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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　指向性の強い点光源の光を面照明へと変換する面照明光源装置と、前記面照明光源装置
を保持する照明器具本体とを備えた面照明器具において、
　前記面照明光源装置は、前記面照明光源装置が前記照明器具本体に取り付けられ、前記
点光源が設置される平板部と前記平板部から立設された外側側板部及び内側側板部とを有
し前記平板部に対向する面は開口しているケーシングと、前記平板部に配設された複数個
の前記点光源と、前記開口を塞ぐ光導通反射板とで構成されており、
　前記ケーシングおよび前記光導通反射板は、光反射率が９５～９８％、光透過率が２～
５％である部材で形成され、
　前記点光源は前記点光源の光軸が前記光導通反射板と垂直となるよう設置され、
　前記外側側板部の高さは前記内側側板部の高さよりも低く形成され、
　前記光導通反射板は、前記点光源の各々に対応する領域に分けられ、前記各領域はそれ
ぞれ対応する前記点光源からの距離が遠くなるに従って光反射率が低くなり、かつ、光透
過率が高くなるよう形成されていることを特徴とする面照明器具。
【請求項２】
　前記面照明光源装置の前記ケーシングおよび前記光導通反射板は、環状に形成されてい
ることを特徴とする請求項１に記載の面照明器具。
【請求項３】
前記ケーシングおよび前記光導通反射板は、円板状に形成されていることを特徴とする請
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求項１に記載の面照明器具。
【請求項４】
　前記ケーシングは、前記点光源を区画する前記平板部から垂直に立設された仕切り板を
備え、前記仕切り板によって前記ケーシング内は小室に仕切られていることを特徴とする
請求項１～３のいずれか１に記載の面照明器具。
【請求項５】
　前記各小室の大きさ、形状は同一に形成されたことを特徴とする請求項４に記載の面照
明器具。
【請求項６】
　前記ケーシングおよび前記光導通反射板の表面には、難燃性光透過材が塗布されている
ことを特徴とする請求項１に記載の面照明器具。
【請求項７】
　前記面照明光源装置が複数個同心状に配置されたことを特徴とする請求項２に記載の面
照明器具。
【請求項８】
　前記照明器具本体に配置された前記面照明光源装置の前記ケーシングの中心開口部に、
点光源用の点灯装置が取り付けられていることを特徴とする請求項２又は７のいずれかに
記載の面照明器具。
【請求項９】
　前記ケーシング及び前記光導通反射板は超微細発泡光反射部材で形成されていることを
特徴とする請求項１に記載の面照明器具。
【請求項１０】
　前記面照明光源装置は、前記ケーシング及び前記光導通反射板が環状に形成されたもの
と円盤状に形成されたものとの両者を備えていることを特徴とする請求項１に記載の面照
明器具。
【請求項１１】
　前記側板部から垂直に所定の高さ立設された光遮蔽板を有していることを特徴とする請
求項１に記載の面照明器具。
【請求項１２】
　前記光遮蔽板と前記側板部との間には所定幅の隙間が設けられていることを特徴とする
請求項１１に記載の面照明器具。
【請求項１３】
　請求項１～１２の何れかに記載の面照明器具と、前記面照明器具の前面に配置された拡
散板と、を備えることを特徴とする面照明装置。
【請求項１４】
　前記面照明器具の背面に配置されたカバーを備えることを特徴とする請求項１３に記載
の面照明装置。
【請求項１５】
　前記拡散板の前面に配置されたパネルを備えることを特徴とする請求項１３又は１４に
記載の面照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、指向性の強い点光源を用いた面照明器具及びその器具を用いた面照明装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、各種表示装置や照明等の光源として、電力消費量や発熱が少なく寿命が長いこと
から、白熱電球や蛍光管に代えて、発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオードのよ
うな点光源が用いられるようになってきている。
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【０００３】
　点光源を用いた照明には様々なものがある。例えば建物の天井や壁に取り付けて室内の
照明等に用いられている方形状や円形状の照明、屋外灯等に用いられている豆電球型の照
明、蛍光灯と同様な線形状の照明などである。近年は、従来の白熱電球や蛍光灯に代えて
使用できるように、白熱電球型や直線型蛍光灯、さらに環状型蛍光灯の形状としたＬＥＤ
照明装置が開発されている。
【０００４】
　点光源から出た光を所定面で均一にする面照明装置には、照明面の背後に光源が相対し
て配置されたいわゆるバックライト型のもの、照明面と光源が直交しているいわゆるエッ
ジライト型のものがある。エッジライト型面照明装置は一般的に導光板を使用しており、
薄型化が可能であるが、照明面全体に導光板を設ける必要があるため重量が重くなり、製
造コストも高くなる。一方、バックライト型面照明装置には導光板が必要のないものもあ
り、その場合は軽量化が可能であるので、軽量化が必要な箇所にはバックライト型面照明
装置が使用されている。しかしながら、ＬＥＤやレーザーダイオードは指向性の強い点光
源であるため、光軸方向に強い光、いわゆるグレア（ｇｌａｒｅ、眩輝）が発生してしま
う。このため、照明装置として広い面で均一な光量分布を得るためには、種々の工夫が必
要とされている。
【０００５】
　例えば、点光源を使用する蛍光灯形状のＬＥＤ照明装置として、下記特許文献１（特開
２００８－７７８９９号公報）には、直線状もしくは環状の一面が開口した断面コ字状の
外郭ケース内に反射板を設け、反射板の底部にＬＥＤを取り付け、外郭ケースの開口部付
近に光を拡散する拡散シートを設けたＬＥＤランプの技術が開示されている。
【０００６】
　図１９は下記特許文献１に記載されているＬＥＤランプの断面図である。ＬＥＤランプ
１０１は、断面コ字状の細長い外郭ケース１０２の開口部側に、開口部に向けて光が出る
ように反射板１０３が配置され、反射板１０３内にはＬＥＤ１０５ａを基板１０５ｂに取
り付けたＬＥＤモジュール１０５が複数個線状に設置されている。ＬＥＤモジュール１０
５の周囲には開口部方向に効率よく光を反射させるように設計された樹脂または金属製の
