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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の表面実装型発光ダイオード素子と、
　前記表面実装型発光ダイオード素子が実装される回路基板と、
　対応する前記表面実装型発光ダイオード素子の光放出側を覆うように各レンズが配置さ
れる複数の両凸レンズと、を備え、
　前記複数の表面実装型発光ダイオード素子の各中心を結ぶ直線が仮想凸多角形を形成し
、
　前記複数の両凸レンズのそれぞれにおいて、上下レンズ面のレンズ軸が一致しており、
レンズ頂点が、対応する前記表面実装型ダイオード素子の直上よりも前記仮想凸多角形の
重心からみて離れた位置に存在し、及びレンズ光軸が、対応する前記表面実装型発光ダイ
オード素子の光軸と、前記重心を通り前記回路基板に垂直な直線とによって規定される平
面上に位置し且つ該垂直な直線上の一点において交差することで、各両凸レンズを該垂直
な直線から外側へ向かう方向に傾斜させ、
　前記複数の両凸レンズは一体的に構成され、
　前記仮想凸多角形が正多角形である、ことを特徴とする発光装置。
【請求項２】
　前記仮想凸多角形が正三角形である、請求項１に記載の発光装置。
【請求項３】
　前記各両凸レンズの連結領域において、光放出側表面が平面となっている、請求項１又
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は２に記載の発光装置。
【請求項４】
　前記複数の両凸レンズの集合体を囲繞するように設置されるリフレクタを更に備える、
請求項１～３のいずれか一項に記載の発光装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は発光ダイオード素子を利用した発光装置に関する。本発明の発光装置は例えば、
車両内における照明用光源として利用される。
【０００２】
【従来の技術】
表面実装型発光ダイオード素子は、小型であるという利点を生かして、設置スペースに制
約のある照明装置等の光源として広く利用されている。例えば複数個の表面実装型発光ダ
イオード素子を直線状に並べて構成された車両用ハイマウントストップランプが提案され
ている（特許文献１を参照）。この例では各発光ダイオード素子の発光面側を覆うように
してレンズが配設され、このレンズの作用で発光ダイオード素子から放出された光を集束
し、もって光の指向性の向上を図っている。一方、表面実装型発光ダイオード素子を光通
信用モジュールに利用した例もあり（特許文献２を参照）、この場合においても光の指向
性を高めるべくレンズが併用されている。
【０００３】
【特許文献１】
特開平６－１０３８０２号公報
【特許文献２】
特開平９－１０２６３１号公報
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
以上の従来の発光装置ではいずれにおいても、各発光ダイオード素子の直上にレンズの頂
点（中央）が位置し、かつ対応する発光ダイオード素子の光軸にレンズ光軸が一致するよ
うに設計されている。これにより各発光ダイオード素子に起因する光はレンズを通過する
ことによってそれぞれ円状の光となる。従って、照明エリアの拡大や照度の向上を目的と
して複数個の発光ダイオード素子を互いに近接した状態で使用した場合には、各発光ダイ
オード素子に起因する光同士が一部で重なり合い、その結果、照度ムラが生ずる。リフレ
クタを用いて光の拡散を促進することによってこのような照度ムラの解消を図ることもで
きるが、照明エリア全体の照度を均一化するためには発光ダイオード素子ごとに個別のリ
フレクタが必要となるなど、構成が複雑化して小型化の要請に沿わない。また、たとえリ
フレクタを利用したとしても照明エリア全体に亘って均一な照度の光を得ることは難しい
。
一方、上記従来の発光装置では一つの発光ダイオード素子に対して一つのレンズ（レンズ
