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(57)【要約】
【課題】入射した光を所望の方向に、かつ、広範囲に出
射させることができる光学部材などを提供する。
【解決手段】透光性を有する板状の光学部材１００は、
互いに背向する第１主面１０１及び第２主面１０２と、
第１主面１０１の第１領域１１１に設けられた第１プリ
ズム１２０とを備え、第１プリズム１２０は、第１主面
１０１を正面視した場合に、複数の第１基準線Ｌ１の各
々に沿って延びる複数の第１凸部１２１を有し、複数の
第１基準線Ｌ１の各々は、第１主面１０１の中心とは異
なる基準点Ｐから、第１主面１０１に平行な所定方向に
向かって凸であり、かつ、基準点Ｐを通り、所定方向に
延びる軸を対称軸として線対称である。
【選択図】図４
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透光性を有する板状の光学部材であって、
　互いに背向する第１主面及び第２主面と、
　前記第１主面の第１領域に設けられた第１プリズムとを備え、
　前記第１プリズムは、前記第１主面を正面視した場合に、複数の第１基準線の各々に沿
って延びる複数の第１凸部を有し、
　前記複数の第１基準線の各々は、前記第１主面の中心とは異なる第１基準点から、前記
第１主面に平行な所定方向に向かって凸であり、かつ、前記第１基準点を通り、前記所定
方向に延びる軸を対称軸として線対称である
　光学部材。
【請求項２】
　さらに、
　前記第１領域とは反対側の前記第２主面の第２領域に設けられた凹凸構造を備える
　請求項１に記載の光学部材。
【請求項３】
　さらに、
　前記第１主面の前記第１領域とは異なる第３領域の反対側の、前記第２主面の第４領域
に設けられた第２プリズムを備え、
　前記第２プリズムは、前記第２主面を正面視した場合に、複数の第２基準線の各々に沿
って延びる複数の第２凸部を有し、
　前記複数の第２基準線の各々は、第２基準点から前記所定方向に向かって凸であり、か
つ、前記軸を対称軸として線対称である
　請求項１又は２に記載の光学部材。
【請求項４】
　前記第２プリズムは、さらに、前記第２主面を正面視した場合に、複数の第３基準線の
各々に沿って延びる複数の第３凸部を有し、
　前記複数の第３基準線の各々は、第３基準点から前記所定方向に向かって凸であり、か
つ、前記軸を対称軸として線対称であり、
　前記第２主面に直交し、前記軸を含む断面において、
　前記複数の第２凸部の形状は、互いに同じであり、
　前記複数の第３凸部の形状は、互いに同じであり、前記複数の第２凸部の形状と異なっ
ている
　請求項３に記載の光学部材。
【請求項５】
　さらに、
　前記第３領域に設けられた凹凸構造を備える
　請求項３又は４に記載の光学部材。
【請求項６】
　前記凹凸構造は、各々が前記所定方向に延びる複数の溝である
　請求項２～５のいずれか１項に記載の光学部材。
【請求項７】
　前記第１主面及び前記第２主面の少なくとも一方の表面には、微小凹凸が設けられてい
る
　請求項１～６のいずれか１項に記載の光学部材。
【請求項８】
　前記微小凹凸は、前記第１主面の前記第１領域とは異なる領域のみに設けられている
　請求項７に記載の光学部材。
【請求項９】
　前記複数の第１基準線はそれぞれ、放物線、又は、前記第１基準点を中心とする同心円
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の各々の円弧である
　請求項１～８のいずれか１項に記載の光学部材。
【請求項１０】
　前記第１基準点は、前記第１主面の外周又は前記第１主面の外側に位置している
　請求項９に記載の光学部材。
【請求項１１】
　光源と、
　前記光源からの光を通過させる、請求項１～１０のいずれか１項に記載の光学部材とを
備える
　照明器具。
【請求項１２】
　前記光学部材は、前記光源の光軸が前記第１主面及び前記第２主面の各々の中心を通過
するように配置されており、
　前記第２主面は、前記光源側の面である
　請求項１１に記載の照明器具。
【請求項１３】
　前記照明器具は、所定の設置面に設けられた貫通孔から前記光学部材の前記第１プリズ
ムの少なくとも一部が突出するように、前記貫通孔に部分的に埋込配設されており、
　前記光源の光軸は、前記設置面に対して斜めに交差している
　請求項１２に記載の照明器具。
【請求項１４】
　前記複数の第１凸部の各々は、前記設置面に対して直交する方向に対して平行又は１０
°以下の角度で交差する側面を有する
　請求項１３に記載の照明器具。
【請求項１５】
　光源と、
　請求項４に記載の光学部材とを備え、
　前記光学部材は、前記光源の光軸が前記第１主面及び前記第２主面の各々の中心を通過
するように配置され、
　前記第２主面は、前記光源側の面であり、
　前記複数の第３凸部は、前記複数の第２凸部よりも前記第２主面の外周側に設けられ、
　前記複数の第２凸部はそれぞれ、
　第１側面と、
　前記設置面に対する傾斜が前記第１側面より大きい第２側面とを有し、
　前記複数の第３凸部はそれぞれ、
　前記設置面に対する傾斜が前記第１側面より大きい第３側面と、
　前記設置面に対する傾斜が前記第３側面より大きい第４側面とを有する
　照明器具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学部材及び当該光学部材を備える照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、主に壁面を照明するように非対称な配光特性を有するウォールウォッシャー用の
天井埋め込み型の照明器具が知られている（例えば、特許文献１を参照）。特許文献１に
記載の照明装置は、一方の主面に複数のプリズムが設けられた光学部材を備えている。複
数のプリズムが、入射した光を光源の光軸に対して一方向に出射させることで、照明装置
は、非対称な配光特性を実現している。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１２５８２５号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ウォールウォッシャー用のダウンライトは、通常、照明対象の壁面の近くの天井に、壁
面に沿って複数並べて配置される。このとき、スカラップと呼ばれる三角形の光の模様が
形成され、見栄えが悪くなる。
【０００５】
　そこで、本発明は、入射した光を所望の方向に、かつ、広範囲に出射させることができ
る光学部材及び当該光学部材を備える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】
【０００６】
　上記目的を達成するため、本発明の一態様に係る光学部材は、透光性を有する板状の光
学部材であって、互いに背向する第１主面及び第２主面と、前記第１主面の第１領域に設
けられた第１プリズムとを備え、前記第１プリズムは、前記第１主面を正面視した場合に
、複数の第１基準線の各々に沿って延びる複数の第１凸部を有し、前記複数の第１基準線
の各々は、前記第１主面の中心とは異なる第１基準点から、前記第１主面に平行な所定方
向に向かって凸であり、かつ、前記第１基準点を通り、前記所定方向に延びる軸を対称軸
として線対称である。
【０００７】
　また、本発明の一態様に係る照明器具は、光源と、前記光源からの光を通過させる前記
光学部材とを備える。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、入射した光を所望の方向に、かつ、広範囲に出射させることができる