リフレクター１０５ｃが設けられる。外郭ケース１０２の開口部に光を拡散する拡散シー
ト１０４を取り付けＬＥＤの光を線状や全方向性の光源に変換する。この発明によれば、
使用するＬＥＤの数の少ない、直線状や環状の蛍光灯の代替品として使用できるＬＥＤラ
ンプを提供することができる。
【０００７】
　また、下記特許文献２（特開２００５－２５１６６０号公報）には、図２０に示したよ
うに、発光体２１０を配置する空間部２１１を有する外形が環状の金属基体２０９と、Ｌ
ＥＤ２１９を有し、金属基体２０９に接触して前記空間部２１１に配設される発光体２１
０とを具備してなる環状光源２０２～２０４と、前記環状光源の背面が底面部に接触する
とともに、一方の環状光源の内周面が他方の環状光源の外周面に接触されるように配設さ
れるか又は一方の環状光源が側面部２２９，２３０に接触するように配設される金属本体
２０５を具備する環状光源を同心状に配置した照明装置２０１が開示されている。この環
状光源２０２～２０４は、空間部にＬＥＤ２１９に対向し、ＬＥＤからの放射光を通過さ
せることのできる孔２２７を有する金属からなるカバー２０６を配設している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２００８－７７８９９号公報
【特許文献２】特開２００５－２５１６６０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
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　前述のように、上記特許文献１に開示されたＬＥＤランプでは、外郭ケースの開口部に
光を拡散する拡散シートを取り付け、ＬＥＤの光を線状や全方向性の光源に変換している
。しかしながら、ＬＥＤモジュール１０５に個別につけた拡散シート１０４では均一な面
照明光を得ることができない。また、特許文献２に開示されている照明装置では、環状光
源は空間部にＬＥＤに対向し、ＬＥＤからの放射光を通過させることのできる孔を有する
金属からなるカバーを配設している。しかしながら、ＬＥＤは指向性が強く、光軸方向に
強い光を発するため、上記特許文献１及び２に開示されている照明装置を直視すると、光
軸方向に強い光が見えていわゆるグレアが発生してしまうという問題があった。また、上
記特許文献１及び２に開示されている照明装置では、ＬＥＤの指向性が強いため、ＬＥＤ
の向いている方向にしか光が放射されず、側方には十分な光が出ないので、これらの照明
装置では部屋全体を照らすことが難しいという問題があった。
【００１０】
　また、上記特許文献２に開示されている環状面照明装置においては、中央部開口として
残る点光源の空白部のために、均一な照度が得られなかった。さらに、上記特許文献２の
照明装置では、放熱を良くするために、それぞれ金属基体２０９を具備する環状光源を複
数個同心状に金属本体２０５に配置しているので照明装置の構造が複雑化し、特に重量の
軽減ができなかった。
【００１１】
　また、上記特許文献に開示された照明装置は、災害時の対策がなされていない。この照
明装置が設置されている建物で火災が発生した場合、照明装置を構成している部材が燃え
て溶けてしまい、溶けた部材が降りかかって火傷の原因となってしまう、などの二次災害
が起きることがあった。
【００１２】
　本願発明者は、上記の問題を解決すべく種々検討を行った結果、本発明を完成するに至
ったものである。
【００１３】
　すなわち、本発明は、いわゆるグレアが発生しない、光源からの光を高い効率で利用し
ながら、放射面から所定の距離離れた面において均一な照明光を得ることのできる、指向
性の強い点光源の光を使用する面照明器具、面照明装置を提供することを目的とする。
【００１４】
　また、本発明は、ＬＥＤの向いている方向だけでなく側方にも十分な光を照射させるこ
とができ、面照明器具全体に均一な照明光を得られることが容易な、指向性の強い点光源
の光を使用する面照明器具、面照明装置を提供することを目的とする。
【００１５】
さらに、本発明は、照明装置の構造を単純化できるものを提供すること、さらにまた、中
央部開口として残るような点光源の空白部のない、全面で均一な照度が得られる、指向性
の強い点光源の光を使用する面照明器具、面照明装置を提供することを目的とする。
【００１６】
　さらに、本発明は、照明装置の設置された建物で災害が発生した場合に、本照明装置に
よって二次災害が起こらない面照明器具、面照明装置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】
【００１７】
　本発明は、上記課題を解決するため、下記のような構成を採用した。すなわち、本発明
の第１の形態の面照明器具は、指向性の強い点光源の光を面照明へと変換する面照明光源
装置と、前記面照明光源装置を保持する照明器具本体とを備えた面照明器具において、前
記面照明光源装置は、前記面照明光源装置が前記照明器具本体に取り付けられ、前記点光
源が設置される平板部と前記平板部から立設された外側側板部及び内側側板部とを有し前
記平板部に対向する面は開口しているケーシングと、前記平板部に配設された複数個の前
記点光源と、前記開口を塞ぐ光導通反射板とで構成されており、前記ケーシングおよび前
記光導通反射板は、光反射率が９５～９８％、光透過率が２～５％である部材で形成され
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、前記点光源は前記点光源の光軸が前記光導通反射板と垂直となるよう設置され、前記外
側側板部の高さは前記内側側板部の高さよりも低く形成され、前記光導通反射板は、前記
点光源の各々に対応する領域に分けられ、前記各領域はそれぞれ対応する前記点光源から
の距離が遠くなるに従って光反射率が低くなり、かつ、光透過率が高くなるよう形成され
ていることを特徴とする。
【００１８】
　また、本発明の第２の形態によれば、第１の形態の面照明器具において、前記ケーシン
グおよび前記光導通反射板は、環状に形成されていることを特徴とする。
【００１９】
　また、本発明の第３の形態によれば、第１の形態の面照明器具において、前記ケーシン
グおよび前記光導通反射板は、円板状に形成されていることを特徴とする。
【００２０】
　また、本発明の第４の形態によれば、第１～３のいずれかの形態の面照明器具において
、前記ケーシングは、前記点光源を区画する前記平板部から垂直に立設された仕切り板を
備え、前記仕切り板によって前記ケーシング内は小室に仕切られていることを特徴とする
。
【００２１】
