ２０に入射
する。このとき、入光凹部２１は、発光基板１０の中心Ｑを中心とした球面であるため、
中角度光ｃ１は屈折作用をうけずに第一反射面部２３に到達する。第一反射面部２３に到
達した中角度光ｃ１は、第一反射面部２３で全反射されたのちに、第一出射面部２４に到
達する。第一出射面部２４に到達した中角度光ｃ１は、屈折作用を受けながら第一出射面
部２４を透過して、レンズ２０の側方から外部に出射する。
【００３１】
　そして、基準線からの角度がもっとも大きい大角度光ｄ１の経路について説明する。図
３に示すように、大角度光ｄ１は、出射面部２２で配光制御される。より具体的には、発
光基板１０の中心Ｑから出射された大角度光ｄ１は、入光凹部２１からレンズ２０に入射
する。このとき、入光凹部２１は、発光基板１０の中心Ｑを中心とした球面であるため、
大角度光ｄ１は屈折作用をうけずに出射面部２２に到達する。出射面部２２に到達した大
角度光ｄ１は、屈折作用を受けながら出射面部２２を透過して、発光部１１により発光さ
れる光の出射方向（ｚ軸正方向）に出射する。
【００３２】
　最後に、実施の形態１に係る光源装置１の効果について説明する。光源装置１は、入光
凹部２１から入射された光を、発光基板１０の設置側へ反射させる全反射部２を有し、全
反射部２は複数の突出部３を有するものである。そして、光源装置１は、上下方向に並列
した複数の突出部３によって、発光基板１０から出射される光の角度に応じて光を全反射
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させることができる。その結果、光源装置１は、レンズを大型化することなく、照明器具
の上方及び側方を照らす光の量を増加させることができる。
【００３３】
　また、光源装置１は、複数の突出部３が、発光基板１０から発せられる光の出射方向に
凸の湾曲形状である。そのため、発光基板１０から発せられる光を、発光基板１０の設置
側に収束させて全反射させることができる。
【００３４】
　また、全反射部２は、発光基板１０の垂直方向の光軸Ｌ１に対して、光軸Ｌ１から離れ
るに従い、複数の突出部３の互いの距離が離れるように形成されている。そして、光源装
置１は、第一反射面部２３と、第二反射面部２８との二枚の反射面を用いて、光を発光基
板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させている。そのため、光源装置１は、反射面が
一枚しか存在しないレンズを有する光源装置と比べて、レンズ２０の径を大型化すること
なく、発光部１１側（ｚ軸負方向）へ出射する光を増加させることができる。
【００３５】
　また、複数の突出部３の間に位置する側面凹部２６は、第一反射面部２３の外縁下端部
２３ａに位置する最外点Ａ１と、発光部１１の発光面の中心Ｑとを結んだ線分Ｌ２よりも
発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向側）に配置されている。そのため、光源装置１は、側
面凹部２６によって第一反射面部２３へ到達する光をさえぎることがない。その結果、光
源装置１は、レンズ２０の性能を損なうことなく、光学系の小型化が可能となる。
【００３６】
　また、一般的な照明器具に用いられるＬＥＤ光源においては、配光が基板の前方から基
板の後方にかけて連続しており、その間で光が照射されない領域が存在しない。このため
、人が不快なグレアとして感じる出射角度が浅い領域にも光が照射されてしまうことがあ
る。実施の形態１の光源装置１においては、全反射部２は、発光基板１０の垂直方向の光
軸Ｌ１に対して、光軸Ｌ１から離れるに従い、複数の突出部３の互いの距離が離れるよう
に形成されている。このとき、ｘｚ座標上の第二反射面部２８及び第一接続面部２５の縦
断面上において、第二反射面部２８上の点Ｂ１の接線Ｚ＝αＸ＋ｂ１の傾きαは、第一接
続面部２５上の点Ｃ１の接線Ｚ＝βＸ＋ｂ２の傾きβよりも小さい。したがって、中角度
光ｃ１と比べて出射角度が浅い中角度光ｂ１においても、効果的に発光基板１０の設置側
（ｚ軸負方向）へ方向を変換することができ、グレアを低減する効果がある。さらに、中
角度光ｂ１よりも出射角度の浅い小角度光ａ１については、その一部を小角度反射面部３
１により全反射することで、発光部１１により発光される光の出射方向（ｚ軸正方向）へ
と方向を変換させており、グレア低減の効果がある。
【００３７】
実施の形態２．
　図４は、本発明の実施の形態２に係る光源装置１００の縦断面模式図である。以下、図
４を用いて、実施の形態２に係る光源装置１００の構成について説明する。実施の形態２
に係る光源装置１００は、レンズ１２０の全反射部１０２において、突出部３が３つ存在
する点が実施の形態１に係る光源装置１と異なる。実施の形態２に係る光源装置１００に
ついて、実施の形態１に係る光源装置１と共通する部分は同一の符号を付して説明を省略