光学部材及び当該光学部材を備える照明器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態に係る照明器具の外観を示す斜視図である。
【図２】実施の形態に係る照明器具の分解斜視図である。
【図３】実施の形態に係る照明器具の断面図である。
【図４】実施の形態に係る光学部材の光出射側の平面図である。
【図５】実施の形態に係る光学部材の光入射側の平面図である。
【図６】実施の形態に係る光学部材の断面図である。
【図７】実施の形態に係る照明器具が出射する主要な光の光路を示す断面図である。
【図８】実施の形態に係る光学部材の光出射面側のプリズムを通過する主要な光の光路の
要部を示す要部拡大図である。
【図９】実施の形態に係る光学部材の光入射面側のプリズムを通過する主要な光の光路の
要部を示す要部拡大図である。
【図１０】従来の照明器具を複数配置した場合に壁面に形成される光の模様（照射領域の
形状）を示す図である。
【図１１】本実施の形態に係る照明器具を複数配置した場合に壁面に形成される光の模様
（照射領域の形状）を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下では、本発明の実施の形態に係る光学部材及び照明器具について、図面を用いて詳
細に説明する。なお、以下に説明する実施の形態は、いずれも本発明の一具体例を示すも
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のである。したがって、以下の実施の形態で示される数値、形状、材料、構成要素、構成
要素の配置及び接続形態、ステップ、ステップの順序などは、一例であり、本発明を限定
する趣旨ではない。よって、以下の実施の形態における構成要素のうち、本発明の最上位
概念を示す独立請求項に記載されていない構成要素については、任意の構成要素として説
明される。
【００１１】
　また、各図は、模式図であり、必ずしも厳密に図示されたものではない。したがって、
例えば、各図において縮尺などは必ずしも一致しない。また、各図において、実質的に同
一の構成については同一の符号を付しており、重複する説明は省略又は簡略化する。
【００１２】
　また、本明細書において、平行又は垂直などの要素間の関係性を示す用語、及び、円形
又は放物線などの要素の形状を示す用語、並びに、数値範囲は、厳格な意味のみを表す表
現ではなく、実質的に同等な範囲、例えば数％程度の差異をも含むことを意味する表現で
ある。
【００１３】
　また、本明細書及び図面において、ｘ軸、ｙ軸及びｚ軸は、三次元直交座標系の三軸を
示している。具体的には、光源の光軸に平行な方向をｚ軸方向とし、ｚ軸の負方向を光が
出射される方向、すなわち、光出射方向としている。また、光出射方向を前方とし、この
光出射方向の反対方向を後方としている。ｘ軸方向を光源及び光学部材の傾斜方向とし、
ｙ軸方向を水平方向としている。
【００１４】
　（実施の形態）
　［概要］
　まず、本実施の形態に係る照明器具の概要について、図１～図３を用いて説明する。
【００１５】
　図１は、本実施の形態に係る照明器具１を示す外観を示す斜視図である。
【００１６】
　図２は、本実施の形態に係る照明器具１の分解斜視図である。なお、図２では、照明器
具１が備える２枚の取付バネ５０は、枠体２０に固定した状態で示している。
【００１７】
　図３は、本実施の形態に係る照明器具１の断面図である。図３は、具体的には、照明器
具１の光軸Ｊを含み、かつ、光源３０及び光学部材１００の傾斜方向を含む断面を示して
いる。また、図３には、照明器具１が取り付けられる天井板９０も図示している。
【００１８】
　本実施の形態に係る照明器具１は、例えば、建物の天井などに埋め込み配設され、壁面
９３を照明するウォールウォッシャーダウンライトなどの埋込型照明器具である。図３に
示すように、照明器具１は、取付孔９２に部分的に埋め込み配設されている。取付孔９２
は、天井板９０の下面である天井面９１に設けられた貫通孔の一例である。天井面９１は
、照明器具１の設置面の一例である。
【００１９】
　本実施の形態では、照明器具１は、光源３０の光軸Ｊが天井面９１に対して斜めに交差
するように取付孔９２に取り付けられる。光軸Ｊは、照明器具１による照明対象である壁
面９３に向かって延びるように、鉛直方向に対して斜めに交差している。鉛直方向と光軸
Ｊとがなす角度は、例えば１０°以上４０°以下であり、一例として３０°であるが、こ
れに限らない。
【００２０】
　図１～図３に示すように、照明器具１は、器具本体１０と、枠体２０と、光源３０と、
反射部材４０と、取付バネ５０と、光学部材１００とを備える。以下では、照明器具１が
備える各構成要素の詳細について説明する。
【００２１】
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　［器具本体］
　器具本体１０は、光源３０が内部に配置される部材である。本実施の形態では、器具本
体１０は、光源３０が取り付けられる取付台である。器具本体１０は、光源３０が発する
熱を放熱するヒートシンクとしても機能する。したがって、器具本体１０は、例えば、金
属材料などの熱伝導率の高い材料によって構成されている。具体的には、器具本体１０は
、アルミニウムからなるアルミダイカスト製である。あるいは、器具本体１０は、アルミ
板の板金加工によって形成されていてもよい。
【００２２】
　図２及び図３に示すように、器具本体１０は、扁平な有底円筒形状を有する。器具本体
１０の底部の内側には、光源３０が載置されて固定される載置面１１を有する。なお、器
具本体１０の底部の外側には、複数の放熱フィンが設けられていてもよい。
【００２３】
　器具本体１０の底部には、枠体２０及び反射部材４０を固定するためのネジ（図示せず
）が挿入される貫通孔が複数設けられている。器具本体１０の底部の後方側からネジが貫
通孔に挿入されて、枠体２０及び反射部材４０の各々に設けられたネジ穴にネジ入れられ
ることで、器具本体１０に枠体２０及び反射部材４０が固定される。
【００２４】
　［枠体］
　枠体２０は、照明器具１を天井板９０に固定するための部材である。図２及び図３を示
すように、枠体２０は、内筒部２１と、外筒部２２と、外縁部２３と、鍔２４とを有する
。
【００２５】
　内筒部２１は、光軸Ｊを中心軸とする円筒状の部分である。図３に示すように、内筒部
２１の内部に反射部材４０及び光学部材１００が配置されている。
【００２６】
　外筒部２２は、光軸Ｊを中心軸とする円錐台筒状の部分である。外筒部２２は、内筒部
２１の外側面を囲むように設けられている。外筒部２２の前方端は、内筒部２１の前方端
に接続されている。
【００２７】
　外縁部２３は、外筒部２２を斜めに囲むように設けられた部分である。外縁部２３は、
鉛直方向を中心軸とする円錐台筒を斜めに切断した形状を有する。切断面は、例えば、光
軸Ｊに直交する面と天井面９１とがなす角の約半分の角度で天井面９１に対して傾斜して
いる。
【００２８】
　鍔２４は、外縁部２３の前方端から外方に向かって延設された円環状の部分である。鍔
２４に対して、内筒部２１及び外筒部２２は、部分的に前方に突出している。照明器具１
は、天井板９０に設けられた取付孔９２に挿入された状態で、鍔２４と複数の取付バネ５
０とが取付孔９２周りの天井板９０を挟持することにより、天井板９０に取り付けられる
。
【００２９】
　図３に示すように、内筒部２１及び外筒部２２の各々の約半分は、鍔２４より前方側に
突出している。このため、照明器具１を取付孔９２に取り付けた場合に、鍔２４より前方
側に突出した部分が天井面９１より下方に突出する。