　また、本発明の第５の形態によれば、第４の形態の面照明器具において、前記各小室の
大きさ、形状は同一に形成されたことを特徴とする。
【００２２】
　また、本発明の第６の形態によれば、第１の形態の面照明器具において、前記ケーシン
グおよび前記光導通反射板の表面には、難燃性光透過材が塗布されていることを特徴とす
る。
【００２３】
　また、本発明の第７の形態によれば、第２の形態の面照明器具において、前記面照明光
源装置が複数個同心状に配置されたことを特徴とする。
【００２４】
　また、本発明の第８の形態によれば、第２又は第７の形態の面照明器具において、前記
照明器具本体に配置された前記面照明光源装置の前記ケーシングの中心開口部に、点光源
用の点灯装置が取り付けられていることを特徴とする。
【００２５】
　また、本発明の第９の形態によれば、第１の形態の面照明器具において、前記ケーシン
グ及び前記光導通反射板は超微細発泡光反射部材で形成されていることを特徴とする。
【００２６】
　また、本発明の第１０の形態によれば、第１の形態の面照明器具において、前記面照明
光源装置は、前記ケーシング及び前記光導通反射板が環状に形成されたものと円盤状に形
成されたものとの両者を備えていることを特徴とする。
【００２７】
　また、本発明の第１１の形態によれば、第１の形態の面照明器具において、前記側板部
から垂直に所定の高さ立設された光遮蔽板を有していることを特徴とする。
【００２８】
　また、本発明の第１２の形態によれば、第１１の形態の面照明器具において、前記光遮
蔽板と前記側板部との間には所定幅の隙間が設けられていることを特徴とする。
【００２９】
　更に、本発明の第１３の形態の面照明装置によれば、第１～第１２の何れかの形態の面
照明器具と、前記面照明器具の前面に配置された拡散板と、を備えることを特徴とする。
【００３０】
　また、本発明の第１４の形態によれば、第１３の形態の面照明装置において、前記面照
明器具の背面に配置されたカバーを備えることを特徴とする。
【００３１】
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　また、本発明の第１５の形態によれば、第１３又は第１４の形態の面照明装置において
、前記拡散板の前面に配置されたパネルを備えることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３２】
　本発明の面照明器具によれば、ケーシングおよび光導通反射板は、光反射率が高く、か
つ、光透過率の低い部材で形成され、光導通反射板は前記点光源の各々に対応する領域に
分けられ、前記各領域はそれぞれ対応する各点光源からの距離が遠くなるに従って光反射
率が低くなり、かつ、光透過率が高くなるよう形成されているので、光源としてＬＥＤ等
の指向性の強い点光源を用いても、光の放射方向のグレア発生を防止しながら、点光源か
らの光を高い効率で利用して、点光源の放射面から所定の距離離れた面において均一な照
明光を得られる面照明器具を安価に提供することができるようになる。
【００３３】
　また、本発明の面照明器具によれば、ケーシングおよび光導通反射板が環状に形成され
た上記効果を奏する環状の面照明器具を提供することができる。
【００３４】
　また、本発明の面照明器具によれば、ケーシングおよび光導通反射板が円盤状に形成さ
れた上記効果を奏する円盤型の面照明器具を提供できる。
【００３５】
　また、本発明の面照明器具によれば、ケーシングおよび光導通反射板の表面に、難燃性
光透過材が塗布されているので、面照明器具を設置している建物内で火災などが発生した
場合に、容易に燃えることがなくなり、二次災害の発生を防止することができる。
【００３６】
　さらに、本発明の面照明器具によれば、環状の面照明光源装置を複数個、同心状に配置
することができ、上記効果を奏すると共に、用途に応じて輝度を変えることができ、面照
明の幅を広げることができる。
【００３７】
　また、本発明の面照明器具によれば、環状の面照明器具と円盤状の面照明器具とを組み
合わせることによって、上記効果を奏すると共に、中央部に点光源の空白部分のない、よ
り大きな円盤型の面照明器具を得ることができる。また、ケーシングが軽量であるので、
大型の面照明器具であっても、軽量化することができる。
【００３８】
　更に、本発明の面照明器具によれば、ケーシングの光導通反射板側に光遮蔽板を取り付
けることで照明範囲を制限し、照明したい範囲のみを照明することができ、照射面を直視
することが減るので、光による眼への負担を軽減することができる。
【００３９】
　更に、本発明の面照明装置によれば、上記面照明器具の効果を奏することができる面照
明装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】図１Ａは本発明の第１の実施形態における面照明装置の外観斜視図であり、図１
Ｂは図１ＡのＩＢ－ＩＢ線での断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態に係る面照明光源装置の表面側から見た外観斜視図であ
る。
【図３】図２の面照明光源装置の分解斜視図である。
【図４】図４Ａは図３のＩＶ部分の拡大平面図であり、図４Ｂは図４ＡのＩＶＢ－ＩＶＢ
線における断面図である。
【図５】図５は、本発明の第１の実施形態に係る変形例の面照明光源装置を用いた面照明
装置の平面図である。
【図６】図５の光導通反射板の一部拡大平面図である。
【図７】本発明の第２の実施形態に係る面照明光源装置の表面側から見た外観斜視図であ
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る。
【図８】図７の面照明光源装置の分解斜視図である。
【図９】図９は、本発明の第３の実施形態に係る面照明光源装置の平面図である。
【図１０】図９の面照明光源装置における光導通反射板の一部拡大平面図である。
【図１１】本発明の第３の実施形態に係る面照明光源装置の変形例の平面図である。
【図１２】図１１の面照明光源装置における光導通反射板の一部拡大平面図である。
【図１３】図１３は第４の実施形態における面照明光源装置の外観斜視図、図１３Ｂは図
１３ＡのＸIIIＢ－ＸIIIＢ線における断面図、図１３Ｃは変形例における断面図である。
【図１４】本発明の第４の実施形態に係る面照明光源装置の平面図である。
【図１５】図１４の面照明光源装置の小室部分の一部拡大斜視図である。
【図１６】図１５の小室の分解斜視図である。
【図１７】図１７Ａは、図１５のＸＶＩ－ＸＶＩ線における断面図、図１７Ｂは変形例に
