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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　器具本体と、前記器具本体の下面側に配置された照明用光源と、前記照明用光源を覆う
透光カバーと、前記器具本体の外周部に沿って間接光用光源収容部を介して配置された複
数の導光板と、前記導光板の端面から内部に光を導入するための前記間接光用光源収容部
に収容された間接光用光源と、光が導入される前記導光板の端面から離れるに従って前記
導光板上面に粗から密に配置された乱反射機構とを備え、前記導光板の形状が円弧状の場
合、前記導光板の屈折率をｎとしたとき、前記円弧状の導光板の外周側面への入光角度θ
がθ≧ｓｉｎ－１（１／ｎ）を満足するように、前記円弧状の導光板の外径寸法を設定し
たことを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記乱反射機構が、前記導光板の上面に平面的パターンとして形成されることを特徴と
する請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　前記乱反射機構が、前記導光板の上面に凹凸部として形成されることを特徴とする請求
項１記載の照明器具。
【請求項４】
　前記導光板の上面側に光反射板を備えたことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記
載の照明器具。
【請求項５】
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　前記光反射板が、前記導光板との間に空隙を介して配置されたことを特徴とする請求項
４記載の照明器具。
【請求項６】
　前記光反射板が、前記器具本体の少なくとも上面周辺部を覆い、かつ前記器具本体に固
定されたことを特徴とする請求項４または５記載の照明器具。
【請求項７】
　前記導光板１枚の長さが前記器具本体の外周部の１／３以下であることを特徴とする請
求項１～６のいずれかに記載の照明器具。
【請求項８】
　前記間接光用光源収容部に下方をスポット的に照らすスポット光用光源を備えたことを
特徴とする請求項１～７のいずれかに記載の照明器具。
【請求項９】
　前記間接光用光源がＬＥＤであることを特徴とする請求項１～８のいずれかに記載の照
明器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明器具に係り、特に照明用光源および間接光用光源を備えた照明器具に関す
るものである。
【背景技術】
【０００２】
　照明器具は照明を目的とするものであるから蛍光ランプ等の一般の照明用光源を備えて
いるが、最近、一般照明以外の目的のために別の光源を付け加えた照明器具が提案されて
いる。例えば、引用文献１には、主照明用のランプ以外に別の光源を用いて演出効果を高
めることが可能な照明器具が開示されている。この器具は、発光ユニットからの光が、ラ
ンプとは対向しない方向に出射し、かつ、光拡散部材によって拡散されるので、照明器具
の外周方向へ照射されるとともに、その一部は設置壁を照射するため、主照明とは異なる
演出効果が得られるというものである。発光体としては例えばＬＥＤが用いられる。この
場合、多数のＬＥＤがランプを取り囲み、ＬＥＤの光出射面が器具本体の外周側に向くよ
うに配置される。
【特許文献１】特開２００６－２３６７８２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　上記従来技術はランプを取り囲む多数のＬＥＤ等の光源を用いるものである。別法とし
て、器具本体の周りに導光板を配置し、その導光板に光を導入することにより導光板から
間接光を発生させることが考えられる。この方法によれば、上記従来技術よりも少数の光
源で演出効果あるいは装飾性を上げることが期待できるが、実際には導光板から十分に明
るい間接光を得ることは難しく、また間接光が得られたとしても均一性に欠けるという問
題があった。
　従って本発明の目的は、器具本体の外周部に沿って配置された導光板から十分に明るく
且つ均一性の良好な間接光を得ることができる照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　上記目的は、器具本体と、前記器具本体の下面側に配置された照明用光源と、前記照明
用光源を覆う透光カバーと、前記器具本体の外周部に沿って間接光用光源収容部を介して
配置された複数の導光板と、前記導光板の端面から内部に光を導入するための前記間接光
用光源収容部に収容された間接光用光源と、光が導入される前記導光板の端面から離れる
に従って前記導光板上面に粗から密に配置された乱反射機構とを備えた照明器具により達
成される。
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【０００５】
　ここで、前記乱反射機構は、前記導光板の上面に平面的パターンとして、または凹凸部