【００３０】
　枠体２０は、例えば、アルミニウムなどの金属材料によって形成することができる。枠
体２０は、例えば、アルミダイカスト製である。あるいは、枠体２０は、ポリブチレンテ
レフタレート（ＰＢＴ）などの樹脂材料を用いた射出成形などで形成されていてもよい。
【００３１】
　枠体２０は、例えば、複数のネジ（図示せず）などの締結部材によって、器具本体１０
に固定される。なお、枠体２０と器具本体１０との固定方法は、特に限定されない。例え
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ば、器具本体１０及び枠体２０の一方に爪などの係止部を設け、他方に係止部が係止され
る穴などの被係止部が設けられていてもよい。枠体２０は、係止部が被係止部に係止され
ることによって、器具本体１０に固定されてもよい。
【００３２】
　［光源］
　光源３０は、発光モジュールであって、所定の光を放射状に出射する光源である。本実
施の形態では、光源３０は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を有
する発光モジュールである。光源３０は、例えば白色光を出射するように構成されている
。
【００３３】
　例えば、光源３０は、ＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）型ＬＥＤで構成されてい
る。具体的には、光源３０は、図２及び図３に示すように、基台３１と、基台３１上に実
装されたベアチップ（ＬＥＤチップ）である複数のＬＥＤ３２と、複数のＬＥＤ３２を封
止する封止部材とを備える。封止部材には、例えば蛍光体が含まれている。なお、本実施
の形態では、封止部材は全てのＬＥＤ３２を一括封止しているが、これに限られない。ラ
イン状に配列された複数のＬＥＤ３２の配列方向に沿って複数本のライン状に封止部材を
形成してもよい。
【００３４】
　光源３０は、器具本体１０の載置面１１に載置されて固定される。照明器具１において
、光源３０の光軸Ｊの方向（各図のｚ軸方向）は、鉛直方向に対して斜めに交差する方向
である。
【００３５】
　基台３１は、複数のＬＥＤ３２を実装するための実装基板であって、例えばセラミック
ス基板、樹脂基板又は絶縁被覆されたメタルベース基板などである。また、基台３１は、
例えば平面視において矩形形状である平面を有する板状であり、基台３１の底面（後方面
）が器具本体１０の載置面１１に載置される。なお、基台３１には、複数のＬＥＤ３２（
光源３０）を発光させるための直流電力を外部から受電するための一対の電極端子（正電
極端子及び負電極端子）が形成されている。
【００３６】
　［反射部材］
　反射部材４０は、図３に示すように、光源３０からの光が入射される側（ｚ軸の正側）
の端部（後方端）から、当該光が出射される側の端部（前方端）に向かって内径が漸次大
きくなるように構成された筒状の形状を有する。反射部材４０の内面において光源３０か
らの光が反射される。
【００３７】
　図２に示すように、反射部材４０の外側面には、光学部材１００を支持するための一対
の爪状部４１が複数設けられている。一対の爪状部４１は、所定距離空けて互いに対向し
て配置されている。一対の爪状部４１間に、光学部材１００の突出部１０３が挿入されて
係止される。本実施の形態では、反射部材４０は、３つの一対の爪状部４１を備えるが、
爪状部４１の個数は特に限定されない。
【００３８】
　また、反射部材４０の後方には、光源３０に電力を供給するための導電部材、及び、当
該導電部材を保持する保持部（図示せず）が設けられている。保持部は、反射部材４０と
器具本体１０との間に挟持されて固定される。導電部材は、例えば、銅などの導電性部材
によって形成されており、光源３０の基台３１の電極端子に接触し、電気的に接続されて
いる。
【００３９】
　反射部材４０は、例えば、複数のネジ（図示せず）などの締結部材によって、器具本体
１０に固定される。このとき、反射部材４０の後方端が光源３０の基台３１を載置面１１
に向けて押さえていてもよい。これにより、反射部材４０を器具本体１０に固定すること
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によって、光源３０も器具本体１０に固定される。
【００４０】
　なお、反射部材４０と器具本体１０との固定方法は、特に限定されない。例えば、反射
部材４０及び器具本体１０の一方に爪などの係止部を設け、他方に係止部が係止される穴
などの被係止部が設けられていてもよい。反射部材４０は、係止部が被係止部に係止され
ることによって、器具本体１０に固定されてもよい。また、反射部材４０は、枠体２０に
固定されてもよい。
【００４１】
　反射部材４０は、例えば、ＰＢＴなどの硬質の白色樹脂材料を用いて形成することがで
きる。なお、反射部材４０は、内面にアルミニウムなどの金属膜が設けられてもよい。
【００４２】
　［取付バネ］
　取付バネ５０は、天井に設けられた取付孔９２に照明器具１を取り付けるために用いら
れる。具体的には、取付バネ５０の復元力を利用して、取付バネ５０と枠体２０の鍔２４
とで天井板９０を挟持することで、照明器具１を取り付けることができる。
【００４３】
　取付バネ５０は、鉄などの金属材料を用いてプレス加工などによって長尺状の細板形状
に成形されている。本実施の形態では、図１に示すように、照明器具１は、２つの取付バ
ネ５０を備えるが、取付バネ５０の個数及び位置はこれに限定されない。
【００４４】
　［光学部材］
　光学部材１００は、透光性を有する板状の光学部材である。図３に示すように、光学部
材１００は、互いに背向する第１主面１０１及び第２主面１０２を有する。
【００４５】
　第１主面１０１は、光源３０とは反対側の面であり、光源３０からの光であって、光学
部材１００を通過する光の出射側の面である。第２主面１０２は、光源３０側の面であり
、光源３０からの光が光学部材１００に入射する側の面である。本実施の形態では、光学
部材１００は、光軸Ｊが第１主面１０１及び第２主面１０２の各々の中心を通過するよう
に配置されている。
【００４６】
　光学部材１００は、所望の配光特性が得られるように、所定の形状で形成されている。
具体的には、図３に示すように、光学部材１００は、第１主面１０１に設けられた第１プ
リズム１２０及び第１凹凸構造１３０と、第２主面１０２に設けられた第２プリズム１５
０及び第２凹凸構造１４０とを有する。光学部材１００の詳細な形状は、後で説明する。
【００４７】
　光学部材１００の少なくとも一部は、天井面９１に設けられた取付孔９２から突出して
いる。具体的には、光学部材１００の第１プリズム１２０及び第２凹凸構造１４０の大部
分が天井面９１より下方に位置している。第１凹凸構造１３０及び第２プリズム１５０は
、取付孔９２内に位置しており、天井面９１より下方に突出していない。
【００４８】
　光学部材１００は、例えば、アクリル（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）などの
透明樹脂材料又はガラス材料などの透明材料を用いて、金型などによって所定の形状に成
形される。
【００４９】
　光学部材１００の外周には、３つの突出部１０３が設けられている。３つの突出部１０
３がそれぞれ、３つの一対の爪状部４１に係止されることにより、光学部材１００が反射
部材４０に保持される。
【００５０】
　［光学部材の詳細形状］
　続いて、本実施の形態に係る照明器具１が備える光学部材１００の具体的な形状につい