おける断面図である。
【図１８】図１５の面照明光源装置の光導通反射板の平面図である。
【図１９】ＬＥＤを用いた従来の照明装置の平面図である。
【図２０】ＬＥＤを用いた他の従来の照明装置の平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００４１】
　以下、図面を参照して、本発明の各種実施形態を詳細に説明する。但し、以下に示す実
施形態は、本発明の技術思想を具体化するための照明器具及び照明装置を例示するもので
あって、本発明をこれらの照明器具や照明装置に特定することを意図するものではなく、
特許請求の範囲に含まれるその他の実施形態のものにも等しく適用し得るものである。
【００４２】
［第１の実施形態］
　図１を参照して本発明第１の実施形態における面照明装置の概要について説明する。な
お、図１Ａは本発明の実施の一形態である家庭用の吊下げ型面照明装置の外観図である。
面照明装置１は、面照明器具３と、面照明器具３を上方から覆うように面照明器具３に取
り付けられている傘型の照明カバー２と、照明カバー２の開口部を塞ぐ拡散板４を有する
。照明カバー２は、球面の一部を切り取った形状で、切り口部分である開口部を閉塞する
ように円形の拡散板４が取り付けられている。また、照明カバー２には、電源接続用アダ
プタ（図示省略）や吊下げコード５が取り付けられ、面照明器具３を天井から吊下げると
ともに面照明光源装置６に電力を供給する。
【００４３】
　図１Ｂは、図１ＡのＩＢ－ＩＢ線での断面図であり、面照明光源装置６が点光源３６と
、点光源３６を配設してあるケーシング３０と、ケーシング３０の開口部を塞ぐ光導通反
射板４０と、これらの構成部材を保持する照明器具本体４１から構成されていることを示
している。照明器具本体４１の中央部には、面照明光源装置６の点光源３６を駆動させる
点灯回路５０が取り付けられている。
【００４４】
　すなわち、第１の実施形態の面照明器具３は、指向性の強い点光源３６の光を面照明へ
と変換する面照明光源装置６と、面照明光源装置６を保持する照明器具本体４１とを備え
ている。
【００４５】
　次に、図２、図３を参照して面照明光源装置６について説明する。図２はこの第１の実
施形態における面照明光源装置６を、図１において取り付けた状態とは天地逆として表面
側からみた外観斜視図を示し、図３は図２における面照明光源装置６の内部を示す分解斜
視図である。なお、点灯回路５０は、図示を省略してある。
【００４６】
　面照明光源装置６は、指向性の強い複数個の点光源３６と、点光源３６を取り付けたケ
ーシング３０と、光導通反射板４０とで構成されている。ケーシング３０は、平板部３５
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とその平板部３５から立設された側板部、すなわち平板部３５から垂直に立設されている
外側側板部３３及び内側側板部３２を有し、仕切り板３４を備えていて、平板部３５に対
向する面は開口している。平板部３５には、点光源３６を配置するための孔が設けてある
。ケーシング３０の開口部は、光導通反射板４０で塞がれている。光導通反射板４０は、
ケーシングの外側側板部３３、内側側板部３２、および仕切り板３４によって支持され、
ケーシングの開口部を閉塞するよう取り付けられている。面照明光源装置６は、図１に示
したように、ケーシング３０の平板部３５によって照明器具本体４１に取り付けられ面照
明器具３を構成する。
【００４７】
　点光源３６は、指向性の強い点光源である発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザーダイオ
ード（ＬＤ）が使用される。発光ダイオードやレーザーダイオードは、単体のものまたは
複数集合したものが用いられている。
【００４８】
　点光源３６は基板３７（図１参照）に設置され、モジュール化されている。点光源が設
置されている基板３７は、点光源３６に熱がこもらないよう熱伝導性の高い素材、例えば
アルミニウムなどで構成されている。第１の実施形態で用いられている基板３７は、アル
ミニウムの表面に絶縁材を施し、絶縁材の表面に銅箔によって電気接続部が構成されたア
ルミニウム基板を用いている。これ以外に、アルミニウム板にフレキシブルプリント基板
を貼り付けたものなどでもよい。
【００４９】
　ケーシング３０は、ケーシング３０内に取り付けられた複数の点光源３６を区画するよ
うに、平板部３５から垂直に立設された仕切り板３４を備えている。仕切り板３４によっ
てケーシング３０内は小室３０１～３１２に仕切られ、各小室の大きさ、形状は同一に形
成される。なお、以下の図面において、各小室は符号の記載を省略する場合がある。
【００５０】
　ケーシング３０の各小室３０１～３１２には、点光源３６が一つずつ配置されている。
点光源３６は各小室の中心部に配置されているが、各小室の中心部から内側側板部３２に
近い位置に配置してもよい。内側側板部３２に近い位置に配置することによって、光が円
環状照明器具の点光源を備えていない円環の内側にも届きやすくなり、照明範囲全体をよ
り均一に照明することができる。
【００５１】
　ケーシング３０の具体的寸法の一例を示すと、その平板部３５の形状は、外周の一辺の
長さが３ｃｍである正２４角形の多角形の内部から、縮小した相似形状である一辺の長さ
が１．７ｃｍの正２４角形を同心状にくりぬいた、いわゆるドーナツ形状である。ドーナ
ツ形状の外側には高さ１ｃｍの外側側板部３３が垂直に立設され、内側には高さ１ｃｍの
内側側板部３２が垂直に立設されている。また、ケーシング３０内を１２等分するように
、仕切り板３４がケーシング３０内を横断して、平板部３５から垂直に立設されている。
仕切り板３４の高さも外側側板部３３、内側側板部３２同様に１ｃｍである。この外側側
板部３３、内側側板部３２、および仕切り板３４によって、ケーシング３０には小室３０
１～３１２が形成される。仕切り板３４は上縁に鉤爪部（図示省略）を有し、光導通反射
板４０に設けられた光透過率を調整するための開口に嵌め込まれることにより、光導通反
射板４０と機械的に連結される。
【００５２】
　光導通反射板４０について、図３、図４を参照して説明する。なお、図４Ａは第１の実
施形態における光導通反射板４０の一部拡大図であり、図３において円で囲まれた一領域
ＩＶ、すなわち光導通反射ユニット４０Ｕの拡大平面図、図４Ｂは図４ＡのＩＶＢ－ＩＶ
Ｂ線における断面図である。
【００５３】
　光導通反射板４０は、前述したように、ケーシング３０の外側側板部３３、内側側板部