し、光源装置１との相違点を中心に説明する。なお、レンズ１２０の表面の全部又は少な
くとも一部に、例えば、シボ加工等の凹凸形状を形成することで光拡散処理を施してもよ
い。レンズ１２０に光拡散処理を施すことで、照射イメージの緩和及び照射面の色むら等
を改善することができる。
【００３８】
（全反射部１０２）
　実施の形態２に係る光源装置１００において、全反射部１０２は、光源装置１の全反射
部２の構成要素に加え、第三突出部３ｃを有する。すなわち、全反射部１０２は、側壁部
２７と、側壁部２７から側方に突出する第一突出部３ａと、第二突出部３ｂと、第三突出
部３ｃとを有する。第一突出部３ａと、第二突出部３ｂと、第三突出部３ｃとは、それぞ
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れ環状に形成されている。第一突出部３ａと、第二突出部３ｂと、第三突出部３ｃとは、
上下方向に配列されており、第二突出部３ｂは、第一突出部３ａの上方に形成されており
、第三突出部３ｃは、第二突出部３ｂの上方に形成されている。
【００３９】
　側壁部２７は、第一突出部３ａと第二突出部３ｂとの間に形成されている第一側壁部２
７ａと、第二突出部３ｂと第三突出部３ｃとの間に形成されている第二側壁部２７ｂとを
有する。第一側壁部２７ａは、第一接続面部２５と、第二反射面部２８とをつなぐレンズ
１２０の側壁であり、光軸Ｌ１に対し略平行な面を形成する。また、第二側壁部２７ｂは
、後述する第二接続面部４０と、第三反射面部４３とをつなぐレンズ１２０の側壁であり
、光軸Ｌ１に対し略平行な面を形成する。
【００４０】
　第一突出部３ａは、発光部１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発光
基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第一反射面部２３を有する。第一反射面
部２３は、出射面部２２と連続してレンズ２０の底壁の一部を形成する。また、第一突出
部３ａは、第一反射面部２３で全反射した光を透過させてレンズ２０の外部へ出射させる
第一出射面部２４を有する。第一出射面部２４は、第一反射面部２３の外縁下端部２３ａ
に位置し、レンズ２０の側壁の一部を形成する。さらに、第一突出部３ａは、第二反射面
部２８と対向する第一接続面部２５を有する。第一接続面部２５は、第一出射面部２４の
上端部２４ａと側壁部２７との間に形成されている。
【００４１】
　第二突出部３ｂは、発光部１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発光
基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第二反射面部２８を有する。第二反射面
部２８は、第一側壁部２７ａと第二出射面部２９との間に形成され、第一接続面部２５と
対向する。また、第二突出部３ｂは、第二反射面部２８で全反射した光を透過させてレン
ズ２０の外部へ出射させる第二出射面部２９を有する。第二出射面部２９は、第二反射面
部２８の外縁下端部２８ａに位置し、レンズ２０の側壁の一部を形成する。さらに、第二
突出部３ｂは、後述する第三反射面部４３と対向する第二接続面部４０を有する。第三反
射面部４３は、第二出射面部２９の上端部２９ａと第二側壁部２７ｂとの間に形成されて
いる。
【００４２】
　第二反射面部２８は、発光部１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に凸な自由曲線を
、光軸Ｌ１を回転軸として１回転させた形状である。第二反射面部２８は、第二反射面部
２８に到達した光が全反射され、発光基板１０の設置側へ方向を変換するように、第二反
射面部２８における接線の傾きが定められて曲面が形成されている。第一接続面部２５と
、第二反射面部２８と、第一側壁部２７ａとによって形成される側面凹部２６の厚みは、
光軸Ｌ１から遠ざかるにつれて厚くなる。すなわち、第一接続面部２５と、第二反射面部
２８との間の距離は、光軸Ｌ１から遠ざかるにつれて大きくなる。つまり、全反射部２は
、発光基板１０の垂直方向の光軸Ｌ１に対して、光軸Ｌ１から離れるに従い、複数の突出
部３の互いの距離が離れるように形成されている。第二出射面部２９は、光軸Ｌ１に対し
て略平行な面を形成する。第二接続面部４０は、縦断面視において、第二反射面部２８と
同形状に形成されている。
【００４３】
　第三突出部３ｃは、発光部１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発光
基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第三反射面部４３を有する。第三反射面
部４３は、第二側壁部２７ｂと後述する第三出射面部４４との間に形成され、第二接続面
部４０と対向する。また、第三突出部３ｃは、第三反射面部４３で全反射した光を透過さ