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て、図４～図６を用いて説明する。
【００５１】
　図４は、本実施の形態に係る光学部材１００の光出射側の平面図である。具体的には、
図４は、ｚ軸の負側、すなわち、前方から、光学部材１００の第１主面１０１を正面視し
たときの形状を示している。
【００５２】
　図５は、本実施の形態に係る光学部材１００の光入射側の平面図である。具体的には、
図５は、ｚ軸の正側、すなわち、後方から、光学部材１００の第２主面１０２を正面視し
たときの形状を示している。
【００５３】
　図６は、本実施の形態に係る光学部材１００の断面図である。具体的には、図６は、図
４及び図５のＶＩ－ＶＩ線における断面を示している。図６に示す断面は、光源３０の光
軸Ｊを含み、かつ、光源３０の傾斜方向（ｘ軸方向）に平行な断面である。
【００５４】
　本実施の形態では、第１主面１０１及び第２主面１０２はそれぞれ、平面視形状が光軸
Ｊを中心とする略円形の面である。第１主面１０１及び第２主面１０２は、互いに略同じ
大きさである。
【００５５】
　図４及び図６に示すように、第１主面１０１は、第１領域１１１と、第３領域１１３と
を含んでいる。第１領域１１１は、光軸Ｊを含む領域であり、第３領域１１３より大きい
。図４に示すように、第１領域１１１の全域に第１プリズム１２０が設けられている。言
い換えると、第１プリズム１２０が設けられた領域が第１領域１１１である。
【００５６】
　第１領域１１１は、例えば、第１主面１０１のうち、基準点Ｐを中心とする半径Ｒの円
内の領域である。基準点Ｐは、第１主面１０１の中心とは異なる第１基準点の一例であり
、図４に示す例では第１主面１０１の外周に位置している。半径Ｒは、第１主面１０１の
平面視形状である円の半径ｒより長い。
【００５７】
　第３領域１１３は、第１主面１０１のうち第１領域１１１を除く領域である。図４に示
す例では、第３領域１１３は、平面視形状が三日月形の形状を有する。第３領域１１３の
全域に第１凹凸構造１３０が設けられている。言い換えると、第１凹凸構造１３０が設け
られた領域が第３領域１１３である。
【００５８】
　図５及び図６に示すように、第２主面１０２は、第２領域１１２と、第４領域１１４と
を含んでいる。第２領域１１２は、光軸Ｊを含む領域であり、第４領域１１４より大きい
。図５に示すように、第２領域１１２の全域に第２凹凸構造１４０が設けられている。言
い換えると、第２凹凸構造１４０が設けられた領域が第２領域１１２である。本実施の形
態では、第２領域１１２は、第１領域１１１の反対側の領域である。第２領域１１２は、
第１領域１１１と同じ形状で、かつ、同じ大きさである。
【００５９】
　第４領域１１４は、第２主面１０２のうち第２領域１１２を除く領域である。図５に示
す例では、第４領域１１４は、平面視形状が三日月の形状を有する。第４領域１１４の全
域に第２プリズム１５０が設けられている。言い換えると、第２プリズム１５０が設けら
れた領域が第４領域１１４である。本実施の形態では、第４領域１１４は、第３領域１１
３の反対側の領域である。第４領域１１４は、第３領域１１３と同じ形状で、かつ、同じ
大きさである。
【００６０】
　本実施の形態では、光学部材１００の第１主面１０１及び第２主面１０２の少なくとも
一方の表面には、微小凹凸が設けられている。微小凹凸は、例えばシボ加工により形成さ
れたランダムな大きさで、ランダムに分散配置された複数の凸部及び凹部である。
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【００６１】
　微小凹凸は、例えば、第１主面１０１の第１領域１１１とは異なる領域のみに設けられ
ている。具体的には、微小凹凸は、第３領域１１３に設けられた第１凹凸構造１３０の凹
凸表面に設けられている。
【００６２】
　なお、微小凹凸は、第３領域１１３だけではなく、第１主面１０１及び第２主面１０２
の全面に設けられていてもよい。あるいは、微小凹凸は、第１領域１１１、第２領域１１
２、第３領域１１３及び第４領域１１４のうち少なくとも１つに設けられていてもよい。
【００６３】
　また、本実施の形態では、光学部材１００の板厚が異なっている。具体的には、図６に
示すように、第１領域１１１及び第２領域１１２間の板厚ｔ１は、第３領域１１３及び第
４領域１１４間の板厚ｔ２より大きい。板厚ｔ１が板厚ｔ２より大きいので、後述する光
Ｌｃ（図７を参照）を効率良く第１主面１０１から出射させることができる。したがって
、照明器具１から出射される光の量を増やすことができる。
【００６４】
　［第１プリズム］
　第１プリズム１２０は、図３に示すように、天井面９１より下方に位置している。第１
プリズム１２０は、光学部材１００の壁面９３から離れた部分の光出射側に設けられてい
る。第１プリズム１２０は、光源３０からの光を屈折させることにより、壁面９３に向け
て、かつ、横方向（ｙ軸方向）に拡げて出射する。
【００６５】
　第１プリズム１２０は、図４に示すように、第１主面１０１を正面視した場合、複数の
第１基準線Ｌ１に沿って延びる複数の第１凸部１２１を有する。複数の第１基準線Ｌ１は
、図４では破線で図示されている。第１基準線Ｌ１は、例えば、第１凸部１２１の先端（
又は基端）を結ぶ線である。
【００６６】
　複数の第１基準線Ｌ１の各々は、基準点Ｐから所定方向に向かって凸であり、かつ、基
準点Ｐを通り、所定方向に延びる軸を対称軸として線対称である。ここで、所定方向は、
第１主面１０１に平行な方向であり、光軸Ｊに直交する方向である。具体的には、所定方
向は、基準点Ｐと第１主面１０１の中心（すなわち、光軸Ｊ）とを結ぶ方向である。より
具体的には、所定方向は、ｘ軸の負方向である。所定方向は、光学部材１００の傾斜方向
に一致している。
【００６７】
　また、線対称の対称軸は、図４に示すＶＩ－ＶＩ線である。つまり、図４に示す例では
、複数の第１基準線Ｌ１の各々は、紙面上方向（ｘ軸の負方向）に凸であり、かつ、ＶＩ
－ＶＩ線を対称軸として線対称である。
【００６８】
　具体的には、複数の第１基準線Ｌ１は、基準点Ｐを中心とする同心円の各々の円弧であ
る。複数の第１基準線Ｌ１は、等間隔に設けられている。なお、複数の第１基準線Ｌ１は
それぞれ、放物線であってもよい。このとき、各放物線の焦点は、対称軸上に位置してい
る。例えば、焦点は、基準点Ｐでもよい。
【００６９】
　本実施の形態では、図４に示すように、１２本の第１基準線Ｌ１が設けられている。１
２本の第１基準線Ｌ１に沿って、１２個の第１凸部１２１が設けられている。１２個の第
１凸部１２１はそれぞれ、対応する第１基準線Ｌ１に沿って長く延びている。
【００７０】
　複数の第１凸部１２１の形状は、図６に示す断面において、互いに同じである。なお、
図６に示す断面は、第１主面１０１に直交し、対称軸を含む断面である。図６に示すよう
に、複数の第１凸部１２１の各々は、２つの側面１２２及び１２３を有する。
【００７１】
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　側面１２２は、光源３０からの光を屈折させて、壁面９３へ向けて出射させる機能を有
する。つまり、側面１２２は、第１プリズム１２０の主機能を果たす面、すなわち、配光
制御面である。側面１２２は、照明器具１が取付孔９２に取り付けられた場合において、
天井面９１に平行又は１０°以下の角度で交差する。このときの交差角は、５°以下でも
よく、２°以下でもよい。
【００７２】
　側面１２３は、天井面９１に対して直交する方向（すなわち、鉛直方向）に対して、平