として形成することができる。また、前記導光板の上面側に光反射板を備えることができ
る。前記光反射板は、前記導光板との間に空隙を介して配置されることが望ましい。さら
に、前記光反射板は、前記器具本体の少なくとも上面周辺部を覆い、かつ前記器具本体に
固定されるように構成することができる。
【０００６】
　前記導光板１枚の長さは前記器具本体の外周部の１／３以下とすることが好ましい。前
記導光板の形状が円弧状の場合、前記導光板の屈折率をｎとしたとき、前記円弧状の導光
板の外周側面への入光角度θがθ≧ｓｉｎ－１（１／ｎ）を満足するように、前記円弧状
の導光板の外径寸法を設定することが好ましい。前記間接光用光源収容部に下方をスポッ
ト的に照らすスポット光用光源を備えることができる。前記間接光用光源はＬＥＤとする
ことができる。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、照明器具において器具本体の外周部に沿って配置された導光板から十
分に明るく且つ均一性の良好な間接光を得ることができる。これにより照明器具による演
出効果あるいは装飾性等を十分上げることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００８】
　図１は本発明に係る照明器具の一実施例を示す図で、（ａ）は斜視図、（ｂ）は下面図
、（ｃ）は分解斜視図である。図２は、図１の照明器具の断面図である。図３は、図２の
断面図の両端部拡大図である。
【０００９】
　本実施例は円形形状の照明器具で、図示のように、器具本体１０と、器具本体１０の下
面側に配置された照明用光源としての環状蛍光ランプ２０と、環状蛍光ランプ２０を覆う
透光カバー３０と、器具本体１０の外周部に沿って間接光用光源収容部６０を介して配置
された複数の円弧状の導光板４０と、間接光用光源収容部６０に収容され導光板４０の端
面から内部に光を導入する間接光用光源としてのＬＥＤ（発光ダイオード）７０と、光が
導入される導光板４０の端面から離れるに従って前記導光板４０上面に粗から密に配置さ
れた乱反射機構としてのドット５１とを備える。さらに、間接光用光源収容部６０の下部
には、図示のように、下方をスポット的に照らすスポット光用光源としてのＬＥＤ７５を
備えることができる。間接光用光源およびスポット光用光源はＬＥＤに限定されるもので
はなく、例えば豆電球やＥＬ光源等を用いることができる。
【００１０】
　ここで、器具本体１０は金属製かつ円板状であり、図外の点灯装置が付属する。器具本
体１０は図外の天井面に着脱自在に装着される。蛍光ランプ２０はランプホルダー２１で
着脱自在に保持される。透光カバー３０は透光性で合成樹脂による成形品であり逆皿状を
呈する。導光板４０は合成樹脂による成形品で透明で光沢仕上げである。導光板４０は、
その端部が間接光用光源収容部６０で保持される。導光板４０の１枚の長さは本例では照
明器具外周部の１／３以下とされる。導光板４０の上面側には光反射板５０を配置するこ
とができる。光反射板５０は白色とすることで容易に光反射性を得ることができる。光反
射板５０は、導光板４０との間に空隙を介して配置されることが望ましい。これについて
は後述する。光反射板５０は、合成樹脂による筐体状の成形品とすることができ、器具本
体１０の少なくとも上面周辺部を覆うものであり、器具本体１０にネジ止め等で固定され
る。反射板５０を筐体構造とすることにより、器具としての強度を確保し、器具組立てを
容易にし、部品点数を削減することができる。また、間接光用光源収容部６０は、合成樹
脂による成形品とすることができる。
【００１１】
　図４は、図１の導光板の一例を示す概念図である。導光板４０は、図示のように、その
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上面には、光が導入される端面から離れるに従って粗から密に配置された乱反射機構とし
てのドット５１を備える。ここで、粗から密とは、単位面積当たりの乱反射機構（例えば
ドット５１）の数を少数から徐々に多数にする場合のほか、乱反射機構の大きさを小から
徐々に大にする場合も含む。また、乱反射機構はドット５１に限定されず、導光板４０の
上面に形成された平面的パターンであればよく、例えば導光板４０の端面から離れるに従
って粗から密に形成された導光板長手方向に直角に引かれた複数のストライプでもよい。
ドットやストライプ等の乱反射機構は、例えばシルク印刷あるいはスクリーン印刷等の印
刷により形成することができる。また、乱反射機構は、導光板４０の上面に形成された凹
凸部とすることもできる。ここで凹凸部とは凹部および凸部の少なくとも一方を備えるも
のとする。また凹凸部はその形状が限定されるものではなく、例えばＶ字溝等の形状ある
いは、しぼ等であってもよい。さらに、本例の場合は、光を導光板の両端面から導入する
ものであるが、導光板のいずれか一方の端面から導入することもできる。この場合も、導