部）が対応するように構成されている（即ち、一の発光ダイオード素子から放出された光
は対応するレンズを介して外部に放射される）。このため、隣り合うレンズ同士が干渉し
合わないように発光ダイオード素子間の距離を十分にとる必要があり、これが小型化をす
る際の制約となっていた。
本発明は以上の課題を解決すべくなされたものであってその目的は、簡易な構成によって
、より照度の均一化された照明光を得ることが可能な発光装置を提供することである。ま
た、より小型化が可能な構成を提供することを目的とする。
【０００５】
【課題を解決するための手段】
本発明は以上の目的を達成すべく、以下の構成を提供する。
複数の表面実装型発光ダイオード素子と、
前記表面実装型発光ダイオード素子が実装される回路基板と、
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対応する前記表面実装型発光ダイオード素子の光放出側を覆うように各レンズが配置され
る複数の凸レンズと、を備え、
前記複数の凸レンズの少なくとも一つにおいてレンズ光軸が、対応する前記表面実装型発
光ダイオード素子の中心を通り前記回路基板に垂直な軸に一致しない、ことを特徴とする
発光装置である。
【０００６】
以上の構成によれば、一部（又は全部）のレンズにおいてレンズ光軸が回路基板面に対し
て垂直に交差しない。即ち、レンズ光軸が、対応する表面実装型発光ダイオード素子の光
軸に対して傾斜しており、レンズを介した光の放射態様がレンズ光軸の傾斜に応じて変化
する。これによって、当該レンズ表面を介した放射光と、隣接するレンズを介した放射光
との干渉状態が調節され、照度ムラが軽減される。また、隣接するレンズ表面を介した放
射光との干渉状態を調節できることから、隣り合う発光ダイオード素子間の距離をより小
さくすることも可能となる。したがって、一層の小型化を達成することが可能となる。
【０００７】
【発明の実施の形態】
本発明の発光装置では複数の表面実装型（SMD）発光ダイオード素子が使用される。尚、
本明細書では特に説明のない限り、「発光ダイオード素子」という場合には表面実装型発
光ダイオード素子のことを意味する。
発光ダイオード素子内には、目的に応じた発光色（例えば、青色、赤色、緑色等）の発光
ダイオード（発光ダイオードチップ）が内蔵される。複数個の発光ダイオードを内蔵した
発光ダイオード素子を使用してもよい。その場合には同種類の発光ダイオードを組み合わ
せることはもちろんのこと、異なる種類の発光ダイオードを組み合わせても良い。例えば
、光の三原色である赤、緑、青色の発光色を有する発光ダイオードを組み合わせて構成さ
れる白色発光或はマルチカラーないしフルカラーの発光ダイオード素子を使用することが
できる。
【０００８】
白色発光の発光ダイオード素子として、発光ダイオードからの光とそれによって励起され
る蛍光体からの光との混色によって白色光が得られるものを採用することもできる。この
ような発光ダイオード素子としては例えば、青色系の発光色の発光ダイオードと、当該発
光ダイオードの光を受けて黄色～黄緑色系の蛍光を発する蛍光体とを用いた発光ダイオー
ド素子を挙げることができる。尚、以上のような発光色の変換に利用される蛍光体を発光
ダイオード素子内ではなく、後述のレンズ内或は別途設けられた色変換層（例えば発光ダ
イオード素子とレンズとの間に設けることができる）などに含有させてもよい。
【０００９】
蛍光体の種類は特に限定されず、有機系、無機系を問わず用いることができる。有機系の
蛍光体を用いることにより、クリアー感のある照明光が得られる。他方、無機系の蛍光体
を用いると、艶消し感のある照明光を得ることが可能となる。様々な蛍光色を有する蛍光
体を採用することができ、例えば光の三原色である赤色、緑色、又は青色の蛍光色を有す
る蛍光体の他、それらの中間色を蛍光する蛍光体を用いることができる。複数の蛍光体を
組み合わせて用いることもでき、例えば赤色系蛍光体、緑色系蛍光体、及び青色系蛍光体
を混合して用いることができる。
【００１０】