行又は１０°以下の角度で交差する。このときの交差角は、５°以下でもよく、２°以下
でもよい。
【００７３】
　図６に示すように、側面１２２と側面１２３とは交互に連続して接続されている。これ
により、複数の第１凸部１２１が並んで設けられている。なお、複数の第１凸部１２１の
先端及び基端（すなわち、側面１２２と側面１２３との接続部分）は、滑らかでもよく、
尖っていてもよい。
【００７４】
　［第１凹凸構造］
　第１凹凸構造１３０は、図３に示すように、天井面９１より上方で、取付孔９２内に位
置している。第１凹凸構造１３０は、光学部材１００の壁面９３に近い部分の光出射側に
設けられている。第１凹凸構造１３０は、光源３０からの光を屈折させることにより、横
方向（ｙ軸方向）に拡げて出射する。また、第１凹凸構造１３０は、光源３０からの光の
一部を全反射させて、光源３０側へ戻す機能も有する。
【００７５】
　第１凹凸構造１３０は、図４に示すように、第１主面１０１を正面視した場合、所定方
向に沿って延びる複数の溝である。具体的には、第１凹凸構造１３０は、ｘ軸に沿って延
びる互いに平行な複数の溝である。例えば、ｘ軸方向に延びる凹面が１つの溝を構成して
いる。当該溝がｙ軸方向に繰り返し並んで設けられている。複数の溝はそれぞれ、例えば
Ｕ字溝であるが、Ｖ字溝でもよい。複数の溝は、ｙｚ断面において、互いに同じ形状及び
同じ大きさである。
【００７６】
　第１凹凸構造１３０は、複数の溝の代わりに、ディンプル構造を有してもよい。あるい
は、第１凹凸構造１３０は、ランダム又は規則的に設けられた複数の凹凸から構成されて
いてもよい。
【００７７】
　［第２凹凸構造］
　第２凹凸構造１４０は、図３に示すように、天井面９１より下方に位置している。第２
凹凸構造１４０は、光学部材１００の壁面９３から離れた部分の光入射側に設けられてい
る。第２凹凸構造１４０は、光源３０からの光を屈折させることにより、横方向（ｙ軸方
向）に拡げる。
【００７８】
　第２凹凸構造１４０は、図５に示すように、第２主面１０２を正面視した場合、所定方
向に沿って延びる複数の溝である。具体的には、第２凹凸構造１４０は、ｘ軸に沿って延
びる互いに平行な複数の溝である。例えば、ｘ軸方向に延びる凹面が１つの溝を構成して
いる。当該溝がｙ軸方向に繰り返し並んで設けられている。複数の溝はそれぞれ、例えば
Ｕ字溝であるが、Ｖ字溝でもよい。複数の溝は、ｙｚ断面において、互いに同じ形状及び
同じ大きさである。第２凹凸構造１４０を構成する複数の溝と、第１凹凸構造１３０を構
成する複数の溝とは、ｙｚ断面において互いに同じ形状及び同じ大きさでもよい。
【００７９】
　第２凹凸構造１４０は、複数の溝の代わりに、ディンプル構造を有してもよい。あるい
は、第２凹凸構造１４０は、ランダム又は規則的に設けられた複数の凹凸から構成されて
いてもよい。
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【００８０】
　［第２プリズム］
　第２プリズム１５０は、図３に示すように、天井面９１より上方で、取付孔９２内に位
置している。第２プリズム１５０は、光学部材１００の壁面９３に近い部分の光入射側に
設けられている。第２プリズム１５０は、光源３０からの光を屈折させることにより、枠
体２０に遮られない方向で、かつ、横方向（ｙ軸方向）に拡げて出射する。
【００８１】
　第２プリズム１５０は、図５に示すように、第２主面１０２を正面視した場合、複数の
第２基準線Ｌ２の各々に沿って延びる複数の第２凸部１５１を有する。本実施の形態では
、第２プリズム１５０は、さらに、複数の第３基準線Ｌ３の各々に沿って延びる複数の第
３凸部１５５を有する。複数の第２基準線Ｌ２及び複数の第３基準線Ｌ３はそれぞれ、図
５では破線で図示されている。図５に示すように、複数の第３凸部１５５は、複数の第２
凸部１５１よりも第２主面１０２の外周側に設けられている。
【００８２】
　複数の第２基準線Ｌ２の各々は、基準点Ｑから所定方向（ｘ軸の負方向）に向かって凸
であり、かつ、ＶＩ－ＶＩ線を対称軸として線対称である。具体的には、複数の第２基準
線Ｌ２は、基準点Ｑを中心とする同心円の各々の円弧である。複数の第２基準線Ｌ２は、
等間隔に設けられている。なお、複数の第２基準線Ｌ２はそれぞれ、放物線であってもよ
い。このとき、各放物線の焦点は、対称軸上に位置している。例えば、焦点は、基準点Ｑ
でもよい。
【００８３】
　なお、基準点Ｑは、第２基準点の一例である。本実施の形態では、基準点Ｑは、第２主
面１０２の中心とは異なる点であり、図５に示す例では、第２主面１０２の外周に位置し
ている。具体的には、基準点Ｑは、基準点Ｐのちょうど反対側に位置している。言い換え
ると、基準点Ｐと基準点Ｑとを結ぶ直線は、光学部材１００の厚み方向に一致し、光軸Ｊ
と平行である。
【００８４】
　本実施の形態では、図５に示すように、３本の第２基準線Ｌ２が設けられている。３本
の第２基準線Ｌ２に沿って、３個の第２凸部１５１が設けられている。３個の第２凸部１
５１はそれぞれ、対応する第２基準線Ｌ２に沿って長く延びている。
【００８５】
　複数の第２凸部１５１の形状は、図６に示す断面において、互いに同じである。図６に
示すように、複数の第２凸部１５１の各々は、２つの側面１５２及び１５３を有する。
【００８６】
　側面１５２は、第１側面の一例であり、光源３０からの光を屈折させて、壁面９３へ向
けて出射させる機能を有する。つまり、側面１５２は、第２プリズム１５０の主機能を果
たす面、すなわち、配光制御面である。側面１５２は、照明器具１が取付孔９２に取り付
けられた場合において、天井面９１に平行又は１０°以下の角度で交差する。このときの
交差角は、５°以下でもよく、２°以下でもよい。
【００８７】
　側面１５３は、天井面９１に対する傾斜が側面１５２より大きい第２側面の一例である
。本実施の形態では、側面１５３は、配光制御面ではなく、できるだけ光が入射しないこ
とが好ましい。
【００８８】
　側面１５３は、側面１５２に対して、斜めに交差している。このときの交差角は、例え
ば、５０°以上９０°以下である。なお、側面１５３の光軸Ｊに対する傾斜角は、例えば
０°以上５°以下である。側面１５２の光軸Ｊに対する傾斜角は、例えば、５０°以上８
０°以下である。これらの傾斜角及び交差角は、一例に過ぎず、例示した範囲に限定され
ない。
【００８９】
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　図６に示すように、側面１５２と側面１５３とは交互に連続して接続されている。これ
により、複数の第２凸部１５１が並んで設けられている。なお、複数の第２凸部１５１の
先端及び基端（すなわち、側面１５２と側面１５３との接続部分）は、滑らかでもよく、
尖っていてもよい。
【００９０】
　複数の第３基準線Ｌ３の各々は、第３基準点から所定方向（ｘ軸の負方向）に向かって
凸であり、かつ、ＶＩ－ＶＩ線を対称軸として線対称である。具体的には、複数の第３基
準線Ｌ３は、第３基準点を中心とする同心円の各々の円弧である。複数の第３基準線Ｌ３
は、等間隔に設けられている。なお、複数の第３基準線Ｌ３はそれぞれ、放物線であって
もよい。このとき、各放物線の焦点は、第３基準点であり、対称軸上に位置している。
【００９１】
　第３基準点は、例えば、第２基準点と同じであり、基準点Ｑである。これにより、第２
凸部１５１と第３凸部１５５とが滑らかに接続されて、光のむらの発生を抑制することが
できる。あるいは、第３基準点は、第２基準点よりも第２主面１０２の中心から離れた位
置に位置していてもよい。
【００９２】