３２および仕切り板３４とで支持されている。ケーシング３０の開口部を塞ぐように取り
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付けられた光導通反射板４０は、点光源３６が配置された各小室３０１～３１２に対応し
て、一枚の光導通反射板４０が点光源の各々に対応する領域に分けられ、各領域はそれぞ
れ対応する各点光源からの距離が遠くなるに従って光反射率が低くなり、かつ、光透過率
が高くなるよう形成されている。第１の実施形態では、光の透過のための開口が同じパタ
ーンで設けられた光導通反射ユニット４０Ｕを１領域とする４０１～４１２の１２領域が
連接されて構成されている。なお、以下の図面において、各領域は符号の記載を省略する
場合がある。
【００５４】
　光導通反射ユニット４０Ｕには、点光源３６の真上部分を中心として同心状に溝が切ら
れている弧状溝で構成された中央反射部３９とその周辺の円形孔が形成された外方反射部
３８とが設けられている。弧状溝や円形孔は、打ち抜きやカッティングプロッタによって
形成される。光導通反射ユニット４０Ｕに設けられた開口の大きさは、中心から離れるに
従って、所定領域に対する開口の面積の割合が大きくなるように設定される。点光源３６
の真上部分付近に設けられた弧状溝は非貫通にしてもよい。点光源３６の真上部分付近に
設けられた弧状溝を非貫通にすることによって、点光源３６からの直接光が面照明器具か
ら出て行かなくなり、直接光を直視することがなくなる。外方反射部３８の外側には、仕
切り板３４の上縁に設けられている鉤爪部(図示省略)が嵌め込まれる開口Ｓが設けられて
いて、仕切り板を固定連結する。
【００５５】
　弧状溝の幅、長さと円形孔の大きさは、詳しくは、所定領域に対する開口面積の割合を
Ａ、光導通反射ユニット４０Ｕの中心からの距離をｘとし、ｂおよびｃを定数とすると、
概略
　　　　　　　　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ　　　　　　　（１）
の関係式を満たすように設定される。
　また、中央反射部３９の中心部分の溝などを非貫通孔とすることにより、点光源３６か
らの光が直接出てこなくなり、いわゆるグレアの発生が防止できる。また、弧状溝は弧状
である必要はなく、（１）式を満たす幅、長さであれば、同心の多角形状の溝などであっ
てもよい。さらに、外方側板部３３に設けられている円形孔は円形である必要はなく、（
１）式を満たす大きさであれば三角形や四角形、星型など、どんな形状であってもよい。
【００５６】
　なお、第１の実施形態では光導通反射板４０に設ける開口の配置を平面視で俵積み状に
互い違いに配置したが、直交格子状や、六方格子状に配置してもよい。各開孔の配置は、
種々選択することができる、
【００５７】
　ところで、ケーシング３０の平板部３５、外側側板部３３、内側側板部３２及び仕切り
板３４と、光導通反射板４０には光反射率が高く、かつ、光透過率が低い部材を用いるの
が望ましい。例えば光反射率が高くかつ光透過率が低い性質を有する超微細発泡性樹脂で
形成された超微細発泡光反射板（ＭＣＰＥＴ：光反射率９８％、光透過率１％、光吸収率
１％）、チタンホワイトの微粒子をエマルジョン化したもの、ポリテトラフロロエチレン
（ｐｏｌｙ ｆｌｕｏｒｏ ｃａｒｂｏｎ）の微粒子のいずれか、またはこれらの組み合わ
せたものなどである。部材の反射率としては９５～９８％、光透過率が２～５％であるこ
とが好ましい。
【００５８】
　また、光導通反射板４０の表面には、難燃性光透過材４３が満遍なく塗布されている。
光導通反射板４０に用いられている超微細発泡性樹脂は燃えやすいため、火災などが発生
した場合の二次災害発生の原因となってしまうことがある。第１の実施形態の面照明器具
３においては、難燃性光透過材４３が表面に塗布されているため、火災などが発生した場
合でも容易に燃えてしまうことがなくなり、二次災害の発生を防止することができる。ま
た、この難燃性光透過材４３は、ケーシング３０の平板部３５、外側側板部３３、内側側
板部３２及び仕切り板３４にも同様に塗布されている。
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【００５９】
　難燃性光透過材４３に用いられている部材は、燃えにくく、高光反射率を有する部材で
あり、例えばパラキシリレン樹脂や、ポリテトラフルオロエチレン樹脂などがある。難燃
性光透過材４３は、スプレーによる塗布、樹脂への漬け浸しなどの方法で行われる。難燃
性光透過材４３を厚く塗布してしまうと、光導通反射板４０の光学特性が変化してしまい
、均一な照度が得られなくなってしまうので、なるべく薄く塗布するのが好ましい。本実
施形態では１０ミクロン程度である。
【００６０】
　第１の実施形態の面照明器具３においては、面照明光源装置６の円環状のケーシング３
０が配置された照明器具本体４１の中心開口部にそのスペースを利用して、ＡＣ－ＤＣ変
換回路や電圧調整回路などを具備した点光源用の点灯装置５０を取り付けることができる
。この場合には、面照明器具３及び面照明装置１を平盤型でコンパクトなものにすること
ができる。
【００６１】
　なお、仕切り板３４は、必ずしも各領域を仕切る必要は無く、何個かの点光源３６ごと
に設けてもよいし、あるいは、省略してもよい。
【００６２】
［変形例１］
　図５により、上に説明した本発明の第１の実施形態に係る変形例１を説明する。本変形
例１の面照明器具においては、直径の異なる環状面照明光源装置６が複数個、同心状に配
置されている。なお、図における環状面照明光源装置６はケーシングの配置を以って示し
てある。すなわち、この例では面照明装置１は二つの環状面照明光源装置６Ａ，６Ｂを二
重円環にして配置したものであり、このような構造にすれば、面照明装置の面積を広げる
ことができる。外側の環状面照明光源装置６Ａは、１６の小室３１３～３２８に分けられ
、各部屋に１個ずつの点光源３６ａが設けられている。内側の環状面照明光源装置６Ｂは
、８の小室に分けられ各部屋３２９～３３６に１個ずつの点光源３６ｂが設けられている
が、点光源３６ｂの設置された位置は、平面板ではなく内側側面板３２ｂである。しかし
ながら、点光源３６ａ、３６ｂの設置位置は、平面板３５ａ、３５ｂや内側側面板３２ａ
、３２ｂに限られず、外側側面板３３ａ、３３ｂであってもよい。なお、照明器具本体４
１の図示は省略した。
【００６３】
　図６は、図５の変形例１における光導通反射板４０ａ、４０ｂの一部平面図である。図
６Ａは外側の環状面照明光源装置６Ａの一小室に対応するものであり、図６Ｂは内側の環