せてレンズ２０の外部へ出射させる第三出射面部４４を有する。第三出射面部４４は、第
三反射面部４３の外縁下端部４３ａに位置し、レンズ２０の側壁の一部を形成する。さら
に、第三突出部３ｃは、第三出射面部４４の上端部４４ａと天井壁２０ａとの間に形成さ
れた上面部１３０を有する。
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【００４４】
　第三反射面部４３は、発光部１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に凸な自由曲線を
、光軸Ｌ１を回転軸として１回転させた形状である。第三反射面部４３は、第三反射面部
４３に到達した光が全反射され、発光基板１０の設置側へ方向を変換するように、第三反
射面部４３における接線の傾きが定められて曲面が形成されている。ここで、図中のｘｚ
座標上において、第三反射面部４３及び第二接続面部４０の縦断面上の接線の傾きを検討
する。第三反射面部４３の縦断面上において、第三反射面部４３上の任意の点Ｂ２におけ
る接線を接線Ｚ＝γＸ＋ｂ１とする。図４において、点Ｂ２を通過する点線が接線Ｚ＝γ
Ｘ＋ｂ１である。また、第二接続面部４０の縦断面上において、第二接続面部４０上の点
Ｃ２における接線を接線Ｚ＝ηＸ＋ｂ２とする。図４において、点Ｃ２を通過する点線が
接線Ｚ＝ηＸ＋ｂ２である。なお、点Ｃ２は、第二接続面部４０の縦断面上において、点
Ｃ２と光軸Ｌ１との間の水平方向の距離が、点Ｂ２と光軸Ｌ１との間の水平方向の距離と
等しい位置にある点である。上述したように、ｘ軸及びｚ軸の矢印の向く方向を正方向と
した場合に、第三反射面部４３上の任意の点Ｂ２における接線Ｚ＝γＸ＋ｂ１の傾きγは
負の値になる。また、第二接続面部４０上の点Ｃ２における接線Ｚ＝ηＸ＋ｂ２の傾きη
も負の値になる。図４に示すように、点Ｂ２における接線の傾きγは、点Ｃ２における接
線の傾きηよりも大きく負の方向に傾いている。そのため、第三反射面部４３及び第二接
続面部４０の曲面上で、接線の傾きγと接線の傾きηとの大小関係は、曲面上のどの点に
おいてもη＞γとなる。すなわち、図４に示すように、第二接続面部４０と、第三反射面
部４３と、第二側壁部２７ｂとによって形成される第二側面凹部４１の厚みは、光軸Ｌ１
から遠ざかるにつれて厚くなる。換言すると、第二接続面部４０と、第三反射面部４３と
の間の距離は、光軸Ｌ１から遠ざかるにつれて大きくなる。つまり、全反射部２は、発光
基板１０の垂直方向の光軸Ｌ１に対して、光軸Ｌ１から離れるに従い、複数の突出部３の
互いの距離が離れるように形成されている。さらに、第二側面凹部４１は、発光基板１０
の中心Ｑと、第二反射面部２８の外縁下端部２８ａに位置する最外点Ａ２とを結んだ線分
Ｌ３よりも、発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向）に位置する。すなわち、複数の突出部
３の間に位置する第二側壁部２７ｂは、発光基板１０の中心Ｑと、第二反射面部２８の外
縁下端部２８ａに位置する最外点Ａ２とを結んだ線分Ｌ３よりも、発光基板１０の設置側
（ｚ軸負方向）に位置する。なお、第二突出部３ｂは、第二側壁部２７ｂよりも出射面部
２２側に位置している。
【００４５】
　第三出射面部４４は、光軸Ｌ１に対して略平行な面を形成する。上面部１３０は、第三
出射面部４４と天井壁２０ａとを繋ぐ面を構成しており、光軸Ｌ１に略垂直な平面を形成
する。なお、上述した第三反射面部４３の形状は特に限定されるものではなく、例えば、
放物面形状、楕円面形状、球面形状などであってもよい。
【００４６】
　図５は、図４の光源装置１００における光の経路を示す縦断面模式図である。次に、実
施の形態２に係る光源装置１００において、発光基板１０の中心Ｑから出射された光の経
路について説明する。なお、光軸Ｌ１と垂直の方向（ｘ軸方向）の線を基準線、すなわち
、角度０度の線として、その基準線からの角度が異なって出射された光の経路について説
明する。例えば、光軸Ｌ１の方向（ｚ軸方向）は、基準線から９０度の角度である。
【００４７】
　実施の形態２に係る光源装置１００においては、小角度光ａ２の経路が実施の形態１に
係る光源装置１と異なる。図５に示すように、小角度光ａ２は、第三反射面部４３で配光
制御される。より具体的には、発光基板１０の中心Ｑから出射された小角度光ａ２は、入
光凹部２１からレンズ２０に入射する。このとき、入光凹部２１は、発光基板１０の中心
Ｑを中心とした球面であるため、小角度光ａ２は屈折作用を受けずに第三反射面部４３に
到達する。第三反射面部４３に到達した小角度光ａ２は、第三反射面部４３で全反射され
た後に、第三出射面部４４に到達する。第三出射面部４４に到達した小角度光ａ２は、屈
折作用を受けながら第三出射面部４４を透過して、レンズ２０の側方から外部に出射する
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。