　本実施の形態では、図５に示すように、３本の第３基準線Ｌ３が設けられている。３本
の第３基準線Ｌ３に沿って、３個の第３凸部１５５が設けられている。３個の第３凸部１
５５はそれぞれ、対応する第３基準線Ｌ３に沿って長く延びている。
【００９３】
　複数の第３凸部１５５の形状は、図６に示す断面において、互いに同じである。このと
き、図６に示す断面において、複数の第３凸部１５５の形状は、複数の第２凸部１５１の
形状と異なっている。図６に示すように、複数の第３凸部１５５の各々は、２つの側面１
５６及び１５７を有する。
【００９４】
　側面１５６は、第３側面の一例であり、天井面９１に対する傾斜が、第２凸部１５１の
側面１５２より大きい。本実施の形態では、側面１５６は、配光制御面ではなく、できる
だけ光が入射しないことが好ましい。図６に示す断面において、側面１５６を表す線分の
長さは、側面１５２を表す線分の長さよりも短い。つまり、当該断面において、側面１５
６は、側面１５２より小さい。
【００９５】
　側面１５７は、天井面９１に対する傾斜が側面１５６より大きい第４側面の一例である
。本実施の形態では、側面１５７は、側面１５７を通過する光が第１凹凸構造１３０で全
反射しやすくなる方向に屈折させる配光制御面である。
【００９６】
　側面１５７は、側面１５６に対して、斜めに交差している。このときの交差角は、例え
ば、３５°以上７５°以下である。なお、側面１５７の光軸Ｊに対する傾斜角は、例えば
０°以上２５°以下である。側面１５６の光軸Ｊに対する傾斜角は、例えば、３５°以上
５０以下である。これらの傾斜角及び交差角は、一例に過ぎず、例示した範囲に限定され
ない。
【００９７】
　図６に示すように、側面１５６と側面１５７とは交互に連続して接続されている。これ
により、複数の第３凸部１５５が並んで設けられている。なお、複数の第３凸部１５５の
先端及び基端（すなわち、側面１５６と側面１５７との接続部分）は、滑らかでもよく、
尖っていてもよい。
【００９８】
　［光路］
　続いて、照明器具１が出射する主要な光の進路（光路）について、図７～図９を用いて
説明する。
【００９９】
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　図７は、本実施の形態に係る照明器具１が出射する主要な光Ｌａ～Ｌｄの光路を示す断
面図である。具体的には、図７は、図３及び図６と同様に、光軸Ｊ及び対称軸（ＶＩ－Ｖ
Ｉ線）を含む断面を示している。
【０１００】
　図８は、本実施の形態に係る光学部材１００の光出射面側の第１プリズム１２０を通過
する主要な光の光路の要部を示す要部拡大図である。具体的には、図８は、図７の一点鎖
線で囲まれた領域ＶＩＩＩを拡大して示す断面図である。
【０１０１】
　図９は、本実施の形態に係る光学部材１００の光入射面側の第２プリズム１５０を通過
する主要な光の光路の要部を示す要部拡大図である。具体的には、図９は、図７の一点鎖
線で囲まれた領域ＩＸを拡大して示す断面図である。
【０１０２】
　光Ｌａは、図７及び図８に示すように、第２主面１０２に設けられた第２凹凸構造１４
０に入射する際に屈折され、さらに、第１主面１０１に設けられた第１プリズム１２０か
ら出射される際に屈折される。具体的には、光Ｌａは、第１プリズム１２０の第１凸部１
２１の側面１２２において壁面９３に向けて屈折される。
【０１０３】
　また、光Ｌａは、第２凹凸構造１４０を構成する複数の溝の凹面によって、ｙ軸方向（
横方向）に拡げられる。さらに、第１プリズム１２０を構成する複数の第１凸部１２１は
、ＶＩ－ＶＩ線（ｘ軸に平行）を対称軸として線対称であり、かつ、ｘ軸の負方向に凸で
あるため、側面１２２は、曲面となっている。このため、光Ｌａは、当該曲面で屈折され
る際に、ｙ軸方向（横方向）に更に拡げられる。したがって、光Ｌａは、より横方向に拡
がった光となって壁９３に向かって進行する。
【０１０４】
　光Ｌｂは、図７及び図９に示すように、第２主面１０２に設けられた第２プリズム１５
０の第２凸部１５１に入射する際に屈折され、さらに、第１主面１０１に設けられた第１
凹凸構造１３０から出射される際に屈折される。具体的には、光Ｌｂは、第２凸部１５１
の側面１５２において、鉛直下方に近づく方向に屈折される。これにより、枠体２０など
に光が遮られるのを抑制することができるので、照明器具１から出射される光の量を増や
すことができる。また、枠体２０によって遮られる光の量を少なくすることができるので
、照度むらの発生を更に抑制することができる。
【０１０５】
　また、第２プリズム１５０に含まれる複数の第２凸部１５１は、ＶＩ－ＶＩ線（ｘ軸に
平行）を対称軸として線対称であり、かつ、ｘ軸の負方向に凸であるため、側面１５２は
、曲面となっている。このため、光Ｌｂは、当該曲面で屈折される際に、ｙ軸方向（横方
向）に拡げられる。さらに、光Ｌｂは、第１凹凸構造１３０を構成する複数の溝の凹面に
よって、ｙ軸方向（横方向）に更に拡げられる。したがって、光Ｌｂは、より横方向に拡
がった光となって、枠体２０に遮られずに、壁面９３の下方に向かって進行する。
【０１０６】
　なお、第２凸部１５１が設けられていない場合、光Ｌｂは、枠体２０によって遮られ、
壁面９３に向かって出射されない。つまり、枠体２０による照度むら（照度が不均一）の
原因となる。本実施の形態によれば、枠体２０によって遮られる光の量を少なくすること
ができるので、照度むらの発生を抑制することができる。つまり、均斉度の高い壁面照射
が実現される。なお、均斉度は、例えば、照射範囲内における照度の最小値と最大値との
比、又は、最小値と平均値との比などで表される。
【０１０７】
　光Ｌｃは、図７及び図８に示すように、光学部材１００の縁部分に入射しており、その
まま出射され、枠体２０の内筒部２１によって反射されている。このため、光Ｌｃは、第
２主面１０２を通過せずに、光学部材１００の端面から入射され、第１プリズム１２０の
第１凸部１２１の側面１２３から出射される。
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【０１０８】
　このとき、側面１２３は、鉛直方向に対して平行又は１０°以下の交差角で交差してい
るので、光Ｌｃは、側面１２３に対して略垂直に入射されやすい。したがって、光Ｌｃは
、側面１２３においてほとんど屈折されずにそのまま出射される。これにより、図７に示
すように、光Ｌｃは、壁面９３に向かって、かつ、より天井面９１に近い方向に進行する
。したがって、本実施の形態に係る照明器具１によれば、天井面９１と壁面９３との接続
部分（隅）も照明することができる。
【０１０９】
　なお、本実施の形態では、第１領域１１１及び第２領域１１２間の光学部材１００の板
厚ｔ２が厚い。このため、光学部材１００の端面から入射される光量が多くなり、側面１
２３からの光の出射量が多くなる。
【０１１０】
　光Ｌｄは、図７及び図９に示すように、第２主面１０２に設けられた第２プリズム１５
０の第３凸部１５５に入射する際に屈折され、さらに、第１主面１０１に設けられた第１
凹凸構造１３０で全反射される。具体的には、光Ｌｄは、第３凸部１５５の側面１５７に
入射され、側面１５７で屈折されることにより、より水平方向に近い光になる。
【０１１１】
　このため、光Ｌｄは、第１主面１０１に対して浅く入射されるので、第１凹凸構造１３
０で全反射が起こりやすくなる。第１凹凸構造１３０で全反射された光は、光学部材１０
０内を全反射されながら進行する。光Ｌｄは、全反射を繰り返す際に減衰し、あるいは、
光源３０側へ戻るように進行する。
【０１１２】
　なお、第３凸部１５５が設けられていない場合、光Ｌｄは、枠体２０によって遮られ、