発光ダイオード素子の使用個数は、求められる照明エリアの大きさ、輝度などを考慮して
決定することができる。比較的狭いエリアの照明に利用される発光装置を構成する場合に
は例えば、３個、４個、５個又は６個の発光ダイオード素子を使用することができる。
各発光ダイオード素子の中心を結ぶ直線が仮想凸多角形（三角形、四角形、五角形、六角
形など）を形成するように各発光ダイオード素子を回路基板に実装することが好ましい。
このような配置態様では所定のエリアを囲むように連続的に発光源（発光ダイオード素子
）が存在することとなり、照度の均一化に有利となる。各発光ダイオード素子の中心を結
ぶ直線によって仮想正多角形（正三角形、正四角形、正五角形、正六角形など）が形成さ
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れるような配置態様を採用することがより好ましい。等間隔で発光源が配置されることと
なり、より一層の照度の均一化が図られるからである。発光ダイオード素子の配置態様の
最も好ましい例としては、３個の発光ダイオード素子を使用し、各発光ダイオード素子が
仮想正三角形の頂点位置にそれぞれ配置される態様を挙げることができる。かかる態様で
は発光ダイオード素子の使用個数が少なく、これに伴い後述のレンズの使用個数も少なく
なり、発光装置の構成が極めて簡易なものとなる。したがって、照度の均一化を図るため
の発光ダイオード素子の配置態様やレンズの設計が容易となる。
【００１１】
回路基板には上記の発光ダイオード素子が実装される。回路基板の表面又は裏面には回路
構成に対応した導電パターンが形成される。導電パターンの材質は良好な導電性が確保で
きる限りにおいて特に限定されず、例えば銅（Ｃｕ）、タングステン（Ｗ）、モリブデン
（Ｍｏ）、又は銀（Ａｇ）を材料として導電パターンを形成することができる。尚、基板
の材料としてはポリイミド、ビスマレイミドトリアジン樹脂、ガラスエポキシ等の樹脂や
セラミックス等を採用することができる。
回路基板には発光ダイオード素子の他、必要に応じて抵抗、コンデンサなどの各種素子が
取り付けられる。
【００１２】
凸レンズは発光ダイオード素子の光放出側を覆うように設置される。各発光ダイオード素
子に対してそれぞれ個別に凸レンズが設置され、各発光ダイオード素子から放出された光
の多くは対応する凸レンズを介して外部に放射される。凸レンズの凸面の形状としては球
面、楕円面、放物面などを採用できる。
【００１３】
各凸レンズの位置は対応する発光ダイオード素子の位置に依存するが、装置全体の照明態
様などをも考慮した上で決定される。本発明の発光装置では少なくとも一つのレンズにお
いてレンズ光軸（レンズ頂点（中心）とレンズ焦点とを通る直線軸）が、対応する発光ダ
イオードの中心を通り回路基板に垂直な軸に一致しない。即ち、レンズ光軸が、対応する
発光ダイオード素子の光軸に対して傾斜している。こうすることによって当該レンズを介
した光の放射態様がレンズ光軸の傾斜に応じて変化し、その結果隣接するレンズを介した
放射光との干渉状態が調節され、もって照度ムラの軽減が図られる。
このようなレンズの配置態様の具体的一例としては、各発光ダイオード素子の中心を結ぶ
直線が仮想凸多角形を形成することとし、(1)レンズ頂点が、対応する発光ダイオード素
子の直上よりも前記仮想凸多角形の重心からみて離れた位置に存在し、及び(2)レンズ光
軸が、対応する発光ダイオード素子の光軸と、前記仮想凸多角形の重心を通り回路基板に
垂直な直線（以下、「基準垂線」という）とによって規定される平面上に位置し且つ基準
垂線と交差する、態様を挙げることができる。全てのレンズをこのような配置態様とする
ことが好ましい。各レンズを介して放射される光が照明エリアの中央に集中することを防
止でき、その結果、照明エリアの中央と周囲との間の照度ムラが軽減され、照明エリア全
体に亘って照度の均一化が達成されるからである。以上の配置態様では基準垂線とレンズ
光軸とが所定角度で交差する。交差角度はレンズと対応する発光ダイオード素子との距離