光板上面に配置される乱反射機構は、光が導入される端面から離れるに従って粗から密と
される。本例では、導光板４０は３つであるが、複数であればよく、２つでもよいし４つ
以上でもよい。導光板１枚の長さは器具本体１０の外周部の１／３以下とすることが好ま
しい。この場合、導光板４０の数は３つ以上となる。
【００１２】
　器具本体１０に付属する図外の点灯装置は、照明用光源としての環状蛍光ランプ２０、
間接光用光源としてのＬＥＤ７０、およびスポット光用光源としてのＬＥＤ７５の点灯お
よび消灯あるいは調光を行うことができ、操作用に例えばリモコン装置を用いることがで
きる。また、間接光用光源としてのＬＥＤ７０やスポット光用光源としてのＬＥＤ７５は
、赤、緑および青の各色発光のＬＥＤを備えることができ、各発光ＬＥＤの発光色の組み
合わせにより白色を含む多色カラー光を得ることができる。
【００１３】
　図５は本発明に係る照明器具の他の実施例を示す図で、（ａ）は斜視図、（ｂ）は下面
図、である。本実施例は矩形形状の照明器具で、図示のように、図外の直管または環状蛍
光ランプを覆う透光カバー３０と、器具本体の外周部に沿って間接光用光源収容部６０を
介して配置された４つの矩形状の導光板４０と、導光板４０の上面側に配置された光反射
板５０と、間接光用光源収容部６０に収容され導光板４０の端面から内部に光を導入する
図外の間接光用光源としてのＬＥＤとを備える。さらに、間接光用光源収容部６０の下部
には、図示のように、下方をスポット的に照らすスポット光用光源としてのＬＥＤ７５を
備えることができる。本例では、導光板４０が４つの場合を示す。また、間接光用光源収
容部６０は矩形形状の照明器具の四隅に配置されているが、これに限定されない。
【００１４】
　上記各実施例において、通常の照明に関する照明器具の動作作用は一般の蛍光ランプ２
０を用いる従来のものと変わらないので、以下、ＬＥＤ７０を用いる間接光およびＬＥＤ
７５を用いるスポット光について説明する。
【００１５】
　間接光を用いる場合は、一般の照明操作と同様にリモコン装置を用いてＬＥＤ７０を点
灯させる。ＬＥＤ７０の発光面は導光板４０の端面方向に配置されており、ＬＥＤ７０が
点灯すると導光板４０の端面から内部に光が導入される。導入された光は導光板４０の内
部を全反射しながら導光板長手方向に伝達される。このとき、乱反射機構であるドット５
１の密度は光が導入される導光板４０の端面から離れるに従って粗から密に形成されてい
るので、光が導入される導光板４０の端面に近いほどドット５１により散乱反射される光
の量は少なく、逆に光が導入される導光板４０の端面から遠いほどドット５１により散乱
反射される光の量は多くなる。このように、導光板４０の上面に配置するドット５１等の
乱反射機構の密度を調整することで導光板４０の下面から十分に明るく且つ均一性の良好
な間接光を得ることができる。さらに、導光板４０の上面側には光反射板５０が配置され
ているので、ドット５１に反射して導光板上面から漏れた光が光反射板５０で反射されて
導光板４０に戻されるので、光反射板５０がない場合よりも一層明るい間接光を得ること
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ができる。これらの点について以下さらに詳述する。
【００１６】
　図６は、一般の導光板の断面の一例を示す図である。図示のように、ＬＥＤ７０から出
射された光が透明で光沢仕上げの導光板４０の端面から導入されると、導光板４０と空気
間の屈折率差の結果、光は導光板長手方向の面で全反射を繰り返しながら内部を進む為、
導光板の上面ａや下面ｂから光は出射されない。したがって下方から導光板を見ても間接
光を見ることはできない。導光板が例えば乳白色等の拡散性を有する場合は導光板の上面
ａや下面ｂから散乱光が出射されるがその量は少なく、十分に明るい間接光を得ることは
できない。また、光が導入される導光板の端面から遠くなるほど伝達される光の量が少な
くなるので、均一性の良好な間接光を得ることはできない。
【００１７】
　図７は本発明で用いることができる導光板の断面の例を示す図で、（ａ）は導光板上面
に乱反射機構として光散乱性のドットを形成した例、（ｂ）は乱反射機構として凹凸部を
形成した例である。本例では、図７（ａ）に示すように、導光板４０の上面にドット５１
等の乱反射機構が配置されている。このドット５１は、光が導入される端面から離れるに
従って粗から密とされる。これはＬＥＤ７０から離れるほど光が減衰するのでドット５１
を少しずつ密にするものである。また、導光板４０の上面側には光反射板５０が設けられ
ている。この場合、ＬＥＤ７０から出射された光が透明で光沢仕上げの導光板４０の端面
から導入されると、導光板４０と空気間の屈折率差の結果、光は導光板長手方向の面で全
反射を繰り返しながら内部を進むが、ドット５１に反射した光は反射角度が変わって散乱
光となり、下面において臨界角を超えると、光は下方に出射される。これにより下方から
導光板を見ると十分に明るい間接光を見ることができる。また、ドット５１は、光が導入
