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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光軸上の光が最大強度を有し、前記光軸となす角度が大きくなるに連れて光強度が漸減
する複数の指向性光源をその内側に収容するとともに、対応する前記指向性光源からの光
が向けられる複数の反射領域からなる凹反射面と、前記凹反射面で反射された光を出光す
る出光開口とを有する発光装置用のリフレクタにおいて、
　前記凹反射面には、円弧を前記凹反射面の径方向に平行移動させたときの軌跡で定まる
凸湾曲面を有する微小反射面体が多段多列に前記指向性光源に向けて凸設されており、
　前記凸湾曲面を規定する前記円弧の半径は、前記反射領域毎に、対応する前記指向性光
源の光軸上の光が照射される位置に近いほど小さく、前記位置から遠いほど大きく設定さ
れていることを特徴とする発光装置用のリフレクタ。
【請求項２】
　光軸上の光が最大強度を有し、前記光軸となす角度が大きくなるに連れて光強度が漸減
する複数の指向性光源をその内側に収容するとともに、対応する前記指向性光源からの光
が向けられる複数の反射領域からなる凹反射面と、前記凹反射面で反射された光を出光す
る出光開口とを有する発光装置用のリフレクタにおいて、
　前記凹反射面には、円弧を前記凹反射面の径方向に平行移動させたときの軌跡で定まる
凸湾曲面を有する微小反射面体が多段多列に前記指向性光源に向けて凸設されており、
　前記凸湾曲面を規定する前記円弧の半径は、前記反射領域毎に、前記凹反射面の周方向
において、対応する前記指向性光源の光軸上の光が照射される位置から遠いほど大きく設
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定されているとともに、前記凹反射面の径方向において同一に設定されていることを特徴
とする発光装置用のリフレクタ。
【請求項３】
　光軸上の光が最大強度を有し、前記光軸となす角度が大きくなるに連れて光強度が漸減
する複数の指向性光源をその内側に収容するとともに、対応する前記指向性光源からの光
が向けられる複数の反射領域からなる凹反射面と、前記凹反射面で反射された光を出光す
る出光開口とを有する発光装置用のリフレクタにおいて、
　前記凹反射面には、凸状球面を有する多数の微小反射面体が前記指向性光源に向けて凸
設されており、
　前記凸状球面の表面の曲率半径は、前記反射領域毎に、対応する前記指向性光源の光軸
上の光が照射される位置に近いほど小さく、前記位置から遠いほど大きく設定されている
ことを特徴とする発光装置用のリフレクタ。
【請求項４】
　光軸上の光が最大強度を有し、前記光軸となす角度が大きくなるに連れて光強度が漸減
する複数の指向性光源をその内側に収容するとともに、対応する前記指向性光源からの光
が向けられる複数の反射領域からなる凹反射面と、前記凹反射面で反射された光を出光す
る出光開口とを有する発光装置用のリフレクタにおいて、
　前記凹反射面には、凸状球面を有する多数の微小反射面体が前記指向性光源に向けて凸
設されており、
　前記凸状球面の表面の曲率半径は、前記反射領域毎に、前記凹反射面の周方向において
、対応する前記指向性光源の光軸上の光が照射される位置から遠いほど大きく設定されて
いるとともに、前記凹反射面の径方向において同一に設定されていることを特徴とする発
光装置用のリフレクタ。
【請求項５】
　請求項１～４のいずれかに記載のリフレクタと、
　前記リフレクタの対応する反射領域を照射する複数の前記指向性光源とを備えることを
特徴とする発光装置。
 

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の指向性光源から放射された光を反射して均一な照射面を形成するよう
な凹反射面を有する発光装置用のリフレクタ及びそれを用いた発光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般照明やプロジェクターに用いられる発光装置として、凹反射面を有するリフレクタ
と、放電灯とを組み合わせたものが広く用いられている。
【０００３】
　しかし、放電灯は、消費電力が大きく、かつ、放熱量も多いことから、これに替えて、
消費電力および放熱量が少なく、かつ、近年、１個当たりの発光量が増大してきている発
光ダイオード（以下、単に「ＬＥＤ」という。）を発光装置の光源として用いることが提
案されている。しかしながら発光量が増大したと言ってもなお１個当たりの発光量が放電
灯に比べて少なく、このＬＥＤの欠点を補うため、複数のＬＥＤを備えて多くの光量を出
光することのできる発光装置が開発されている（例えば、特許文献１）。
【０００４】
　特許文献１の発光装置１は、図１４に示すように、２つのＬＥＤ２と、凹反射面３を有
するリフレクタ４とで構成されており、この凹反射面３は、スペースを空けて並設された
２つの半割回転放物面５で構成され、各ＬＥＤ２は、それぞれ対応する半割回転放物面５
の焦点Ｆに配設されており、半割回転放物面５の中央にその光軸Ｌを向けて光を放射する
。
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【０００５】
　この発光装置１によれば、各ＬＥＤ２から放射された光は、対応する半割回転放物面５
で反射した後、平行光として発光装置１から出光され、２つのＬＥＤ２を同時点灯するこ
とで出光量を倍にすることができる。
【０００６】
　ところが、発光装置１によれば、上述のように出光量を増加させることができるものの
、照射対象面Ａには、各半割回転放物面５による平行光によって形成された、ＬＥＤ２の
数と同数の「明るい円部分Ｘ」が生じ、それらの大部分が重なり合うものの、その残部に