、レンズの大きさ、照明エリアの大きさ等を考慮して定めることができ例えば、３°～３
５°、好ましくは８°～２５℃とされる。
各レンズのレンズ光軸が基準垂線上の一点において互いに交差するように、各レンズの傾
斜度合いが調整されていることが好ましい。このような構成によれば基準垂線を照明の中
心とした、均一な光による照明光が得られる。特に、各発光ダイオード素子を仮想正多角
形の頂点位置に配置した場合には、照度のより一層の均一化が図られ、また一般に照明光
として好ましいと考えられる略円状の光を得ることが可能となる。
【００１４】
レンズの具体的態様の他の例としては、各発光ダイオード素子の中心を結ぶ直線が仮想凸
多角形を形成することとし、(1)各レンズ頂点が、対応する発光ダイオード素子の直上よ
りも前記仮想凸多角形の重心からみて離れた位置に存在し、及び(2)各レンズ光軸が、前
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記仮想凸多角形の重心を通り回路基板に垂直な直線（基準垂線）と平行でない、態様を挙
げることができる。
【００１５】
各レンズが独立したものとして構成されていてもよいが、全てのレンズが一体的に構成さ
れていることが好ましい。即ち、隣り合うレンズ同士が連結されていることが好ましい。
このような構成は、複数のレンズ部（各レンズ部がそれぞれ発光ダイオード素子に対応す
る）を備えるレンズが使用されるものとみることもできる。
各レンズにおいて、対応する発光ダイオード素子側の表面（発光ダイオード素子から放出
された光が入射する面）を凸面としてもよい。即ち、両凸レンズを採用してもよい。かか
る構成によれば発光ダイオード素子から放出された光はレンズへの導入時に一旦集束され
、指向性がより制御された放射光を得ることが可能となる。両凸レンズを採用する場合に
は、上下レンズ面のレンズ軸を一致させることが好ましい。レンズによる光の放射態様の
制御が容易になるからである。
レンズは、ポリカーボネート、アクリル樹脂、エポキシ樹脂等の合成樹脂や、ガラス等の
無機材料を用いて作製することができる。
【００１６】
本発明の発光装置では、リフレクタ（反射部材）をさらに備えていることが好ましい。リ
フレクタは、発光ダイオード素子から放出された光の一部を反射し、光の取り出し方向へ
向かう光へと変換する目的で使用される。したがって、リフレクタを用いることにより発
光効率の向上が望める。一方でリフレクタによって光拡散効果も奏され、照度の均一化が
促進される。上記複数のレンズの集合体を囲繞するように設置される構成のリフレクタを
使用することが好ましい。リフレクタの構成が簡易なものとなり、ひいては発光装置全体
の構成の簡略化が達成されるからである。
リフレクタは、光反射性フィラー含有の樹脂や金属等を所望形状に成形することなどによ
って作製される。リフレクタの表面にメッキ処理を施して反射効率を高めることもできる
。
以下、実施例を参照しながら本発明の構成についてより詳細に説明する。
【００１７】
【実施例】
図１は実施例の光源ユニット１を示す平面図である。図２は図１におけるＡ－Ａ線断面図
、同様に図３はＢ－Ｂ線断面図である。以下、各図面を参照しながら、光源ユニット１の
構成を説明する。
光源ユニット１では、筐体６０内に表面実装型発光ダイオード素子（以下、「ＬＥＤ素子
」という）１０、レンズ３０、回路基板４０、及びリフレクタ５０が内蔵されている。Ｌ
ＥＤ素子１０はＬＥＤチップ１１、基板２０、リフレクタ２１、及び封止部材２２から概
略構成される（図４を参照）。尚、静電耐圧のためにＬＥＤ素子１０は図示しないツェナ
ーダイオードを内蔵する。
図５に示すようにＬＥＤチップ１１はサファイア基板１２上に複数の半導体層が積層され
た構成からなり、主発光ピーク波長を４８０ｎｍ付近に有する。ＬＥＤチップ１１の各層
のスペックは次の通りである。

【００１８】



(6) JP 4131178 B2 2008.8.13

10

20

30