状面照明光源装置６Ｂの一小室に対応するものである。小室に対応した扇形状の光導通反
射ユニット４０Ｕは、点光源が設置された位置によって光導通反射板４０ａ、４０ｂに設
けられる光の透過のための開口が設けられたユニットのパターンが異なることが分かる。
すなわち、平面板３５ａに点光源が設置された環状面照明光源装置６Ａの場合は、点光源
からの放射光が当たる中心部３９ａが非貫通孔で形成され、外方反射部３８ａは円形の貫
通孔が形成されているが、内側側板部３２ｂに点光源が設置された環状面照明光源装置６
Ｂの場合は、光導通反射板４０ｂの全面に円形の貫通孔３８ｂが形成されている。この場
合も、貫通孔３８ｂは点光源３６ｂの近くでは径が小さい。
【００６４】
　なお、図５ではケーシング３０の外郭を円環状に表しているが、実際の製造に当たって
は、図３に示したような、多角形の、略円環に近い形で設計、製造されることが多く、第
１の実施形態はそのような場合を含むものである。
【００６５】
　第１の実施形態によれば、面照明光源装置６は、ケーシング３０および光導通反射板４
０が、光反射率が高くかつ光透過率の低い部材で形成され、光導通反射板４０は各点光源
からの距離が遠くなるに従って光反射率が低くなり、かつ、光透過率が高くなるよう形成
されているので、光の放射方向のグレア発生を防止しながら、点光源３６からの光を高い
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効率で利用して、点光源の放射面から所定の距離離れた面において均一な照明光を得るこ
とのできる面照明器具３を安価に提供することができる。
【００６６】
　また、第１の実施形態によれば、ケーシングは、点光源を区画する平板部から垂直に立
設された仕切り板を備え、その仕切り板によりケーシング内が小室に仕切られた場合には
、ケーシングの構造が丈夫になるとともに各小室内の光の反射条件が向上し、また、均一
な照明光を得ることができる。また、この場合に、各小室の大きさ、形状を同一に形成す
ると、面照明器具の光の放射条件が全面で略均一な照明光を得ることができる。
【００６７】
　また、第１の実施形態によれば、面照明光源装置は、円環状に形成されたケーシングと
光導通反射板とを有することにより、現在の円環形蛍光灯を用いる照明器具との置き換え
が出来るとともに、新たなデザインを生み出せる可能性を有する。
【００６８】
　また、第１の実施形態によれば、照明器具本体に配置された面照明光源装置の環状ケー
シングの中心開口部に、点光源用の点灯装置が取り付けられるので、その場合には、面照
明器具をコンパクトにまとめることができる。
【００６９】
　また、第１の実施形態によれば、環状ケーシングを有する面照明光源装置が複数個同心
状に配置されることができ、同心状に配置されることによって、面照明の幅を広げること
ができる。
【００７０】
　また、第１の実施形態によれば、面照明器具において、ケーシング及び光導通反射板は
超微細発泡光反射部材で形成されていることが、製造が容易で、軽量であり、反射性能の
よい点で本発明の所期の効果を達成するために好ましい。
【００７１】
［第２の実施形態］
　本発明の第２の実施形態によれば、面照明器具３において、面照明光源装置６は外郭が
円形をなすように形成された円形ケーシング３０ｃと円形光導通反射板４０ｃとを有する
。以下、図７及び図８を参照して本発明の第２の実施形態における面照明光源装置６Ｃに
ついて説明する。なお、図７は第２の実施形態における面照明装置１に用いる面照明光源
装置６Ｃの外観斜視図、図８はその分解斜視図である。以下の説明においては、第１の実
施形態と重複する点は簡略に説明する。
【００７２】
　この第２の実施形態の面照明装置１は、指向性の強い点光源３６の光を面照明へと変換
する円形面照明光源装置６Ｃと、円形面照明光源装置６Ｃを保持する照明器具本体（図示
省略）とを備えている。
【００７３】
　円形面照明光源装置６Ｃは、指向性の強い複数個の点光源３６ｃと、点光源３６ｃを取
り付けた円形ケーシング３０ｃと、円形光導通反射板４０ｃとで構成されている。円形ケ
ーシング３０ｃは、平板部３５ｃとその平板部３５ｃから立設された側板部すなわち平板
部から垂直に立設されている外側側板部３３ｃを有し、内部には仕切り板３４ｃを備えて
いて、平板部３５ｃに対向する面は開口している。平板部３５ｃには、点光源３６ｃを配
置するための孔が設けてある。円形ケーシング３０ｃの開口部は、円形光導通反射板４０
ｃで塞がれている。円形光導通反射板４０ｃは、円形ケーシングの外側側板部３３ｃ及び
仕切り板３４ｃによって支持され、円形ケーシングの開口部を閉塞するよう取り付けられ
ている。円形面照明光源装置６Ｃは、円形ケーシング３０ｃの平板部３５ｃによって照明
器具本体４１に取り付けられ面照明器具３を構成する。
【００７４】
　点光源３６ｃとしては、指向性の強い点光源である発光ダイオード（ＬＥＤ）やレーザ
ーダイオード（ＬＤ）が使用される。点光源３６ｃは基板３７に設置され、モジュール化
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されている。点光源が設置されている基板は、点光源３６ｃに熱がこもらないよう熱伝導
性の高い素材で構成されている。
【００７５】
　円形ケーシング３０ｃは、円形ケーシング３０ｃ内に各点光源３６ｃを区画するように
、平板部３５ｃから垂直に立設された仕切り板３４ｃを備えている。十字型の仕切り板３
４ｃによって、円形ケーシング３０ｃ内は小室３３７～３４０に仕切られ、各小室の大き
さ、形状は同一に形成されている。仕切り板３４ｃは必ずしも必要ではないが仕切り板に
よって各小室内の照度が均一化され、また面照明光源装置６Ｃが構造的に強化される。
【００７６】
　円形ケーシング３０ｃの各小室３３７～３４０には、点光源３６ｃが一つずつ配置され
ている。点光源３６ｃは各小室の中心部よりも円形面照明光源装置６Ｃの中心に近い位置
に配置されている。円の中心部に近い位置に配置することによって、点光源の数を減らす
ことができ、光が円形ケーシング３０ｃの点光源を備えていない円の外方向側にも届きや
すくなり、照明範囲全体をより均一に照明することができる。
【００７７】
　円形光導通反射板４０ｃは、各小室３３７～３４０の領域に対応する同じパターンの開
口が設けられた光導通反射ユニット４０Ｕが、４個連接されて構成されている。光導通反
射ユニット４０Ｕには、点光源３６ｃの真上部分を中心として光導通反射板４０ｃに貫通
孔の無い中央反射部３９ｃと、その外側に設けられ、貫通した微小な円形孔で構成された