は「暗い部分Ｙ」が生じて照射対象面Ａの配光パターンにおける明暗の差が大きくなるこ
とから、照射対象面Ａを均一に照明することができないという問題があった。
【０００７】
　これは、ここで用いられるＬＥＤ２が図５に示すように、光軸Ｌ上（つまり、配光角＝
０度）の光が最大強度を有し、光軸Ｌとなす角度が大きい光ほど強度が小さくなるような
光を放射する指向性光源であり、図１４に示すように、半割回転放物面５で反射した光軸
Ｌ上の光Ｌ１が照射対象面Ａを照射する位置Ｘ１(光軸Ｌと半割回転放物面５の交点で反
射された光の照射位置)における光の強度が最も大きくなり、照射対象面Ａにおいて位置
Ｘ１から離れるほど照射される光の強度が小さくなるからである。
【０００８】
　ところで、照射対象面Ａを均一に照射することを目的として、内部空間へ向かって一定
の半径で湾曲された湾曲面を有する多数の微小反射面体をリフレクタの凹反射面に凸設す
る技術が特許文献２に記載されている。
【０００９】
　特許文献２のリフレクタは、例えばハロゲンランプのようなフィラメントを螺旋状に巻
いて棒状にした、換言すればある長さを持つ発光体を光源として中央に立設して装着した
もので、ハロゲンランプから全周に亘って放射状に一様な強度で放射された光が凹反射面
にて反射されるもので、この時、凹反射面に設けられた一定の半径で湾曲された多数の微
小反射面体でそれぞれある角度を以ってそれぞれ反射して拡散されるので、その結果、そ
れらが混ざり合って照射対象面Ａにおける光の強度の均斉度を上げることができるのであ
る。
【特許文献１】特開２００７－１０１７３２号公報
【特許文献２】特開２００６－７３５３２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　しかしながら、指向性光源であるＬＥＤを複数備える特許文献１の発光装置１に特許文
献２の技術を適用したとしても、照射対象面Ａにおける光の強度の均斉度を十分に向上さ
せることはできなかった。
【００１１】
　なぜならば、特許文献２のリフレクタにおける微小反射面体の湾曲半径は一定であり、
微小反射面体による光の拡散の度合いは凹反射面のいずれの位置においても常に同じであ
ることから、強度の強い光軸Ｌ上の光Ｌ１も強度の弱い光（例えば、光軸Ｌと９０度近い
角度をなす光）も同じ度合いで拡散されてしまい、照射対象面Ａに「明るい円部分Ｘ」と
「暗い部分Ｙ」とが生じることに変わりないからである。
【００１２】
　本発明は、このような従来技術の問題点に鑑みて開発されたものである。それゆえに本
発明の主たる課題は、複数の指向性光源から放射された光を反射させたとき、照射対象面
の配光パターンにおける明暗の差を十分に小さくして、照射対象面における光の強度の均
斉度を大幅に向上させることのできる発光装置用のリフレクタおよびそれを用いた発光装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【００１３】
　請求項１に記載した発明は図２(b)に示すように、「光軸Ｌ上の光が最大強度を有し、
前記光軸Ｌとなす角度が大きくなるにつれて光強度が漸減する複数の指向性光源２６ａ、
２６ｂ…をその内側に収容するとともに、対応する前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…から
の光が向けられる複数の反射領域Ｓ１、Ｓ２…からなる凹反射面２０と、前記凹反射面２
０で反射された光を出光する出光開口２２とを有する発光装置１０用のリフレクタ１２に
おいて、
　前記凹反射面２０には、円弧を前記凹反射面２０の径方向に平行移動させたときの軌跡
で定まる凸湾曲面２９ａを有する微小反射面体２９が多段多列に前記指向性光源２６ａ、
２６ｂ…に向けて凸設されており、
　前記凸湾曲面２９ａを規定する前記円弧の半径Ｒは、前記反射領域Ｓ１、Ｓ２…毎に、
対応する前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐに近いほど
小さく、前記位置Ｐから遠いほど大きく設定されていることを特徴とする発光装置１０用
のリフレクタ１２」である。
 
【００１４】
　微小反射面体２９に照射された光が当該微小反射面体２９の凸湾曲面２９ａで反射して
拡散するときの角度は、図６に示すように、（ａ）凸湾曲面２９ａを定める円弧の半径Ｒ
が大きいほど小さく、（ｂ）凸湾曲面２９ａを定める円弧の半径Ｒが小さいほど大きくな
る（図中、α＜β）。この関係は後述する凸状球面２９ｂの場合でも同様である。
【００１５】
　本発明に係るリフレクタ１２の凹反射面２０には、円弧を凹反射面２０の径方向に平行
移動させたときの軌跡で定まる凸湾曲面２９ａを有する微小反射面体２９が多段多列に凸
設されており、凸湾曲面２９ａの半径Ｒは、反射領域Ｓ１、Ｓ２…毎に、対応する指向性
光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐに近いほど小さく、当該位置Ｐ
から遠いほど大きく設定されている。
【００１６】
　このため、指向性光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌ上およびその近傍における強度の強い
光は、半径Ｒの小さい凸湾曲面２９ａを有する微小反射面体２９で反射されることによっ
て広範囲に拡散(拡散方向は主として円弧の径方向の平行移動軌跡に対して直角な方向)す
る一方で、光軸Ｌから離れた位置における強度の弱い光は、半径Ｒの大きい凸湾曲面２９
ａを有する微小反射面体２９で反射されるので広範囲に拡散することはない。
【００１７】
　この結果、指向性光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌおよびその近傍における強度の強い光
は、従来のリフレクタではほとんど光が届かなかった照射対象面Ａの「暗い部分Ｙ」や、