【００４８】
　最後に、実施の形態２に係る光源装置１００の効果について説明する。実施の形態２に
係る光源装置１００は、入光凹部２１から入射された光を、発光基板１０の設置側へ全反
射させる第三反射面部４３と、第三反射面部４３で全反射した光を透過させてレンズ２０
の外部へ出射させる第三出射面部４４と、を有する。そして、光源装置１００は、発光部
１１から小角度で出射される光が第三反射面部４３を用いて配光制御されている。このた
め、光源装置１００は、グレアを低減しつつ、発光部１１の設置側（ｚ軸負方向）へ出射
される光を増加させることができる。
【００４９】
実施の形態３．
　図６は、本発明の実施の形態３に係る光源装置２００の分解斜視図である。以下、図６
を用いて、実施の形態３に係る光源装置２００の構成について説明する。実施の形態３に
係る光源装置２００について、実施の形態１に係る光源装置１と共通する部分は同一の符
号を付して説明を省略し、光源装置１との相違点を中心に説明する。光源装置２００は、
図６に示すように、発光基板２１０と、筐体２１５と、レンズ２２０と、を有する。
【００５０】
（発光基板２１０）
　発光基板２１０は、発光部２１１と、基板２１２とを有する。発光基板２１０の発光部
２１１は、光を発する部分であり、例えば、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）により構成
されている。この発光部２１１は、例えば、４４０ｎｍ～４８０ｎｍ程度の青色光を発光
するＬＥＤチップ上に、青色光を黄色光に波長変換する蛍光体が設けられており、合成光
として白色光を発光する。発光部２１１は、基板２１２上に実装されている。この基板２
１２は、例えば、板状のアルミニウム基板である。基板２１２には、電力供給用の回路パ
ターンが形成され、発光部２１１の他にダイオード（図示せず）等の素子も必要に応じ実
装されている。基板２１２は、ワイヤ２１３およびコネクタ２１４を介して電源（図示せ
ず）に接続されている。
【００５１】
（筐体２１５）
　筐体２１５は、発光基板２１０、ワイヤ２１３、コネクタ２１４を収容する。筐体２１
５によって、発光部２１１とレンズ２２０とが位置決めされる。
【００５２】
（レンズ２２０）
　レンズ２２０は、発光部２１１を覆い、発光部２１１から出射された光の方向を変換す
るための部材である。レンズ２２０は、アクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂又はガラス
等の透明な材料から形成されている。また、レンズ２２０は、レンズ２２０の表面の少な
くとも一部に拡散処理が施されていてもよい。レンズ２２０は、実施の形態１に係る光源
装置１におけるレンズ２２０のような回転体ではなく、図６に示すようにｙ軸方向に延設
された長尺状である。また、レンズ２２０は、入光凹部２２１、第一出射面部２２４、第
二出射面部２２９の形状がレンズ２０と相違する。なお、レンズ２２０の表面の全部又は
少なくとも一部に、例えば、シボ加工等の凹凸形状を形成することで光拡散処理を施して
もよい。レンズ２２０に光拡散処理を施すことで、照射イメージの緩和及び照射面の色む
ら等を改善することができる。
【００５３】
　図７は、本発明の実施の形態３に係る光源装置２００の縦断面模式図である。図７に示
す発光部１１の光軸Ｌ１は、発光基板２１０に対して垂直方向に出射する光の軸である。
レンズ２２０は、図７に示すように、短手方向（ｘ軸方向）の縦断面において、光軸Ｌ１
を対称軸として左右対称な形状である。すなわち、レンズ２２０は、長尺状であり、長手
方向に直角な短手方向の断面において、発光基板２１０の光軸Ｌ１に対して対称な断面形
状を有する。レンズ２２０は、発光基板２１０と対向し、発光基板２１０の発光部２１１
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から出射された光が、レンズ２２０内に入射される入光凹部２２１を有する。また、レン
ズ２２０は、発光部２１１から出射されて入光凹部２２１から入射された光を、発光基板
２１０の発光部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に透過させて、レンズ２２０の
外部へ出射させる出射面部２２２を有する。この出射面部２２２は、入光凹部２２１の垂
直方向の下方に位置する。また、レンズ２２０は、発光部２１１から出射されて入光凹部
２２１から入射された光を、発光基板１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる全反射
部２０２を有する。さらに、レンズ２２０は、発光部２１１から出射されて入光凹部２２
１から入射された光を、発光部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）へ全反射させる