中間反射部４２と、貫通した円形孔で構成された外方反射部３８ｃとが設けられている。
円形孔は打ち抜きやカッティングプロッタによって形成される。光導通反射ユニット４０
Ｕに設けられた開口の大きさは、点光源３６に対向する中心部から離れるに従って、所定
領域に対する開口の面積の割合が大きくなるように設定される。外方反射部３８ｃの外側
には、側板３３ｃや仕切り板３４に設けられている鉤爪部が嵌め込まれる開口Ｓ（図示省
略）が設けられている。鉤爪部は、光導通反射板４０ｃに設けられている開口に嵌め込ま
れることにより、光導通反射板４０ｃと機械的に接合される。
【００７８】
　すなわち、光導通反射ユニット４０Ｕは、その円形孔の大きさが、所定領域に対する開
口面積の割合をＡ、光導通反射ユニット４０Ｕの中心からの距離をｘとし、ｂおよびｃを
定数とすると、概略
　　　　　　　　Ａ＝ｂｘ２＋ｃ　　　　　　　（１）
の関係式を満たすように設定されるのは、第１の実施形態で述べたところと同様である。
【００７９】
　また、光導通反射板４０ｃの光導通反射ユニット４０Ｕにおいて、中央反射部３９ｃの
中心部分を非貫通孔とすることにより、点光源３６ｃからの光が直接出てこなくなり、い
わゆるグレアの発生が防止できる。また、円形孔は円形である必要はなく、（１）式を満
たす幅、長さを持つ、同心の多角形状の溝などであってもよい。（１）式を満たす大きさ
であれば三角形や四角形、星型など、どんな形状であってもよい。
【００８０】
面照明光源装置６Ｃのケーシング３０ｃおよび光導通反射板４０ｃは、光反射率が高くか
つ光透過率の低い部材で形成されている。
【００８１】
　この第２の実施形態によれば、本発明の面照明器具において、面照明光源装置は、外郭
が円形をなすように形成されたケーシングと光導通反射板とを有するので、円盤型の面照
明装置を提供できる。
【００８２】
［第３の実施形態］
　次に、図９及び図１０を参照して、第３の実施形態における面照明器具３について説明
する。なお、図９はケーシングの配置を示し、図１０は第３の実施形態における光導通反
射板４０ｄ及び４０ｆの一部平面図であり、図９の光導通反射ユニット４０Ｕの平面図で
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ある。
【００８３】
　本発明の第３の実施形態によれば、面照明器具３において、環状に形成された環状面照
明光源装置６Ｄ、６Ｅと、円盤状に形成された円形面照明光源装置６Ｆと、それらの面照
明光源装置を保持する円盤状照明器具本体(図示省略)とを備えており、円盤状に形成され
た円形面照明光源装置６Ｆと円環状に形成された環状面照明光源装置６Ｄ、６Ｅとを組み
合わせることによって、中央部に点光源の空白部分がない、より大きな照光部を有する円
盤型の面照明器具を得ることができる。
【００８４】
　第３の実施形態の面照明器具３においては、複数個の直径の異なる環状面照明光源装置
６Ｄ、６Ｅが同心状に配置されている。すなわち、この例では面照明装置１は二つの環状
面照明光源装置６Ｄ、６Ｅを二重円環にして配置したものである。このような構造にすれ
ば、面照明の面積を広げることができる。外側の環状面照明光源装置６Ｄは、第２の実施
形態で使用されたものと同じで、１６の小室３１３～３２８に分けられ各部屋に１個ずつ
の点光源３６が設けられている。内側の環状面照明光源装置６Ｅは、８の小室に分けられ
各部屋３３７～３４４に１個ずつの点光源３６が設けられているが、点光源３６の設置さ
れた位置はいずれも平面板３５である。
【００８５】
　第３の実施形態の面照明器具３においては、二つの環状面照明光源装置６Ｄ、６Ｅを、
それらのケーシングが側面板３２ｄ、３３ｅで相接する二重円環にして配置した面照明器
具の中央の空白部分に、図７に示したような円盤型の円形面照明光源装置６Ｆをケーシン
グが側面板３２ｅ、３３ｆで相接するように配置して、照明光の空白が無い円盤型の面照
明器具３を構成したものである。
【００８６】
　図１０は、図９における光導通反射板４０の一部拡大平面図である。図１０Ａの光導通
反射板４０ｄは、外側の環状面照明光源装置６Ｄの一小室に対応するものであり、図４と
同様のものである。図示を省略したが、中間の環状面照明光源装置６Ｅの一小室に対応す
るものは、外側の環状面照明光源装置６Ｄの一小室に対応するものと類似の構成を有する
。図１０Ｂは内側の円形面照明光源装置６Ｆの一小室に対応する光導通反射板４０ｆで、
図８と同様のものである。すなわち、平面板３５に点光源３６が設置された環状面照明光
源装置６Ｄ，６Ｅの場合は、点光源３６からの放射光が当たる中央反射部３９ｄ、３９ｆ
が非貫通孔で形成されている。外方反射部３８ｄ、３８ｆは貫通した円形孔で構成されて
いる。なお、側面板に点光源が設置される場合は、光導通反射板４０のパターンは全面に
わたり円形の貫通孔で形成されることができる。
【００８７】
［変形例２］
　図１１、図１２により、上に説明した本発明の第３の実施形態に係る変形例２を説明す
る。なお、図１１及び図１２における環状面照明光源装置はケーシングの配置を以って示
してある。本変形例の面照明器具３においては、直径の異なる３個の環状面照明光源装置
６Ｇ，６Ｈ，６Ｊが、同心状に配置されている。すなわち、この例では、外側の環状面照
明光源装置６Ｇは、１６の小室３５７～３７２に分けられ各部屋に１個ずつの点光源３６
が設けられている。中間の環状面照明光源装置６Ｈは、外側の小室よりやや広い８の小室
に分けられ各部屋３７３～３８０に１個ずつの点光源３６が設けられている。さらに内側
の環状面照明光源装置６Ｊは、８の小室に分けられ各部屋３８１～３８８に１個ずつの点
光源３６が設けられている。点光源３６の設置された位置は平面板３５である。このよう
に、面照明装置１は三つの環状面照明光源装置６Ｆ、６Ｇ、６Ｈを三重円環にして配置し
、その中央部には円形面照明光源装置６Ｋを配置したものであり、このような構造にすれ
ば、面照明の面積を広げることができ、明るさを種々変更できる。
【００８８】
　図１２は、図１１における光導通反射板の一部平面図である。図１２Ａは、外側の環状
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面照明光源装置６Ｇの一小室に対応するものであり、図４と同様のものであり、中央反射
部３９ｇが非貫通孔で形成され、外方反射部３８ｇは貫通した円形孔で形成されている。
図示を省略したが、中間及び内側の環状面照明光源装置６Ｈ、６Ｊの一小室に対応するも
のは、外側の環状面照明光源装置６Ｇの一小室に対応するものと類似の構成を有する。図