強度の弱い光しか届かなかった部分にも拡散して届くようになるとともに、光軸Ｌとなす
角度が大きい方向における強度の弱い光は、あまり広範囲に拡散することなく照射対象面
における従来のリフレクタと同様の位置を照射することになり、指向性光源２６ａ、２６
ｂ…からの光が照射対象面Ａ全体に対してほぼ均一に照射される。なお、複数の反射領域
Ｓ１、Ｓ２…は一様な連続した凹反射面２０に設けられてもよいが、図８、９に示すよう
な反射領域Ｓ１、Ｓ２…毎に分割された不連続凹反射面２０に設けても良い。この点は他
の請求項においても共通する。
【００１８】
　請求項２に記載した発明は、凸湾曲面２９ａの半径Ｒの設定が請求項１の発明とは異な
るものであり、「光軸Ｌ上の光が最大強度を有し、前記光軸Ｌとなす角度が大きくなるに
つれて光強度が漸減する複数の指向性光源２６ａ、２６ｂ…をその内側に収容するととも
に、対応する前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…からの光が向けられる複数の反射領域Ｓ１
、Ｓ２…からなる凹反射面２０と、前記凹反射面２０で反射された光を出光する出光開口
２２とを有する発光装置１０用のリフレクタ１２において、
　前記凹反射面２０には、円弧を前記凹反射面２０の径方向に平行移動させたときの軌跡
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で定まる凸湾曲面２９ａを有する微小反射面体２９が多段多列に前記指向性光源２６ａ、
２６ｂ…に向けて凸設されており、
　前記凸湾曲面２９ａを規定する前記円弧の半径Ｒは、前記反射領域Ｓ１、Ｓ２…毎に、
前記凹反射面２０の周方向において、対応する前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌ
上の光が照射される位置Ｐから遠いほど大きく設定されているとともに、前記凹反射面２
０の径方向において同一に設定されていることを特徴とする発光装置１０用のリフレクタ
１２」であり、その外観の拡大図は請求項１と殆ど同様である。
 
【００１９】
　この場合は径方向の同一列の凸湾曲面２９ａの半径Ｒが同一に設定されているため、前
記同一列においては前記位置Ｐから離れても拡散度が殆ど大きくならず、従って請求項１
に記載の発明より照射対象面Ａの明るさの均斉度は若干低下するものの実用上は差し支え
なく、リフレクタ設計がその分容易になる。
【００２０】
　請求項３に記載した発明は、図２(c)に示すように或は図示しないが微小反射面体２９
の外周が互いに直線で繋がり、その底面形状(凹反射面２０上の形状)が殆ど矩形に近いや
や台形或は六角形を呈するもので、微小反射面体２９が凸状球面２９ｂを有する場合であ
り、「光軸Ｌ上の光が最大強度を有し、前記光軸Ｌとなす角度が大きくなるにつれて光強
度が漸減する複数の指向性光源２６ａ、２６ｂ…をその内側に収容するとともに、対応す
る前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…からの光が向けられる複数の反射領域Ｓ１、Ｓ２…か
らなる凹反射面２０と、前記凹反射面２０で反射された光を出光する出光開口２２とを有
する発光装置１０用のリフレクタ１２において、
　前記凹反射面２０には、凸状球面２９ｂを有する多数の微小反射面体２９が前記指向性
光源２６ａ、２６ｂ…に向けて凸設されており、
　前記凸状球面２９ｂの表面の曲率半径は、前記反射領域Ｓ１、Ｓ２…毎に、対応する前
記指向性光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐに近いほど小さく、前
記位置Ｐから遠いほど大きく設定されていることを特徴とする発光装置１０用のリフレク
タ１２」である。
 
【００２１】
　この場合は請求項１、２に記載した発明と異なり、凸状球面２９ｂで反射された光の拡
散は周方向のみならず径方向を含めた全方向にわたるため、その拡散の度合いは大きくな
る。換言すれば、請求項１、２に記載した発明では、拡散方向は主として円弧の径方向の
平行移動軌跡に対して直角な方向であるところ、本発明ではこのような主方向の反射光は
減る事になるが、凸状球面２９ｂの表面の曲率半径が位置Ｐに近いほど小さく設定されて
いることで、照射対象面Ａの明るさの均斉度は若干低下するものの実用上は差し支えがな
い程度とすることが出来る。
 
【００２２】
　ここで凸状球面２９ｂの形状であるが、後述するように球体の一部を切り取ったもの(
図２(c)或は前述のように図示していないが、微小反射面体２９の外周が互いに直線で繋
がっているようなもの)のみならず、回転楕円体を長軸に沿って切り取ったもの(外形的に
は図２(c)に近い形状)、更にはこの切り取り体から回転楕円体の焦点間にて該長軸に対し
て直角に切り、該切れ目間の部分(外形的には図２(b)に近い形状で、回転楕円体由来の場
合は、いずれも長軸方向が径方向になるように配列される。)などが考えられる。これら
の点は請求項４に記載した発明も同様である。
【００２３】
　請求項４に記載した発明は、凸状球面２９ｂの表面の曲率半径の設定が請求項３の発明
とは異なるものであり、「光軸Ｌ上の光が最大強度を有し、前記光軸Ｌとなす角度が大き
くなるにつれて光強度が漸減する複数の指向性光源２６ａ、２６ｂ…をその内側に収容す
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るとともに、対応する前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…からの光が向けられる複数の反射
領域Ｓ１、Ｓ２…からなる凹反射面２０と、前記凹反射面２０で反射された光を出光する
出光開口２２とを有する発光装置１０用のリフレクタ１２において、