小角度反射面部２３１を有する。また、レンズ２２０は、発光部２１１との位置決めのた
めに設けられた位置決め部２３２を有する。
【００５４】
（入光凹部２２１）
　入光凹部２２１は、レンズ２２０の上側の天井壁２００ａの中心部において、レンズ２
２０の内側に向かって凹んでいる部分である。入光凹部２２１は、発光部２１１の発光面
に対向する位置に配置され、発光部２１１から出射された光を屈折するものである。この
入光凹部２２１は、発光基板２１０に対する垂直方向の下方に向かうにつれて、入光凹部
２２１の幅が狭まるようにテーパー状に傾斜する傾斜面部２２１０と、傾斜面部２２１０
の終端である底面部２２１１とから構成されている。
【００５５】
（出射面部２２２）
　出射面部２２２は、入光凹部２２１の垂直方向の下方に位置に設けられ、発光部２１１
の光軸Ｌ１に対し略垂直な平面状に形成された部分である。
【００５６】
（全反射部２０２）
　全反射部２０２は、出射面部２２２の外縁部２２２ａに設けられている。また、全反射
部２０２は、天井壁２００ａと、出射面部２２２との間に設けられている。全反射部２０
２は、発光基板２１０と、出射面部２２２との間において、上下方向に並列した複数の突
出部３を有する。複数の突出部３は、レンズ２２０の側方（ｘ軸方向）に突出している。
なお、レンズ２２０は、長尺状であるので、突出部３は、長手方向（ｙ軸方向）に長尺な
柱状に形成されている。また、複数の突出部３は、発光基板２１０から発せられる光の出
射方向に凸の湾曲形状である。複数の突出部３は、第一突出部３ａと、第二突出部３ｂと
を有する。換言すると、全反射部２０２は、側壁部２２７と、側壁部２２７から側方に突
出する第一突出部３ａ及び第二突出部３ｂと、を有する。第一突出部３ａと第二突出部３
ｂとは、上下方向に配列されており、第二突出部３ｂは、第一突出部３ａの上方に形成さ
れている。
【００５７】
　側壁部２２７は、後述する第一接続面部２２５と、後述する第二反射面部２２８とをつ
なぐレンズ２２０の側壁であり、光軸Ｌ１に対し略平行な面を形成する。
【００５８】
　第一突出部３ａは、発光部２１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発
光基板２１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第一反射面部２２３を有する。第一
反射面部２２３は、出射面部２２２と連続してレンズ２２０の底壁の一部を形成する。ま
た、第一突出部３ａは、第一反射面部２２３で全反射した光を透過させてレンズ２２０の
外部へ出射させる第一出射面部２２４を有する。第一出射面部２２４は、第一反射面部２
２３の外縁下端部２２３ａにおいてレンズ２２０の側壁の一部を形成する。さらに、第一
突出部３ａは、第二反射面部２２８と対向する第一接続面部２２５を有する。第一接続面
部２２５は、第一出射面部２２４の上端部２２４ａと側壁部２２７との間に形成されてい
る。
【００５９】
　第一反射面部２２３は、発光部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に凸な自由曲
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線を、長手方向（ｙ軸方向）に連続させた形状である。第一反射面部２２３は、第一反射
面部２２３に到達した光が全反射され、発光基板２１０の設置側（ｚ軸負方向）へ方向を
変換するように、第一反射面部２２３における接線の傾きが定められて曲面が形成されて
いる。
【００６０】
　第一出射面部２２４は、入光凹部２２１で屈折されたのちに、第一反射面部２２３で全
反射された光を透過させて、出射する側壁である。この第一出射面部２２４は、短手方向
（ｘ軸方向）に垂直な面を、長手方向の軸（ｙ軸）を中心として傾けた面を形成し、発光
部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に向かうにつれて、壁面が光軸Ｌ１（ｚ軸）
から遠ざかる。すなわち、第一出射面部２２４の下端部と、発光基板２１０の垂直方向に
おいて発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離は、第一出射面部２２４の上端部
と、発光基板２１０の垂直方向において発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離
よりも大きい。つまり、レンズ２２０は、短手方向の両端に互いに対向するように第一出
射面部２２４が配置され、第一出射面部２２４の下端部同士の距離は、上端部同士の距離
と比較して大きい。
【００６１】
　第二突出部３ｂは、発光部２１１から出射されて入光凹部２１から入射された光を、発
光基板２１０の設置側（ｚ軸負方向）へ全反射させる第二反射面部２２８を有する。第二
反射面部２２８は、側壁部２２７と後述する第二出射面部２２９との間に形成され、第一