40

50

基板１２の上にはバッファ層１３を介してｎ型不純物としてＳｉをドープしたＧａＮから
なるｎ型層１４が形成される。ここで、基板１２にはサファイアを用いたがこれに限定さ
れることはなく、サファイア、スピネル、炭化シリコン、酸化亜鉛、酸化マグネシウム、
酸化マンガン、ジルコニウムボライド、III族窒化物系化合物半導体単結晶等を用いるこ
とができる。さらにバッファ層１３はＡｌＮを用いてＭＯＣＶＤ法で形成されるがこれに
限定されることはなく、材料としてはＧａＮ、ＩｎＮ、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ及びＡｌ
ＩｎＧａＮ等を用いることができ、製法としては分子線結晶成長法（ＭＢＥ法）、ハライ
ド系気相成長法（ＨＶＰＥ法）、スパッタ法、イオンプレーティング法、電子シャワー法
等を用いることができる。III族窒化物系化合物半導体を基板として用いた場合は、当該
バッファ層を省略することができる。
さらに基板とバッファ層は半導体素子形成後に、必要に応じて、除去することもできる。
ここでｎ型層１４をＧａＮで形成したが、ＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ若しくはＡｌＩｎＧａ
Ｎを用いることができる。
また、ｎ型層１４にはｎ型不純物してＳｉをドープしたが、このほかにｎ型不純物として
、Ｇｅ、Ｓｅ、Ｔｅ、Ｃ等を用いることもできる。
発光する層を含む層１５は量子井戸構造（多重量子井戸構造、若しくは単一量子井戸構造
）を含んでいてもよく、また発光素子の構造としてはシングルへテロ型、ダブルへテロ型
及びホモ接合型のものなどでもよい。
【００１９】
発光する層を含む層１５はｐ型層１６の側にＭｇ等をドープしたバンドギャップの広いII
I族窒化物系化合物半導体層を含むこともできる。これは発光する層を含む層１５中に注
入された電子がｐ型層１６に拡散するのを効果的に防止するためである。
発光する層を含む層１５の上にｐ型不純物としてＭｇをドープしたＧａＮからなるｐ型層
１６を形成する。このｐ型層１６はＡｌＧａＮ、ＩｎＧａＮ又はＩｎＡｌＧａＮとするこ
ともできる、また、ｐ型不純物としてはＺｎ、Ｂｅ、Ｃａ、Ｓｒ、Ｂａを用いることもで
きる。ｐ型不純物の導入後に、電子線照射、炉による加熱、プラズマ照射等の周知の方法
により低抵抗化することも可能である。
上記構成の発光素子において、各III族窒化物系化合物半導体層は一般的な条件でＭＯＣ
ＶＤを実行して形成するか、分子線結晶成長法（ＭＢＥ法）、ハライド系気相成長法（Ｈ
ＶＰＥ法）、スパッタ法、イオンプレーティング法、電子シャワー法等の方法で形成する
こともできる。
【００２０】
ｎ電極１９はＡｌとＶの２層で構成され、ｐ型層１６を形成した後にｐ型層１６、発光す
る層を含む層１５、及びｎ型層１４の一部をエッチングにより除去することにより表出し
たｎ型層１４上に蒸着で形成される。
透光性電極１７は金を含む薄膜であって、ｐ型層１６の上に積層される。ｐ電極１８も金
を含む材料で構成されており、蒸着により透光性電極１７の上に形成される。以上の工程
により各層及び各電極を形成した後、各チップの分離工程を行う。
尚、基板１２の裏面（半導体層が形成されない側の表面）にAl、Ag、窒化チタン、窒化ハ
フニウム、窒化ジルコニウム、窒化タンタルなどからなる反射層を形成してもよい。反射
層を設けることにより、基板１２側に向かった光を取り出し方向へと効率的に反射、変換
することができ、光の取り出し効率の向上が図られる。このような反射層は形成材料の蒸
着などの公知の方法で形成することができる。
【００２１】
リフレクタ２１は白色系の樹脂からなり、カップ状部２５を形成する内周面が光軸に対し
て所望の角度となるように成型されている。
封止部材２２はＬＥＤチップ１１を被覆するようにカップ状部２５に充填される。本実施
例では封止部材２２の材料として、黄色系の蛍光体を分散させたエポキシ樹脂を用いた。
【００２２】