壁面９３に向かって出射されない。つまり、枠体２０による照明むら（照度が不均一）の
原因となる。
【０１１３】
　これに対して、本実施の形態によれば、枠体２０によって遮られる光の量を少なくする
ことができるので、照度むらの発生を更に抑制することができる。つまり、均斉度の高い
壁面照射が実現される。
【０１１４】
　［効果など］
　以上のように、本実施の形態に係る光学部材１００は、透光性を有する板状の光学部材
であって、互いに背向する第１主面１０１及び第２主面１０２と、第１主面１０１の第１
領域１１１に設けられた第１プリズム１２０とを備える。第１プリズム１２０は、第１主
面１０１を正面視した場合に、複数の第１基準線Ｌ１の各々に沿って延びる複数の第１凸
部１２１を有する。複数の第１基準線Ｌ１の各々は、第１主面１０１の中心とは異なる基
準点Ｐから、第１主面１０１に平行な所定方向に向かって凸であり、かつ、基準点Ｐを通
り、所定方向に延びる軸を対称軸として線対称である。
【０１１５】
　これにより、第１主面１０１に直交する面であって、対称軸を含む面内において所定方
向（ｘ軸の負方向）に近い方向へ出射させる光量を増やすことができる。このため、光学
部材１００を備える照明器具１を、第１主面１０１が壁面９３に対して斜めに向けて設置
した場合に、壁面９３へ照射される光の光量を増やすことができる。
【０１１６】
　さらに、第１プリズム１２０を構成する複数の第１凸部１２１が、その平面視形状がｘ
軸の負方向に向かって凸になるように設けられている。これにより、光学部材１００は、
ｘ軸の負方向への光の出射だけでなく、ｙ軸方向（すなわち、横方向）へも光を出射させ
ることができる。したがって、光学部材１００を備える照明器具１を、第１主面１０１が
壁面９３に対して斜めに向けて設置した場合に、壁面９３の横方向に拡がった範囲を照明
することができる。
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【０１１７】
　このように、本実施の形態に係る光学部材１００によれば、入射した光を所望の方向に
、かつ、広範囲に出射させることができる。
【０１１８】
　また、例えば、光学部材１００は、さらに、第１領域１１１とは反対側の第２主面１０
２の第２領域１１２に設けられた第２凹凸構造１４０を備える。
【０１１９】
　これにより、第２凹凸構造１４０が光を拡散させるので、より広範囲に光を出射させる
ことができる。
【０１２０】
　また、例えば、光学部材１００は、さらに、第１主面１０１の第１領域１１１とは異な
る第３領域１１３の反対側の、第２主面１０２の第４領域１１４に設けられた第２プリズ
ム１５０を備える。第２プリズム１５０は、第２主面１０２を正面視した場合に、複数の
第２基準線Ｌ２の各々に沿って延びる複数の第２凸部１５１を有する。複数の第２基準線
Ｌ２の各々は、第２基準点から所定方向に向かって凸であり、かつ、上記軸を対称軸とし
て線対称である。
【０１２１】
　これにより、第１プリズム１２０と同様に、壁面９３へ照射される光の光量を増やすこ
とができ、かつ、横方向に拡がった範囲を照明することができる。また、照明器具１の枠
体２０及び天井板９０などによって光が遮られるのを抑制することができるので、照度む
らの発生を抑制することができる。
【０１２２】
　また、例えば、第２プリズム１５０は、さらに、第２主面１０２を正面視した場合に、
複数の第３基準線Ｌ３の各々に沿って延びる複数の第３凸部１５５を有する。複数の第３
基準線Ｌ３の各々は、第３基準点から所定方向に向かって凸であり、かつ、上記軸を対称
軸として線対称である。第２主面１０２に直交し、上記軸を含む断面において、複数の第
２凸部１５１の形状は、互いに同じであり、複数の第３凸部１５５の形状は、互いに同じ
であり、複数の第２凸部１５１の形状と異なっている。
【０１２３】
　これにより、照明器具１の枠体２０及び天井板９０などによって遮られる光の量を更に
少なくすることができるので、照度むらの発生を更に抑制することができる。
【０１２４】
　また、例えば、光学部材１００は、さらに、第３領域１１３に設けられた第１凹凸構造
１３０を備える。
【０１２５】
　これにより、第１凹凸構造１３０が光を拡散させるので、より広範囲に光を出射させる
ことができる。
【０１２６】
　また、例えば、第１凹凸構造１３０又は第２凹凸構造１４０は、各々が所定方向に延び
る複数の溝である。
【０１２７】
　これにより、複数の溝の並び方向に相当する横方向へ光を効率良く拡散させることがで
きる。
【０１２８】
　また、例えば、第１主面１０１及び第２主面１０２の少なくとも一方の表面には、微小
凹凸が設けられている。
【０１２９】
　これにより、微小凹凸によって光を散乱させることができるので、眩しさを抑制しつつ
、照度むらを抑制することができる。
【０１３０】
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　また、例えば、微小凹凸は、第１主面１０１の第１領域１１１とは異なる領域（第２領
域１１２）のみに設けられている。
【０１３１】
　これにより、微小凹凸を設ける領域を第２領域１１２のみにすることで、微小凹凸によ
る光の散乱量を抑制することができる。したがって、光学部材１００から取り出される光
量の低下を抑制しつつ、照度むらを抑制することができる。
【０１３２】
　また、例えば、複数の第１基準線Ｌ１はそれぞれ、放物線、又は、基準点Ｐを中心とす
る同心円の各々の円弧である。
【０１３３】
　これにより、複数の第１凸部１２１の平面視形状が第１基準線Ｌ１に沿って滑らかに屈
曲されるので、所定方向へ出射される光だけでなく、当該所定方向に直交する方向（すな
わち、横方向）へも効率良く光を出射することができる。
【０１３４】
　また、例えば、基準点Ｐは、第１主面１０１の外周に位置している。
【０１３５】
　これにより、壁面９３へ向けた光の出射と、横方向への光の拡散とをバランス良く実現
することができる。
【０１３６】
　また、例えば、本実施の形態に係る照明器具１は、光源３０と、光源３０からの光を通
過させる光学部材１００とを備える。
【０１３７】
　これにより、照明器具１が光学部材１００を備えるので、第１主面１０１が壁面９３に
対して斜めに向けて設置した場合に、壁面９３へ照射される光の光量を増やしつつ、壁面
９３の広い範囲を照明することができる。
【０１３８】
　図１０は、従来の照明器具１ｘを複数配置した場合に壁面９３に形成される光の模様（
照射領域の形状）を示す図である。図１１は、本実施の形態に係る照明器具１を複数配置
した場合の壁面９３に形成される光の模様（照射領域の形状）を示す図である。なお、図
１０及び図１１では、複数の照明器具１ｘ又は１からの光が照射されていない領域にドッ
トの網掛けを付している。
【０１３９】
　図１０に示されるように、従来の照明器具１ｘでは、横方向への光の拡がりが十分では
ないため、照明器具１ｘの下方において三角形状の光の模様（いわゆるスカラップ）が形
成されている。
【０１４０】
　これに対して、本実施の形態に係る照明器具１によれば、光学部材１００によって横方
向へ光を十分に拡げることができるので、壁面９３を均等な照度で照明することができる
。このように、本実施の形態に係る照明器具１によれば、高い均斉度を実現することがで
きる。
【０１４１】
　なお、従来の照明器具１ｘを壁面９３から離して配置することで、光が横方向へ拡がっ
た状態で壁面９３を照射することも可能である。しかしながら、従来の照明器具１ｘでは
、壁面９３と天井面９１との接続部分（すなわち、天井の隅）に向けて照射される光が少