　前記凹反射面２０には、凸状球面２９ｂを有する多数の微小反射面体２９が前記指向性
光源２６ａ、２６ｂ…に向けて凸設されており、
　前記凸状球面２９ｂの表面の曲率半径は、前記反射領域Ｓ１、Ｓ２…毎に、前記凹反射
面２０の周方向において、対応する前記指向性光源２６ａ、２６ｂ…の光軸Ｌ上の光が照
射される位置Ｐから遠いほど大きく設定されているとともに、前記凹反射面２０の径方向
において同一に設定されていることを特徴とする発光装置１０用のリフレクタ１２」で、
請求項２と同様、光の拡散度が高くなるので、照射対象面Ａの均斉度は実用上差し支えな
いものの若干低下することになる。
 
【００２４】
　請求項５に記載した発明は、「請求項１～４のいずれかに記載のリフレクタ１２と、
　前記リフレクタ１２の対応する反射領域Ｓ１、Ｓ２…を照射する複数の前記指向性光源
２６ａ、２６ｂ…とを備えることを特徴とする発光装置１０」である。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明によれば、複数の指向性光源から放射された光を反射させたとき、照射対象面の
配光パターンにおける明暗の差を十分に小さくして、照射対象面における光の強度の均斉
度を大幅に或は実用上支障を生じない程度に向上させることのできる発光装置用のリフレ
クタおよびそれを用いた発光装置を提供することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明を図示実施例にしたがって説明する。本発明を適用した発光装置１０は、
一般照明やプロジェクター等に用いられるものであり、図１～図３に示すように、リフレ
クタ１２と、２つの指向性光源２６ａ、２６ｂとしてのＬＥＤ２６ａ、２６ｂが取り付け
られた光源ユニット１４と、光源ユニット１４を保持するホルダー１６と、給電ピン１８
と、必要に応じて取り付けられる前面ガラス（もちろん、アクリル板などであってもよい
。）１９とを備えている。
【００２７】
　リフレクタ１２は、凹反射面２０と、凹反射面２０で反射された光をリフレクタ１２か
ら出光する出光開口２２と、出光開口２２に対向する位置に設けられ、ホルダー１６に取
り付けられる略円筒状の中央取付筒部２４とを有しており、リフレクタ１２の中心を通り
、出光開口２２に直交する直線をリフレクタ１２の中心軸Ｃとする。材質は、ガラスある
いはアルミニウムなどが使用され、アルミニウムの場合は、反射面に金属蒸着がなされて
いる（あるいは、金属蒸着ではなく、アルマイト処理してもよい。）。また、ガラスの場
合にもアルミニウムなどの金属蒸着を用いることができ、一般的に、赤外線透過被膜の凹
反射面２０が傘状の本体部分１３の内表面に形成されている。とりわけ、発光装置１０で
は、後述するように、ＬＥＤ２６からの熱は光源保持部材２８によって効率的に放熱され
ることから、ガラスやアルミニウムなどに比べて熱に弱い「樹脂」も、リフレクタ１２の
材質として使用することができる。
【００２８】
　微小反射面体２９が形成される凹反射面２０は、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂからの光を照射
対象面Ａに向けて反射させる凹面（勿論、単なる凹面ではなく、回転放物面、回転楕円面
の一方の焦点を含む半体或は半球面であってもよい。本実施例では原理的には入射光を平
行光として反射させる回転放物面が高い均斉度を設定・実現し易い点で好ましい。）であ
り、２つのＬＥＤ２６ａ、２６ｂのそれぞれに対応する２つの反射領域Ｓ１、Ｓ２を有し
ている。なお、各反射領域Ｓ１、Ｓ２は、本実施例のように１つの凹反射面２０を概念的
に２つの反射領域Ｓ１、Ｓ２に分離してもよいし、後述するように、回転放物面の一部を
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切り取った部分回転放物面を複数組み合わせて外観上不連続な凹反射面２０を形成し、各
部分回転放物面を反射領域Ｓ１、Ｓ２…としてもよい(図８、９)。
【００２９】
　凹反射面２０の表面は、図２に示すように、出光開口２２からリフレクタ１２の底部を
見たときの例えば仮想中心Ｃｉを中心として周方向に多列に（本実施例では９度ずつ４０
等分　即ち、３６０度÷９度＝４０　[勿論、この数はこれに限定されるものではない。]
）分割され、さらに、仮想中心Ｃｉを同一中心として互いに半径が異なる同一中心円によ
って径方向に多段に(本実施例では１１に　[勿論、この数はこれに限定されるものではな
い。]) 分割されており、このように多列多段に分割された各区画の表面に微小反射面体
２９が形成されている（つまり、本実施例では、４０×１１＝４４０の微小反射面体２９
が形成されている。）。
【００３０】
　微小反射面体２９の第１実施例は図２(b)に示すように、所定の半径Ｒの円弧を凹反射
面２０の径方向に平行移動させたときの軌跡で定まる（例えば、所定の半径Ｒを有する円
柱をその仮想中心軸Ｌｉに沿って平行に切り取ったような）凸湾曲面２９ａを有しており
、凹反射面２０上の形状は殆ど矩形に近いやや台形を呈する。
【００３１】
　微小反射面体２９の配列方法の第１実施例は、この凸湾曲面２９ａを形成する半径Ｒが
反射領域Ｓ１、Ｓ２毎に、凹反射面２０の周方向において、対応するＬＥＤ２６ａ、２６
ｂの光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐから遠いほど大きく設定されているとともに、凹反
射面２０の径方向においては同一に設定され、配列方法の第２実施例は後述するように径
方向においても位置Ｐから遠いほど大きく設定されるようになっている。
【００３２】
　凸湾曲面２９ａの半径Ｒについて、図４を用いてさらに詳説すると、本実施例では各微