接続面部２２５と対向する。また、第二突出部３ｂは、第二反射面部２２８で全反射した
光を透過させてレンズ２２０の外部へ出射させる第二出射面部２２９を有する。第二出射
面部２２９は、第二反射面部２２８の外縁下端部２２８ａにおいてレンズ２２０の側壁の
一部を形成する。さらに、第二突出部３ｂは、第二出射面部２２９の上端部２２９ａと天
井壁２００ａとの間に形成された上面部２３０を有する。
【００６２】
　第二反射面部２２８は、発光部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に凸な自由曲
線を、長手方向（ｙ軸方向）に連続させた形状である。第二反射面部２２８は、第二反射
面部２２８に到達した光が全反射され、発光基板２１０の設置側へ方向を変換するように
、第二反射面部２２８における接線の傾きが定められて曲面が形成されている。第一接続
面部２２５と、第二反射面部２２８と、側壁部２２７とによって形成される側面凹部２２
６の厚みは、光軸Ｌ１から遠ざかるにつれて厚くなる。すなわち、第一接続面部２２５と
、第二反射面部２２８との間の距離は、光軸Ｌ１から遠ざかるにつれて大きくなる。つま
り、全反射部２０２は、発光基板２１０の垂直方向の光軸Ｌ１に対して、光軸Ｌ１から離
れるに従い、複数の突出部３の互いの距離が離れるように形成されている。
【００６３】
　第二出射面部２２９は、入光凹部２２１で屈折されたのちに、第二反射面部２２８で全
反射された光を透過させて、出射する側壁である。この第二出射面部２２９は、短手方向
（ｘ軸方向）に垂直な面を、長手方向の軸（ｙ軸）を中心として傾けた面を形成し、発光
部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に向かうにつれて、壁面が光軸Ｌ１（ｚ軸）
から遠ざかる。すなわち、第二出射面部２２９の下端部と、発光基板２１０の垂直方向に
おいて発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離は、第二出射面部２２９の上端部
と、発光基板２１０の垂直方向において発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離
よりも大きい。つまり、レンズ２２０は、短手方向の両端に互いに対向するように第二出
射面部２２９が配置され、第二出射面部２２９の下端部同士の距離は、上端部同士の距離
と比較して大きい。上面部２３０は、第二出射面部２２９と小角度反射面部２３１とを繋
ぐ面を構成している。
【００６４】
　小角度反射面部２３１は、天井壁２００ａの外縁部２００ａ１に設けられている。小角
度反射面部２３１は、発光基板２１０の設置側（ｚ軸負方向）に凸な自由曲線を、長手方
向（ｙ軸方向）に連続させた形状である。小角度反射面部２３１は、光軸Ｌ１と平行方向



(15) JP 2019-169423 A 2019.10.3

10

20

30

40

50

において、第一反射面部２２３と対向する。また、小角度反射面部２３１は、光軸Ｌ１と
直角な方向において、入光凹部２２１と対向する。小角度反射面部２３１は、発光部２１
１から出射されて小角度反射面部２３１に到達した光を全反射し、発光部２１１により発
光される光の出射方向（ｚ軸正方向）へ方向を変換するように、小角度反射面部２３１に
おける接線の傾きが定められて曲面が形成されている。
【００６５】
　位置決め部２３２は、凹形状に形成されており、筐体２１５に設けられた凸形状部２１
５ａとはめ合いの関係にある。位置決め部２３２は、発光部２１１に対してレンズ２２０
を位置決めする。
【００６６】
　図８は、図７の光源装置２００における光の経路を示す縦断面模式図である。次に、実
施の形態３に係る光源装置２００において、発光基板２１０の中心Ｑから出射された光の
経路について説明する。なお、光軸Ｌ１と垂直の方向（ｘ軸方向）の線を基準線、すなわ
ち、角度０度の線として、その基準線からの角度がそれぞれ異なって出射された光の経路
について説明する。例えば、光軸Ｌ１の方向（ｚ軸方向）は、基準線から９０度の角度で
ある。
【００６７】
　先ず、基準線からの角度がもっとも小さい小角度光ａ３の経路について説明する。図８
に示すように、発光基板２１０の中心Ｑから出射された小角度光ａ３は、小角度反射面部
２３１で配光制御される。より具体的には、発光基板２１０の中心Ｑから出射された小角
度光ａ３は、入光凹部２２１の側面である傾斜面部２２１０からレンズ２２０に入射する
。このとき、傾斜面部２２１０は、発光基板２１０に対する垂直方向の下方に向かうにつ
れて、入光凹部２２１の幅が狭まるようにテーパー状に傾斜しているため、小角度光ａ３
は屈折作用を受けて屈折する。その後、入光凹部２２１で屈折された小角度光ａ３は、小
角度反射面部２３１に到達し、小角度反射面部２３１で全反射されたのちに側面凹部２２