光源ユニット１では以上の構成のＬＥＤ素子１０が３個使用され、各ＬＥＤ素子１０を結
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ぶ直線が仮想正三角形を形成するように（図１を参照）基板２０への実装が行われる。
【００２３】
レンズ３０は光透過性の樹脂製であって、互いに連結される３つのレンズ部３１を有する
。各レンズ部３１は、上部及び下部がそれぞれ凸レンズ状の両凸レンズとなっている。本
実施例では各レンズ部３１の上部レンズ面３２及び下部レンズ面３３の形状を楕円面とし
た。尚、各レンズ面の形状は楕円面に限られるものではなく、球面形状や放物面形状など
を採用することもできる。
【００２４】
各レンズ部３１の上部レンズ面３２はその頂点３５（中心）が、対応するＬＥＤ素子１０
の直上に位置するのではなく当該直上位置よりもレンズ３０の中心３６から離れた位置に
ある（図１、２を参照）。またその光軸３７が、対応するＬＥＤ素子１０の光軸２７（即
ちＬＥＤ素子１０の中心を通り回路基板４０に垂直な直線軸）と、各ＬＥＤ素子１０を結
ぶ直線によって形成される仮想正三角形の重心２８を通り回路基板４０に垂直な直線（基
準垂線）３８とによって規定される平面上に位置する。さらに各レンズ光軸３７はそれぞ
れ、基準垂線３８の一点３９において基準垂線３８と約８°の角度（α）で交差している
。尚、基準垂線３８はレンズ中央３６を通る。
【００２５】
一方、下部レンズ面３３のレンズ光軸が、対となる上部レンズ面３２のレンズ光軸３７に
一致するように、各レンズ部３１の下部レンズ面３３の形状及び傾斜角度が設計されてい
る。このように上下レンズ面の光軸を一致させることにより、上下レンズ面のレンズ作用
を制御し易くなる。尚、本実施例では下部レンズ面３３の形状を上部レンズ面３２と同様
の楕円面としたが、勿論これに限られるものではない。
【００２６】
レンズ３０において、隣り合う上部レンズ面３２が接続される領域３４は平坦な面とされ
ている。このようなレンズ表面の設計は光源ユニット１全体の発光態様を考慮して行われ
るものであって、本実施では上記のような平坦面を形成することによって、より照度の均
一化された照明光が得られる。尚、このような平坦面に代えて凹面或は凸面を採用し、発
光態様を変化させてもよい。
【００２７】
続いて、光源ユニット１の照明態様について図３を参照しながら説明する。まずＬＥＤ素
子１０に必要な電力が供給されると、ＬＥＤ素子１０内のＬＥＤチップ１１から青色系の
光が放出される。この青色系の光の一部はＬＥＤ素子１０内の封止部材２２を通過する過
程で蛍光体を励起させ、これによって黄色系の蛍光が生ずる。その結果、ＬＥＤ素子１０
からは青色系の光と黄色系の光との混色による白色光が放出されることとなる。ＬＥＤ素
子１０から放出されたこの白色光の多くは、対応するレンズ部３１の裏面（下部レンズ面
３３）を介してレンズ３０内に導入される。下部レンズ面３３を介して導入される光は導
入時にレンズ作用によって集束される。これによって当該導入光が効率的に上部レンズ面
３２へと誘導される。以上のようにしてレンズ部３１に導入された光は上部レンズ面３２
を介して外部に放射されることとなる。この際、レンズ作用によって指向性が高められる
。また、上部レンズ面３２が上記の通り傾斜していることから、上部レンズ面を介して放
射される光は全体的に光源ユニット１の中央から外側に向かって少し傾斜したものとなり
、これによって中央領域へ向かう光の量が減少する。このように本光源ユニット１では各
レンズ部３１を介して外部放射される光が中央領域へと集中することが防止され、もって
照明エリア全体に亘って照度が均一化される。また、各ＬＥＤ素子１０の配置態様及びレ
ンズ３０の構成を上記の通りとしたことにより円状の照明光が得られ、照明用光源として
好ましい光源ユニットとなる。一方、各レンズ部３１を介して外部放射される光の中央領
域への集中が回避される結果として各ＬＥＤ素子１０をより近接して配置することが可能
となる。これにより、光源ユニット１を極めて小型に設計することができる。