小反射面体２９における凸湾曲面２９ａの半径Ｒは、ＬＥＤ２６ａの光軸Ｌから、リフレ
クタ１２の仮想中心Ｃｉを中心として周方向に１８度までの微小反射面体２９（つまり、
光軸Ｌを対称にして左右２列ずつの微小反射面体２９）について２０ｍｍに設定されてお
り、これに続く１８度から３６度までの微小反射面体２９について２５ｍｍに設定されて
おり、これに続いて同様に３０ｍｍ、３５ｍｍ、および４０ｍｍに設定されている。また
、反対側のＬＥＤ２６ｂに対応する反射領域Ｓ２における微小反射面体２９についても同
様に設定されており、各微小反射面体２９における凸湾曲面２９ａの半径Ｒの関係は、仮
想中心Ｃｉを通る水平線で線対称になっている。
【００３３】
　勿論、微小反射面体２９の数、形状、あるいは各凸湾曲面２９ａの半径Ｒは、本実施例
のものに限定されるものではなく、微小反射面体２９の数については、凹反射面２０にお
ける周方向および／または径方向の分割数を変えることにより、所望の数に設定すること
ができる。
【００３４】
　微小反射面体２９の別な実施例(第２実施例)として、凸湾曲面２９ａの表面の曲率半径
を周方向のみならず凹反射面２０の径方向においても変化させ、反射領域Ｓ１、Ｓ２毎に
、対応する指向性光源２６ａ、２６ｂの光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐに近いほど小さ
く、当該位置Ｐから遠いほど大きく設定する場合もある。これにより、ＬＥＤ２６ａ、２
６ｂから放射される光に対し、凹反射面２０の周方向における指向性だけでなく、径方向
における指向性にも対応することができるようになる。その結果、径方向への反射光が若
干増えるため、周方向の反射光が減少するから照射対象面Ａの明るさの均斉度は若干低下
するものの実用上は差し支えがない程度とすることが出来る。
 
【００３５】
　また、微小反射面体２９の形状については、第１実施例のような形状に限られず、凸湾
曲面２９ａに代えて、凸状球面２９ｂ(第２実施例)を有する形状としてもよい。
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【００３６】
　ここで凸状球面２９ｂの形状であるが、球体の一部を切り取ったもの(図２(c)或は前述
のように図示していないが、微小反射面体２９の外周が互いに直線で繋がっているような
もの)のみならず、回転楕円体を長軸に沿って切り取ったもの(外形的には図２(c)に近い
形状)、更にはこの切り取り体から回転楕円体の焦点間にて該長軸に対して直角に切り、
該切れ目間の部分(外形的には図２(b)に近い形状で、回転楕円体由来の場合は、いずれも
長軸方向が径方向になるように配列される。)等、反射表面が滑らかで一様な曲線で形成
されているものが考えられる。
【００３７】
　この場合、凸状球面２９ｂの表面の曲率半径(凸状球面２９ｂが略半球状の場合は半径
Ｒ)は、反射領域Ｓ１、Ｓ２毎に、周方向及び径方向において対応する指向性光源２６ａ
、２６ｂの光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐに近いほど小さく、当該位置Ｐから遠いほど
大きくしてもよいし(配列方法の第１実施例)、凹反射面２０の周方向において位置Ｐから
遠いほど大きく、該凹反射面２０の径方向において同一に設置してもよい(配列方法の第
２実施例)。
 
【００３８】
　さらに、各凸湾曲面２９ａの表面の曲率半径を本実施例のように２列ずつではなく、光
軸Ｌから遠くなるほど１列ずつ当該曲率半径を大きくするように設定してもよいし、３列
ずつ（あるいはそれ以上ずつ）曲率半径を大きくしてもよい。また、同一の列において径
方向にその表面の曲率半径を変化させてもよい。
【００３９】
　光源ユニット１４は、光軸Ｌ上の光が最大強度を有し、当該光軸Ｌとなす角度が大きく
なるにつれて光強度が漸減する指向性光源としてのＬＥＤ２６ａ、２６ｂと、ＬＥＤ２６
ａ、２６ｂがその先端部側面に取り付けられている光源保持部材２８とで構成されており
、リフレクタ１２の内側にて中心軸Ｃに一致するように収容されている。もちろん、光源
ユニット１４には、ＬＥＤ以外の指向性光源も使用することができるが、本明細書ではＬ
ＥＤ２６ａ、２６ｂを例にして説明する。
【００４０】
　ＬＥＤ２６ａ、２６ｂは、所定の電流を流すことにより、例えば約９０度の光放射角θ
（光放射角θは、もちろんこれに限られない。）で光を放射する発光ダイオードであり、
２つのＬＥＤ２６ａ、２６ｂが凹反射面２０の対応する反射領域Ｓ１、Ｓ２に向けて相反
する方向に光を放射するようになっている。
【００４１】
　なお、ＬＥＤ２６の数は２つに限定されるものではなく、後述するように、３つあるい
はそれ以上の数のＬＥＤ２６を使用することができる。
【００４２】
　また、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂから放射される光の照射面は、対応する反射領域Ｓ１、Ｓ
２の範囲内にあることが望ましく、その場合は、ＬＥＤ２６からの光をほぼ全て照射対象
面Ａに向けて反射させることができ、グレア（ＬＥＤ２６からの光が照射対象面から大き
く外れて周囲の者に不所望な眩しさを与える光）の発生を極小化することができる。
【００４３】
　ＬＥＤ２６ａ、２６ｂから放射される光の照射面を対応する反射領域Ｓ１、Ｓ２の範囲
内にするには、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂの光放射角θと、対応する反射領域Ｓ１、Ｓ２の大
きさと、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂから当該反射領域Ｓ１、Ｓ２までの距離とが関係する。す
なわち、光放射角θが大きく、あるいは、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂから対応する反射領域Ｓ