される端面から離れるに従って粗から密とされているので、導光板内を伝達される光が減
少しても、密状態のドット５１による反射散乱光が増加し、均一性の良好な間接光が得ら
れる。乱反射機構としてドット５１に代えて、図７（ｂ）に示すように、導光板４０の上
面に形成された凹凸部５２を用いてもよい。凹凸部５２の役割は上述のドット５１と同様
に光の全反射を崩すものであり、凹凸部５２に反射した光は反射角度が変わり、下面にお
いて臨界角を超えると、光は下方に出射される。
【００１８】
　また、導光板４０の上面側には光反射板５０が配置されている。したがって、導光板４
０の上面においてドット５１に反射した散乱光が漏れた場合、この漏れた光が光反射板５
０で反射されて導光板４０に戻される。このため、光反射板５０を設けた場合は、それが
ない場合に比べて一層明るい間接光を得ることができる。光反射板５０は、図７に示すよ
うに、導光板４０との間に空隙ｃを介して配置されることが好ましい。導光板４０は、こ
の空隙ｃのわずかな空気層により光反射板５０の影響を受けない為、光をより導光板４０
の先まで伝達させることが出来る。
【００１９】
　図８は、矩形状の導光板の一例を示す平面図である。本例では、図示のように、矩形状
の導光板４０の端面から入射された光は、器具本体の周りに配置される導光板の外周側面
ｄおよび内周側面ｅで全反射が連続するので、外周側面ｄおよび内周側面ｅから光は漏れ
ないので問題ない。
【００２０】
　図９は、円弧状の導光板の一例を示す平面図である。本例では、図示のように、円弧状
の導光板４０の端面から入射された光は、器具本体の周りに配置される導光板の内周側面
ｅでは入光角度が大きいので全反射して外に漏れないが、外周側面ｄでは入光角度が小さ
くなる場合があるので光が外に漏れやすい。その為に外周側面ｄに図外の反射シート等を
設けることが望ましい。しかし、導光板４０の材料がアクリルの場合、外周側面ｄへの入
光角度θを４２．２°以上になるように外径寸法を設定することにより反射シート等の反
射機構を不要にすることが出来る。アクリルの屈折率を１．４９、空気の屈折を１．００
としたとき、臨界角θ０は、θ０＝ｓｉｎ－１（１／１．４９）＝４２．２°となること
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から、上記の入光角度４２．２°以上が導出される。したがって一般には、導光板４０の
材料の屈折率をｎとした場合、入光角度θがθ≧ｓｉｎ－１（１／ｎ）を満足するように
円弧状の導光板の外径寸法を設定することで反射機構を不要にすることができる。以上に
より導光板４０の表面に均一で明るい発光を得ることが出来る。
【００２１】
　次に、間接光用光源収容部６０の下部に設けたスポット光を用いる場合は、一般の照明
操作と同様にリモコン装置を用いてスポット光用光源としてのＬＥＤ７５を点灯させるこ
とができる。
【００２２】
　上述した照明用光源、間接光用光源およびスポット光用光源の点灯はそれぞれ単独に点
灯させることができ、また２つ以上を組み合わせて点灯させることもできる。また、間接
光用光源やスポット光用光源は、赤、緑および青の各色発光のＬＥＤを備えることができ
、各発光ＬＥＤの発光色の組み合わせにより白色を含む多色カラー光を得ることができる
。例えば、間接光用光源を構成するＬＥＤの発光を調整することで、導光板からの間接光
を４７７色に変化させることができる。この結果、演出効果あるいは装飾性に優れた間接
光を実現する照明器具を得ることができる。
【産業上の利用可能性】
【００２３】
　本発明は照明器具に係り、特に照明用光源および間接光用光源を備えた照明器具に関す
るものであり、産業上の利用可能性がある。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本発明に係る照明器具の一実施例を示す図で、（ａ）は斜視図、（ｂ）は下面図
、（ｃ）は分解斜視図である。
【図２】図１の照明器具の断面図である。
【図３】図２の断面図の両端部拡大図である。
【図４】図１の導光板の一例を示す概念図である。
【図５】本発明に係る照明器具の他の実施例を示す図で、（ａ）は斜視図、（ｂ）は下面
図、である。
【図６】一般の導光板の断面の一例を示す図である。
【図７】本発明で用いることができる導光板の断面の例を示す図で、（ａ）は導光板上面
に反射性のドットを形成した例、（ｂ）は凹凸部を形成した例である。
【図８】矩形状の導光板の一例を示す平面図である。
【図９】円弧状の導光板の一例を示す平面図である。
【符号の説明】
【００２５】
　１０　器具本体
　２０　照明用光源（蛍光ランプ）
　２１　ランプホルダー
　３０　透光カバー
　４０　導光板
　５０　光反射板
　５１　乱反射機構（ドット）
　５２　凹凸部
　６０　間接光用光源収容部
　７０　間接光用光源（ＬＥＤ）
　７５　スポット光用光源（ＬＥＤ）
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