【００２８】
各ＬＥＤ素子１０から放出された光の一部は下部レンズ面３３以外のレンズ裏面を介して
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レンズ３０に導入される。導入光の一部は各レンズ部３１の境界領域３４に形成される平
坦面を介して外部に放射される。一方、他の一部はリフレクタ５０に反射されてその方向
が変換される。このようにリフレクタ５０の作用によって、横方向へ放出された光を効率
的に照明光として利用することができ、照度が向上する。尚、各ＬＥＤ素子１０から放出
された光の一部は、対応するレンズ部３１ではなく、他のレンズ部３１を介して外部放射
される。
【００２９】
以上のように、光源ユニット１では簡易な構成によって高品質の光が得られ、かつそのサ
イズは非常に小型となる。したがって、例えば車両に設置されるマップランプや足元照明
などの光源として好適なものとなる。
【００３０】
光源ユニット１では３個のＬＥＤを使用するとともに、これに応じて３箇所のレンズ部３
１を有するレンズ３０を使用したが、ＬＥＤ素子の使用個数及びレンズ部の数はこれに限
れらるのものではない。例えば４個のＬＥＤ素子を使用して光源ユニットを構成し、各Ｌ
ＥＤ素子を結ぶ直線が仮想正方形を形成するように各ＬＥＤ素子を配置することができる
。この場合においても、光源ユニット１の場合と同様に、４箇所のレンズ部を有するレン
ズを使用し、そして各レンズ部をレンズの中心から外側へ向かう方向に傾斜させることに
よって中央領域への光の集中を防止することができる。
【００３１】
また、光源ユニット１に使用されるレンズ３０では、基準垂線３８に対して各レンズ部３
１の光軸３７がそれぞれ所定角度で交差するように設計されているが、図６に示すように
、各レンズ部３１ａの光軸３７ａが基準垂線（各ＬＥＤ素子１０を結ぶ直線によって形成
される仮想正三角形の重心を通り回路基板４０に垂直な直線）と交差しないように（即ち
平行となるように）レンズ３０ａを構成してもよい。尚、この例のレンズ３０ａでは各レ
ンズ部３１ａの光軸３７ａが基準垂線を軸として互いに回転対称性を有する位置関係とな
っている。このような対称性を備えることによって照度ムラの少ない照明光が得られる。
【００３２】
この発明は、上記発明の実施の形態の説明に何ら限定されるものではない。特許請求の範
囲の記載を逸脱せず、当業者が容易に想到できる範囲で種々の変形態様もこの発明に含ま
れる。
【００３３】
【発明の効果】
本発明の発光装置では、発光ダイオード素子の光の指向性を制御するレンズを傾斜させる
ことにより、各発光ダイオード素子に起因する光が中央に集中することを防止でき、照度
の均一化された照明光が得られる。また、各発光ダイオード素子をより近接させて配置す
ることが可能となり、装置の小型化が達成される。
【図面の簡単な説明】
【図１】　図１は本発明の一実施例である光源ユニット１を示す平面図である。
【図２】　図２は図１のＡ－Ａ線断面図である。
【図３】　図３は図１のＢ－Ｂ線断面図である。
【図４】　図４は光源ユニット１に使用されるＬＥＤ素子１０の構成を模式的に示した図
である。
【図５】　図５はＬＥＤ素子１０に使用されるＬＥＤチップ１１の構成を模式的に示した
図である。
【図６】　図６は光源ユニット１に使用可能なレンズの一例を示す平面図である。
【符号の説明】
１　光源ユニット
１０　発光ダイオード素子
２７　発光ダイオード素子の光軸
３０　３０ａ　レンズ
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３１　３１ａ　レンズ部
３５　３５ａ　レンズ頂点
３７　３７ａ　レンズ光軸
４０　回路基板
５０　リフレクタ
６０　筐体

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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