１、Ｓ２までの距離が長いほど、反射領域Ｓ１、Ｓ２の大きさを大きくする必要がある。
逆に、光放射角θが小さく、あるいはＬＥＤ２６ａ、２６ｂから対応する反射領域Ｓ１、
Ｓ２までの距離が短いほど、反射領域Ｓ１、Ｓ２は小さくてもよくなる。
【００４４】
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　光源保持部材２８は（図１～３）、短冊状の例えばシリコン基板やプリント基板の接着
合板、銅板あるいはアルミニウム板などで形成されており、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂをリフ
レクタ１２の内側における所定の位置に保持するためのものである。本実施例では、アル
ミニウム板あるいは銅板をコアとし、その両面にガラスエポキシ基板を貼り付けることに
よって光源保持部材２８が形成されている。また、光源保持部材２８の自由端である一方
端部の表裏面には、一対のＬＥＤ２６ａ、２６ｂが、互いの裏面（光を放射する面に対す
る反対の面）を向かい合わせるようにして装着されている。
【００４５】
　また、光源保持部材２８の表裏面には、給電回路３０が形成されており、この給電回路
３０を通してＬＥＤ２６ａ、２６ｂに電力が供給されるようになっている（アルミニウム
板の場合は、例えば、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂとアルミニウム板との間を電気的に絶縁し、
導線などによってＬＥＤ２６ａ、２６ｂに電力を供給する。）。
【００４６】
　また、光源保持部材２８は、例えば、前述のようにシリコン基板やプリント基板、ある
いはアルミニウム板など熱伝導性の高い材質で形成されており、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂが
発光すると同時に発生する熱をＬＥＤ２６ａ、２６ｂからすばやく受け取ることができる
ようになっている。
【００４７】
　つまり、光源保持部材２８は、単にＬＥＤ２６ａ、２６ｂを保持するだけでなく、ＬＥ
Ｄ２６ａ、２６ｂへ給電するとともに、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂの放熱板としての役割をも
有している。また、光源保持部材２８の他方端部は、リフレクタ１２の中央取付筒部２４
に挿入された後、無機接着剤等によってリフレクタ１２に接着されている（取り付けの詳
細については後述する）。さらに、後述するように、給電回路３０への給電は、給電ピン
１８からリード線４０を介して行われる。
【００４８】
　ホルダー１６は、セラミックなどの耐熱性材料によって形成された略円筒状の部材であ
り、図３に示すように、ホルダー１６には、その一方端面にリフレクタ１２の中央取付筒
部２４が嵌め込まれるリフレクタ取付溝３２が設けられている。また、ホルダー１６の他
方端面には、給電ピン１８が嵌め込まれる給電ピン取付孔３６と、リード線４０（後述）
を挿通させるリード線挿通孔３８とが設けられている。また、リフレクタ取付溝３２とリ
ード線挿通孔３８とを互いに連通する連通孔３４が設けられており、光源保持部材２８の
表裏面に設けられた給電回路３０にリード線４０を接続できるようになっている。さらに
、リフレクタ１２および給電ピン１８は、それぞれホルダー１６に嵌め込まれた後、無機
接着剤等によってホルダー１６に接着されている。なお、無機接着剤としては、アルミナ
－シリカ（Ａｌ2Ｏ3－ＳｉＯ2）系、アルミナ（Ａｌ2Ｏ3）系あるいは炭化ケイ素（Ｓｉ
Ｃ）系の無機接着剤を用いることができる。また、発光時におけるＬＥＤ２６の温度が比
較的低温である場合、接着剤としてエポキシ樹脂を用いてもよい。
【００４９】
　給電ピン１８は、外部から電力を受け入れるための電極部材であり、その端部にはそれ
ぞれリード線４０の一方端が電気的に接続されており、リード線４０の他方端は、ホルダ
ー１６のリード線挿通孔３８および連通孔３４を通って、光源保持部材２８に設けられた
給電回路３０に電気的に接続されている。
【００５０】
　この発光装置１０は一例を示せば以下の手順で製造される。ＬＥＤ２６ａ、２６ｂを光
源保持部材２８に接着した後で給電回路３０との電気的接続を行うことによって実装した
光源ユニット１４をリフレクタ１２の中央取付筒部２４に挿入し、所定の位置で無機系接
着剤等によって固定する。また、他方端面に給電ピン１８を取り付けたホルダー１６を用
意する。そして、給電ピン１８と光源保持部材２８との間にリード線４０を電気的に接続
した後、ホルダー１６を当該中央取付筒部２４に固定する。
【００５１】
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　このようにして製造した発光装置１０の給電ピン１８に通電すると、リード線４０およ
び光源保持部材２８に形成された給電回路３０を介してＬＥＤ２６ａ、２６ｂに通電され
、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂが光を放射する。ＬＥＤ２６ａ、２６ｂから放射された光は、そ
れぞれ対応する凹反射面２０の反射領域Ｓ１、Ｓ２で反射され、出光開口２２を通って発
光装置１０から出光される。
【００５２】
　一般にＬＥＤ２６ａ、２６ｂは、図５に示すように、光軸Ｌ上（つまり、配光角＝０度
）の光が最大強度を有し、光軸Ｌとなす角度が大きい光ほど強度が小さくなるような光を
放射する指向性光源である。
【００５３】
　また、微小反射面体２９に照射された光が当該微小反射面体２９の凸湾曲面２９ａで反
射して拡散するときの角度は、図６に示すように、（ａ）凸湾曲面２９ａを定める円弧の