６を通過する。小角度光ａ３は、側面凹部２２６を通過する際に、一部の光がフレネル反
射されるが、大半の光は屈折作用を受けつつ第一反射面部２２３に到達する。第一反射面
部２２３に到達した小角度光ａ３は、屈折作用を受けながら第一反射面部２２３を透過し
て、発光部２１１により発光される光の出射方向（ｚ軸正方向）に出射する。
【００６８】
　次に、基準線からの角度が中程度前半の中角度光ｂ３の経路について説明する。図８に
示すように、中角度光ｂ３は、第二反射面部２２８で配光制御される。より具体的には、
発光基板２１０の中心Ｑから出射された中角度光ｂ３は、入光凹部２２１からレンズ２２
０に入射する。このとき、傾斜面部２２１０は、発光基板２１０に対する垂直方向の下方
に向かうにつれて、入光凹部２２１の幅が狭まるようにテーパー状に傾斜しているため、
中角度光ｂ３は屈折作用を受けて屈折する。その後、入光凹部２２１で屈折された中角度
光ｂ３は、第二反射面部２２８に到達する。第二反射面部２２８に到達した中角度光ｂ３
は、第二反射面部２２８で全反射されたのちに、第二出射面部２２９に到達する。第二出
射面部２２９に到達した中角度光ｂ３は、屈折作用を受けながら第二出射面部２２９を透
過して、レンズ２２０の側方から外部に出射する。
【００６９】
　次に、基準線からの角度が中程度後半の中角度光ｃ３の経路について説明する。図８に
示すように、中角度光ｃ３は、第一反射面部２２３で配光制御される。より具体的には、
発光基板２１０の中心Ｑから出射された中角度光ｃ３は、入光凹部２２１からレンズ２２
０に入射する。このとき、傾斜面部２２１０は、発光基板２１０に対する垂直方向の下方
に向かうにつれて、入光凹部２２１の幅が狭まるようにテーパー状に傾斜しているため、
中角度光ｃ３は屈折作用を受けて屈折する。その後、入光凹部２２１で屈折された中角度
光ｃ３は、第一反射面部２２３に到達する。第一反射面部２２３に到達した中角度光ｃ３
は、第一反射面部２２３で全反射されたのちに、第一出射面部２２４に到達する。第一出
射面部２２４に到達した中角度光ｃ３は、屈折作用を受けながら第一出射面部２２４を透
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過して、レンズ２２０の側方から外部に出射する。
【００７０】
　そして、基準線からの角度がもっとも大きい大角度光ｄ３の経路について説明する。図
８に示すように、大角度光ｄ３は、出射面部２２２で配光制御される。より具体的には、
発光基板２１０の中心Ｑから出射された大角度光ｄ３は、入光凹部２２１からレンズ２０
に入射する。このとき、傾斜面部２２１０は、発光基板２１０に対する垂直方向の下方に
向かうにつれて、入光凹部２２１の幅が狭まるようにテーパー状に傾斜しているため、大
角度光ｄ３は屈折作用を受けて発光部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に屈折す
る。その後、入光凹部２２１で屈折された大角度光ｄ３は、出射面部２２２に到達する。
出射面部２２２に到達した大角度光ｄ３は、屈折作用を受けながら出射面部２２２を透過
して、発光部２１１により発光される光の出射方向（ｚ軸正方向）に出射する。
【００７１】
　最後に、実施の形態３に係る光源装置２００の作用について説明する。光源装置２００
は、入光凹部２２１の側面である傾斜面部２２１０が、発光基板２１０に対する垂直方向
の下方に向かうにつれて、入光凹部２２１の側面の幅が狭まるようにテーパー状に傾斜し
ている。このため、光源装置２００は、傾斜面部２２１０の傾きを変化させることで、全
反射部２０２へ向かう光の量を容易に調整することができる。つまり、光源装置２００は
、発光基板２１０の設置側（ｚ軸負方向）へと出射する光の割合を調整することができる
。
【００７２】
　また、実施の形態３に係る光源装置２００においては、第一出射面部２２４及び第二出
射面部２２９は、短手方向（ｘ軸方向）に垂直な面を長手方向（ｙ軸方向）の軸を中心と
して傾けた面を形成する。そして、第一出射面部２２４及び第二出射面部２２９は、発光
部２１１による光の出射方向（ｚ軸正方向）に向かうにつれて、壁面が光軸Ｌ１（ｚ軸）
から遠ざかる。すなわち、第一出射面部２２４の下端部と、発光基板２１０の垂直方向に
おいて発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離は、第一出射面部２２４の上端部
と、発光基板２１０の垂直方向において発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離
よりも大きい。また、第二出射面部２２９の下端部と、発光基板２１０の垂直方向におい
て発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離は、第二出射面部２２９の上端部と、
発光基板２１０の垂直方向において発光基板２１０の中心Ｑを通る光軸Ｌ１との距離より