ない。したがって、壁面９３から離して照明器具１ｘを配置したとしても、壁面９３の上
方には大きなスカラップが形成されてしまう。
【０１４２】
　このため、スカラップの形成を抑えるためには、隣り合う照明器具１ｘ間の距離を短く
して照明器具１ｘを設置しなければならない。これにより、照明器具１ｘの台数が多くな
り、取付作業が煩雑になり、かつ、コストも増大する。
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【０１４３】
　これに対して、本実施の形態に係る照明器具１によれば、天井の隅に向けて光が出射さ
れるので、壁面９３の上方を広く照明することができる。これにより、スカラップの形成
を抑制しながら、少ない台数で壁面９３を照明することができる。
【０１４４】
　また、例えば、光学部材１００は、光源３０の光軸Ｊが第１主面１０１及び第２主面１
０２の各々の中心を通過するように配置されている。第２主面１０２は、光源３０側の面
である。
【０１４５】
　これにより、第１プリズム１２０が光源３０からの光の出射面側に設けられているので
、光を効率良く屈折させることができる。したがって、壁面９３への光量を増やしつつ、
壁面９３の広い範囲を照明することができる。
【０１４６】
　また、例えば、照明器具１は、天井面９１に設けられた取付孔９２から光学部材１００
の第１プリズム１２０の少なくとも一部が突出するように、取付孔９２に部分的に埋込配
設されている。光源３０の光軸Ｊは、天井面９１に対して斜めに交差している。
【０１４７】
　これにより、天井板９０によって光が遮られるのを抑制することができるので、壁面９
３へ照射される光の光量を増やすことができる。
【０１４８】
　また、例えば、複数の第１凸部１２１の各々は、天井面９１に対して直交する方向に対
して平行又は１０°以下の角度で交差する側面１２３を有する。
【０１４９】
　これにより、照明器具１の枠体２０などで反射されて、天井面９１に略平行に進行する
光を側面１２２から出射させることができるので、照明器具１から出射される光の量を増
やすことができる。また、天井面９１と壁面９３との接続部分、すなわち、天井の隅を照
明することができる。
【０１５０】
　また、例えば、光学部材１００は、光源３０の光軸Ｊが第１主面１０１及び第２主面１
０２の各々の中心を通過するように配置されている。第２主面１０２は、光源３０側の面
である。複数の第３凸部１５５は、複数の第２凸部１５１よりも第２主面１０２の外周側
に設けられている。複数の第２凸部１５１はそれぞれ、側面１５２と、天井面９１に対す
る傾斜が側面１５２より大きい側面１５３とを有する。複数の第３凸部１５５はそれぞれ
、天井面９１に対する傾斜が側面１５２より大きい側面１５６と、天井面９１に対する傾
斜が側面１５６より大きい側面１５７とを有する。
【０１５１】
　これにより、照明器具１の枠体２０及び天井板９０などによって遮られる光の量を更に
少なくすることができるので、照度むらの発生を更に抑制することができる。
【０１５２】
　（その他）
　以上、本発明に係る光学部材及び照明器具について、上記の実施の形態に基づいて説明
したが、本発明は、上記の実施の形態に限定されるものではない。
【０１５３】
　例えば、光学部材１００は、第１凹凸構造１３０、第２凹凸構造１４０及び第２プリズ
ム１５０の少なくとも１つを備えていなくてもよい。例えば、光学部材１００は、第１プ
リズム１２０のみを備えていてもよい。このとき、光源３０側の第２主面１０２は、平坦
面であってもよい。第１プリズム１２０は、第１主面１０１の全面に設けられていてもよ
い。また、第１主面１０１は、光源３０側の面であってもよい。つまり、第１プリズム１
２０が光源３０側に設けられてもよく、光源３０と反対側の主面が平坦面であってもよい
。
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【０１５４】
　また、例えば、光学部材１００は、第１プリズム１２０と第２凹凸構造１４０とを備え
、第２プリズム１５０及び第１凹凸構造１３０を備えていなくてもよい。具体的には、第
１主面１０１の第３領域１１３が平坦面でもよく、第２主面１０２の第４領域１１４が平
坦面でもよい。
【０１５５】
　また、例えば、第２プリズム１５０は、複数の第３凸部１５５を備えていなくてもよく
、複数の第２凸部１５１のみを備えていてもよい。このとき、複数の第２凸部１５１は、
第４領域１１４の全域に設けられていてもよい。あるいは、複数の第３凸部１５５の代わ
りに平坦面が設けられていてもよい。
【０１５６】
　また、例えば、複数の第１基準線Ｌ１は、同心円でなくてもよく、中心の異なる複数の
円弧に沿っていてもよい。あるいは、複数の第１基準線Ｌ１の少なくとも１つは、円弧で
あり、他の少なくとも１つは放物線であってもよい。また、複数の第１基準線Ｌ１は、楕
円弧であってもよい。複数の第２基準線Ｌ２及び複数の第３基準線Ｌ３についても同様で
ある。
【０１５７】
　また、例えば、複数の第１凸部１２１、複数の第２凸部１５１及び複数の第３凸部１５
５の各々の側面は、平面でなくてもよく、曲面であってもよい。
【０１５８】
　例えば、第１基準点の一例である基準点Ｐは、第１主面１０１の外周上ではなく、第１
主面１０１の外側に設けられていてもよい。基準点Ｐが第１主面１０１から離れる程、複
数の第１基準線Ｌ１がｙ軸に沿った直線に近づくことになる。このため、横方向への光の
拡がりよりも、壁方向への光の出射が支配的になる。また、基準点Ｐは、平面視において
、第１主面１０１内に位置していてもよい。
【０１５９】
　また、例えば、上記の実施の形態では、光源３０がＣＯＢ型のＬＥＤモジュールである
例を説明したが、これに限らない。例えば、光源３０は、ＬＥＤ３２として、ＳＭＤ（Ｓ
ｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型のＬＥＤを備えてもよい。あるいは、光源
３０は、ＬＥＤ３２の代わりに、有機ＥＬ（Ｅｌｅｃｔｒｏ　Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ
）素子又はレーザ素子などの他の固体発光素子を備えてもよい。
【０１６０】
　また、例えば、照明器具１は、ダウンライトなどの埋込型照明器具でなくてもよく、ス
ポットライトでもよい。
【０１６１】
　その他、各実施の形態に対して当業者が思いつく各種変形を施して得られる形態や、本
発明の趣旨を逸脱しない範囲で各実施の形態における構成要素及び機能を任意に組み合わ
せることで実現される形態も本発明に含まれる。
【符号の説明】
【０１６２】
１　照明器具
３０　光源
９１　天井面（設置面）
９２　取付孔（貫通孔）
１００　光学部材
１０１　第１主面
１０２　第２主面
１１１　第１領域
１１２　第２領域
１１３　第３領域
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１１４　第４領域
１２０　第１プリズム
１２１　第１凸部
１２２、１２３　側面
１３０　第１凹凸構造
１４０　第２凹凸構造
１５０　第２プリズム
１５１　第２凸部
１５２　側面（第１側面）
１５３　側面（第２側面）
１５５　第３凸部
１５６　側面（第３側面）
１５７　側面（第４側面）
Ｊ　光軸
Ｌ１　第１基準線
Ｌ２　第２基準線
Ｌ３　第３基準線
Ｐ　基準点（第１基準点）
Ｑ　基準点（第２基準点、第３基準点）
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