半径Ｒが大きいほど小さく、（ｂ）凸湾曲面２９ａを定める円弧の半径Ｒが小さいほど大
きくなる（図中、α＜β）。もちろん、凸湾曲面２９ａに代えて凸状球面２９ｂの場合で
も同じことがいえる。
【００５４】
　本実施例に係るリフレクタ１２の凹反射面２０には、円弧を凹反射面２０の径方向に平
行移動させたときの軌跡で定まる凸湾曲面２９ａを有する微小反射面体２９が多段多列に
凸設されており、凸湾曲面２９ａの半径Ｒは、反射領域Ｓ１、Ｓ２毎に、凹反射面２０の
周方向において対応する指向性光源２６ａ、２６ｂの光軸Ｌ上の光が照射される位置Ｐか
ら遠いほど大きく設定されているとともに、凹反射面２０の径方向において同一に設定さ
れている。
【００５５】
　このため、図７に示すように、図２(b)の実施例にあってはＬＥＤ２６ａ、２６ｂの光
軸Ｌ上およびその近傍における強度の強い光は、半径Ｒの小さい凸湾曲面２９ａを有する
微小反射面体２９で主として周方向に反射されることによって広範囲に拡散する一方で、
光軸Ｌから離れた位置における強度の弱い光は、半径Ｒの大きい凸湾曲面２９ａを有する
微小反射面体２９で反射されるので主として周方向には拡散されるものの広範囲に拡散す
ることはない。
【００５６】
　この結果、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂの光軸Ｌおよびその近傍における強度の強い光は、従
来のリフレクタではほとんど光が届かなかった照射対象面Ａの「暗い部分Ｙ」や、強度の
弱い光しか届かなかった部分にも拡散して届くようになるとともに、光軸Ｌとなす角度が
大きい方向における強度の弱い光は、あまり広範囲に拡散することなく照射対象面におけ
る従来のリフレクタと同様の位置を照射することになり、この結果、ＬＥＤ２６ａ、２６
ｂからの光が照射対象面Ａ全体に対してほぼ均一に照射される。
【００５７】
　したがって、該実施例によれば、複数のＬＥＤ２６ａ、２６ｂから放射された光を反射
させたとき、照射対象面Ａの配光パターンにおける明暗の差を十分に小さくして、照射対
象面Ａにおける光の強度の均斉度を大幅に向上させることのできる発光装置１０用のリフ
レクタ１２およびそれを用いた発光装置１０を提供することができる。
【００５８】
　なお、上述した実施例では、１つの凹反射面２０を概念的に２つの反射領域Ｓ１、Ｓ２
に分離して用いているが、例えば、図８および図９に示すように、凹反射面２０を複数の
部分回転放物面を組み合わせて外観上不連続に形成し、各部分回転放物面を反射領域Ｓ１
、Ｓ２…としてもよい(第３、４実施例)。
【００５９】
　凹反射面２０を２つの部分回転放物面を反射領域Ｓ１、Ｓ２として組み合わせて形成す
る図８の例について説明すると、各反射領域Ｓ１、Ｓ２はリフレクタ１２の本体部分１３
の径方向外側に若干ずらされて形成されている。また、反射領域Ｓ１、Ｓ２のそれぞれに
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は、回転放物面の一部が切り取られた部分回転放物面２０ａ、２０ｂが形成されており、
各ＬＥＤ２６ａ、２６ｂは、部分回転放物面２０ａ、２０ｂの焦点Ｆａ、Ｆｂに位置する
ように設定されている。図の実施例では、反射領域Ｓ１、Ｓ２は互いに大きさの等しい一
対のものであり、部分回転放物面２０ａ、２０ｂがそれぞれの反射領域Ｓ１、Ｓ２全体を
構成している。つまり、凹反射面２０は、互いに大きさの等しい一対の部分回転放物面２
０ａ、２０ｂを向かい合わせることによって構成されており、その境界は不連続になって
いる。もちろん、発光装置１０の用途や要求される照射面の形状に応じて反射領域Ｓ１、
Ｓ２の大きさは互いに異なるものであってもよいし、部分回転放物面２０ａ、２０ｂは各
反射領域Ｓ１、Ｓ２の中央部分における主たる反射面に形成されていてもよい。また、各
反射領域Ｓ１、Ｓ２の境界は、前述のように不連続にならないように滑らかな曲面あるい
は平面で繋ぐようにしてもよい。
【００６０】
　また、図９には、凹反射面２０を３分割した例について示す。この場合、発光装置１０
は３つのＬＥＤ２６ｃ、２６ｄ、２６ｅを有しており、これらＬＥＤ２６ｃ、２６ｄ、２
６ｅは、部分回転放物面２０ｃ、２０ｄ、２０ｅ（＝反射領域Ｓ１、Ｓ２、Ｓ３）の焦点
Ｆｃ、Ｆｄ、Ｆｅに位置するように設定されている。もちろん、３つのＬＥＤ２６ｃ、２
６ｄ、２６ｅがそれぞれ部分回転放物面２０ｃ、２０ｄ、２０ｅに向けて光を放射するこ
とはいうまでもない。
【００６１】
　また、凹反射面２０を複数の部分回転放物面を組み合わせて形成する場合、上述のよう
に、ＬＥＤ２６ａ、２６ｂ…を部分回転放物面２０ａ、２０ｂ…の焦点Ｆａ、Ｆｂ…に設
定せず、焦点Ｆａ、Ｆｂ…がＬＥＤ２６ａ、２６ｂの光軸Ｌ上に位置するように設定して
もよい。
【００６２】
　さらに、上述の実施例では、光源保持部材２８をリフレクタ１２の中央取付筒部２４に
無機系接着剤等で接着固定するようにしていたが、光源保持部材２８の固定方法はこれに
限られるものではなく、例えば、図１０、１１に示すように、光源保持部材２８を略円盤
状の鍔部材８０の中央部に取り付け、この鍔部材８０をリフレクタ１２における凹反射面
２０の底部に設けられた光源保持部材固定部８２に嵌め込み、鍔部材８０と光源保持部材
固定部８２とを接着剤８３で固定することにより、光源保持部材２８をリフレクタ１２に
固定してもよい。なお、図１０、１１では、上記光源保持部材２８の固定方法を凹反射面
２０を２つの反射領域Ｓ１、Ｓ２に分けた場合について適用した例を示しているが、凹反
射面２０を分割しない場合や３つ以上に分割する場合にも同固定方法が適用できることは
いうまでもない。
【００６３】
　鍔部材８０は、図１２、１３に示すように、その中央部に光源保持部材２８の下端部が
嵌挿される平面視長方形状の光源保持部材嵌挿孔８４を有しており、この光源保持部材嵌