も大きい。第一反射面部２２３及び第二反射面部２２８で全反射された光は、第一出射面
部２２４及び第二出射面部２２９で発光基板２１０の設置側（ｚ軸負方向）へ屈折され、
出射される。しかし、第一出射面部２２４及び第二出射面部２２９の長手方向の軸周りの
傾き角度を変化させることで、容易に光の出射方向を調整することができる。
【００７３】
実施の形態４．
　図９は、本発明の実施の形態４に係る照明装置３００を示す斜視図である。次に、実施
の形態４に係る照明装置３００について、図９を用いて説明する。なお、実施の形態４に
係る照明装置３００について、実施の形態１に係る光源装置１と共通する部分は同一の符
号を付して説明を省略する。実施の形態４に係る照明装置３００は、実施の形態１に係る
光源装置１をダウンライトに使用したものである。
【００７４】
［照明装置３００］
　照明装置３００は、光源装置１と、光源装置１に所定の電力を供給する電源５０と、光
源装置１が発する熱を放熱するためのヒートシンク５１と、を有する。また、照明装置３
００は、光源装置１と電源５０とを接続するケーブル５２を備えている。照明装置３００
は、例えば天井に取り付けられる。
【００７５】
　照明装置３００は、実施の形態１に係る光源装置１を備えているため、発光部１１によ
る光の出射方向（ｚ軸正方向）、即ち床側と、発光部１１の設置側、即ち天井側との両方
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を備えているため、グレアと感じる領域に光が出射されることを抑制して、間接照明と直
接照明とを両立することができる。
【００７６】
　なお、実施の形態４に係る照明装置３００は、実施の形態１に係る光源装置１が使用さ
れているが、実施の形態２に係る光源装置１００、実施の形態３に係る光源装置２００が
使用されてもよい。また、照明装置３００は、例えば、壁に固定用の金具を使用して取り
付けられるなど、天井以外に取り付けられるものでもよい。さらに、照明装置３００は、
卓上に設置されるものでもよいし、他の場所又は用途で用いられるものでもよい。
【００７７】
　なお、本発明の実施の形態は、上記実施の形態１～４に限定されず、種々の変更を加え
ることができる。たとえば、実施の形態１～４においては発光部１１及び発光部２１１と
してＬＥＤを用いているがこれに限らず、ＬＤ（Laser Diode）等であってもよいし、１
つの発光面の面積が大きい発光素子であってもよい。光源の配置、レンズ２０及びレンズ
２２０外形および光源装置１の形状においても、楕円形あるいは多角形でも良く、制約を
設けるものではない。また、基板１２、基板２１２等にはアルミニウム基板を用いている
が、鉄といった他の金属基板を用いてもよいし、より安価なガラスエポキシ樹脂あるいは
紙フェノール材を用いてもよい。また、光源装置１とヒートシンク５１との間に、熱伝導
グリースあるいは熱伝導シート等の熱伝導材又は接着材を介在させてもよい。使用される
ＬＥＤ、回路素子等の耐熱温度、寿命及び強度等に基づいて、これらの接着材を使用する
か否かが適宜決定される。
【符号の説明】
【００７８】
　１　光源装置、２　全反射部、３　突出部、３ａ　第一突出部、３ｂ　第二突出部、３
ｃ　第三突出部、１０　発光基板、１１　発光部、１２　基板、１３　ワイヤ、１４　コ
ネクタ、１５　筐体、１５ａ　凸形状部、２０　レンズ、２０ａ　天井壁、２０ａ１　外
縁部、２１　入光凹部、２２　出射面部、２２ａ　外縁部、２３　第一反射面部、２３ａ
　外縁下端部、２４　第一出射面部、２４ａ　上端部、２５　第一接続面部、２６　側面
凹部、２７　側壁部、２７ａ　第一側壁部、２７ｂ　第二側壁部、２８　第二反射面部、
２８ａ　外縁下端部、２９　第二出射面部、２９ａ　上端部、３０　上面部、３１　小角
度反射面部、３２　位置決め部、４０　第二接続面部、４１　第二側面凹部、４３　第三
反射面部、４３ａ　外縁下端部、４４　第三出射面部、４４ａ　上端部、５０　電源、５
１　ヒートシンク、５２　ケーブル、１００　光源装置、１０２　全反射部、１２０　レ
ンズ、１３０　上面部、２００　光源装置、２００ａ　天井壁、２００ａ１　外縁部、２
０２　全反射部、２１０　発光基板、２１１　発光部、２１２　基板、２１３　ワイヤ、
２１４　コネクタ、２１５　筐体、２１５ａ　凸形状部、２２０　レンズ、２２１　入光
凹部、２２２　出射面部、２２２ａ　外縁部、２２３　第一反射面部、２２３ａ　外縁下
端部、２２４　第一出射面部、２２４ａ　上端部、２２５　第一接続面部、２２６　側面
凹部、２２７　側壁部、２２８　第二反射面部、２２８ａ　外縁下端部、２２９　第二出
射面部、２２９ａ　上端部、２３０　上面部、２３１　小角度反射面部、２３２　位置決
め部、３００　照明装置、２２１０　傾斜面部、２２１１　底面部。
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