挿孔８４の互いに対向する短辺には、一対の舌片８６が斜め下向きに形成されている。ま
た、鍔部材８０の周縁には、光源保持部材固定部８２に設けられた位置決め用凸部９６（
後述）を受け入れる位置決め用凹所８８が形成されている。
【００６４】
　本実施例の光源保持部材２８は、幅狭の下端部２８ａと幅広の上端部２８ｂとで構成さ
れ、下端部２８ａが鍔部材８０の光源保持部材嵌挿孔８４に嵌挿される。また、下端部２
８ａと上端部２８ｂとの間には、段部２８ｃが形成されており、下端部２８ａの両側面に
は、鍔部材８０が光源保持部材２８の段部２８ｃに当接するまで、光源保持部材２８の下
端部２８ａを光源保持部材嵌挿孔８４に嵌挿したとき、鍔部材８０の舌片８６と協働して
鍔部材８０を光源保持部材２８に固定する鍔部材固定用凸片９０が形成されている。
【００６５】
　光源保持部材固定部８２は（図１０）、鍔部材嵌込部９２と縮径部９４とで構成されて
いる。鍔部材嵌込部９２は、リフレクタ１２の内側空間と中央取付筒部２４の内側空間と
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の間においてリフレクタ１２の内側空間側に開口し、かつ、中央取付筒部２４に向かうに
つれて縮径し、鍔部材８０が嵌め込まれる円錐台状の鍔部材嵌込空間９１を形成する部分
である。また、縮径部９４は、鍔部材嵌込部９２の中央取付筒部側端に連接し（連接部９
５）、中央取付筒部２４に向かうにつれて鍔部材嵌込空間９１よりも大きく縮径する円錐
台状の縮径空間９３を形成する部分である。また、光源保持部材固定部８２の鍔部材嵌込
部９２には、鍔部材８０の位置決め用凹所８８に受け入れられる位置決め用凸部９６が形
成されている。
【００６６】
　また、鍔部材８０の径は、鍔部材嵌込部９２に嵌め込まれた鍔部材８０の下面周縁が鍔
部材嵌込部９２と縮径部９４とが連接する連接部９５に当接するように設定されている。
【００６７】
　本実施例によれば、光源保持部材２８に鍔部材８０を取り付け、鍔部材８０の位置決め
用凹所８８を光源保持部材固定部８２の位置決め用凸部９６に合わせつつ、鍔部材８０を
その下面周縁が連接部９５に当接するまで鍔部材嵌込部９２に嵌め込むことにより、リフ
レクタ１２の内部空間における鍔部材８０の位置が一義的に決まり、リフレクタ１２の内
部空間における光源保持部材２８に取り付けられたＬＥＤ２６ａ、２６ｂの位置も一義的
に決まる。
【００６８】
　したがって、あらかじめＬＥＤ２６ａ、２６ｂから鍔部材８０の下面までの距離や位置
決め用凹所８８の位置を適切に設定しておくことにより、位置決め用凹所８８を位置決め
用凸部９６に合わせつつ、鍔部材８０を鍔部材嵌込部９２に嵌め込むだけで、ＬＥＤ２６
ａ、２６ｂを容易かつ正確に凹反射面２０における所定の位置（例えば、部分回転放物面
２０ａ、２０ｂの焦点Ｆａ、Ｆｂ）に位置決めすることができる。
【００６９】
　また、光源保持部材固定部８２は、上述したように、鍔部材嵌込部９２よりも中央取付
筒部２４側に円錐台状の縮径空間９３を形成する縮径部９４を有していることから、鍔部
材８０を鍔部材嵌込部９２に嵌め込んだ状態において、鍔部材８０の下面と縮径部９４の
表面との間には、縮径空間９３が常に確保されている。このため、接着剤８３がこの縮径
空間９３に入り込んで、鍔部材８０の下面と縮径部９４の表面との間に挟み込まれた状態
となり、光源保持部材固定部８２と鍔部材８０とを確実に固定することができる。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】本件発明にかかるリフレクタを示す斜視図である。
【図２】本件発明にかかるリフレクタおよび微小反射面体の形状を示す図である。
【図３】本件発明にかかる発光装置を示す断面図である。
【図４】微小反射面体における湾曲面の半径に関する説明図である。
【図５】一般的なＬＥＤから放射される光の配光パターンを示す図である。
【図６】半径が大きな湾曲面（ａ）と、半径が小さな湾曲面（ｂ）とによる、光の拡散角
度の違いを示す説明図である。
【図７】本件発明に係る発光装置を発光させたときの状態を示す説明図である。
【図８】本件発明に係るリフレクタの変形例（凹反射面が２分割された場合）を示す図で
ある。
【図９】本件発明に係るリフレクタの変形例（凹反射面が３分割された場合）を示す図で
ある。
【図１０】ＬＥＤ保持部材の固定方法に関する他の実施例を示す断面図である。
【図１１】ＬＥＤ保持部材の固定方法に関する他の実施例を示す図である。
【図１２】ＬＥＤ保持部材および鍔部材を示す分解斜視図である。
【図１３】図１２におけるＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ矢視による断面図である。
【図１４】従来技術を示す図である。
【符号の説明】
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【００７１】
　１０…発光装置
　１２…リフレクタ
　１４…光源ユニット
　１６…ホルダー
　１８…給電ピン
　１９…前面ガラス
　２０…凹反射面
　２２…出光開口
　２４…中央取付筒部
　２６…指向性光源（ＬＥＤ）
　２８…光源保持部材
　２９…微小反射面体
　３０…給電回路
　３２…リフレクタ取付溝
　３４…連通孔
　３６…給電ピン取付孔
　３８…リード線挿通孔
　４０…リード線
　８０…鍔部材
　８２…光源保持部材固定部
　８３…接着剤
　８４…光源保持部材嵌挿孔
　８６…舌片
　８８…位置決め用凹所
　９０…鍔部材固定用凸片
　９１…鍔部材嵌込空間
　９２…鍔部材嵌込部
　９３…縮径空間
　９４…縮径部
　９５…連接部
　９６…位置決め用凸部
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