１２Ｂは、中央部の円形面照明光源装置６Ｋに対応するもので、中心に配置された１個の
点光源３６に対応するパターンが形成されている。中央反射部３９ｋは非貫通孔で形成さ
れ、外方反射部３８ｋは貫通した円形孔で形成されている。
【００８９】
　なお、図１１では、本変形例２の環状面照明光源装置は、ケーシングを円環状に表して
いるが、実際の製造に当たっては、図３に示したような、多角形の、略円環に近い形で設
計、製造されることが多く、第３の実施形態はそのような場合を含むものである。無論、
この場合には円形面照明光源装置６Ｋも外郭が多角形に形成される。
【００９０】
　第３の実施形態において、面照明器具３のケーシング及び光導通反射板は、光反射率が
高くかつ光透過率の低い部材で形成され、光導通反射板は各点光源からの距離が遠くなる
に従って光反射率が低くなり、かつ、光透過率が高くなるよう形成されているので、光の
放射方向のグレア発生を防止しながら、点光源からの光を高い効率で利用して、点光源の
放射面から所定の距離離れた面において均一な照明光を得ることのできる、広い照光面積
を有する面照明器具を提供することができる。
【００９１】
　また、第３の実施形態によれば、環状面照明光源装置と円形面照明光源装置が組み合わ
せられることによって、広い照光面積を有する円盤型の面照明器具を提供することができ
る。
【００９２】
[第４の実施形態]
次に、図１３を参照して、第４の実施形態における面照明光源装置について説明する。な
お、図１３は第４の実施形態における面照明光源装置の外観斜視図、図１３Ｂは図１３Ａ
のＸIIIＢ－ＸIIIＢ線における断面図、図１３Ｃは変形例における断面図である。
【００９３】
　第４の実施形態の面照明光源装置６Ｊにおいては、内側側板部３２及び外側側板部３３
それぞれから垂直に所定高さの光遮蔽板７が立設されている。光遮蔽板７を取り付けるこ
とにより、光導通反射板４０から出た光の照射方向を光導通反射板４０と対向する面のみ
に制限することができる。光遮蔽板７を取り付け、光照射方向を制限することにより、照
明したい範囲のみを照明することができ、照射面を直視することが減るので、光による眼
への負担を軽減することができる。
【００９４】
　照明範囲の広さは光遮蔽板の高さによって決定される。本実施形態において、光遮蔽板
７の高さは２ｃｍとなっている。光遮蔽板７の高さは、面照明光源装置の平板部の長さの
１／√３倍～１倍であること、言い換えれば、光源装置の中心を通って側板部と平行な断
面図において、側板部の一方端と他方端の側板部に立設されている光遮蔽板の上部とを繋
ぐ直線と、光導通反射板とのなす角度θが３０度～４５度であることが好ましい。これよ
りも高さが低いと、照射光の照射範囲を充分に制限することが出来ない。また、これより
も高さが高いと、光遮蔽板からの反射光の割合が増加し、照射方向を制御しづらくなって
しまい、照明光の制限範囲が不明確となってしまう。
【００９５】
　また、図１３Ｃに示されるように、光遮蔽板７を内側側板部３２及び外側側板部３３か
ら所定距離離して取り付けてもよい。光遮蔽板７を離して取り付けた場合、光遮蔽板７と
各側板部との隙間から光が漏れることで間接照明となり、照明範囲を直接照明することな
く、照度をあげることができる。また、光導通反射板４０付近での光遮蔽板７による光の
反射が起こらず、光の照射方向が拡がりにくくなる。
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【００９６】
［第５の実施形態］
　次に、図１４～１８を参照して、第５の実施形態における面照明光源装置について説明
する。なお、図１４は第５の実施形態における面照明光源装置のケーシングの配置を示し
、図１５は小室の一部拡大斜視図であり、図１６は図１５の小室の分解斜視図であり、図
１７Ａは図１５のＸＶII－ＸＶII線における断面図であり、図１７Ｂはその変形例の断面
図であり、図１８は図１５の光導通反射板の平面図である。
【００９７】
　第５の実施形態の面照明光源装置においては、環状面照明光源装置６Ｌは、１２の小室
に分けられ、各部屋の内側側面板に１個ずつの点光源３６ｃが設けられている。点光源３
６ｃの設置位置は、平面板や内側側面板に限られず、外側側面板であってもよい。また、
点光源は１つの小室の内側側面板に複数設けられてもよく、さらにライン状のＬＥＤを用
いることもできる。なお、照明器具本体の図示は省略した。
【００９８】
　本実施形態においては、ケーシングが外方に向かってその高さが徐々に低くなっており
、さらに平面板は光導通反射板に対して平行ではなく、所定の角度傾いて設けられている
。これにより、点光源から放射される光を平面板により光導通反射板側へ効率よく反射さ
せることができる。なお、小室の仕切り板は省略することもできる。
　また、本実施形態においては、外側側面板は平面板や内側側面板に比べ、光透過性の高
い部材で作製されている。これにより、点光源から離れた外側側面板の外方においても暗
くなりすぎることがない。
【００９９】
　小室に対応した扇形状の光導通反射ユニットは、他の実施形態の光導通反射ユニットに
設けられている光の透過のための開口と、光導通反射板４０ｃに設けられている光の透過
のための開口のパターンが異なる。すなわち、内側側板部に点光源が設置されているため
、光導通反射板４０ｃの全面に円形の貫通孔３８ｃが形成されている。この貫通孔３８ｃ
は同心円弧状に設けられており、点光源３６の近くでは径が小さくなっている。これによ
り、照明範囲全体で均一な照明光を得ることができる。また、照明範囲において光導通反
射板の点光源の光軸に対応する部分が明るくなってしまうことを防止するため、光導通反
射板の光軸に対応する部分の開口を小さくしてもよい。
【０１００】
　本実施形態の平板部３５ｃは、点光源３６ｃから離れるに従って、光導通反射板に近づ
くように形成されている。それにしたがい、内側側板部の高さＨは２ｃｍ、外側側板部の
高さｈは１ｃｍとなっている。光導通反射板と平行にせず、点光源から離れるに従って光
導通反射板と平板部との距離が狭くなっている。このように形成することにより、点光源
からの光が減衰することなく遠くまで届くようになり、全体の照度の均一化が図りやすく
なる。また、光導通反射板と平板部との距離が零となってしまうと、うまく光が反射せず
、暗くなってしまうので、最も距離が近くなる点でも光導通反射板と平板部との距離は２
ｍｍ以上であるのが好ましい。
【０１０１】
　また、図１７Ｂに示されるように、平板部３５ｃに点光源３６を取り付けてもよい。こ
の場合、点光源３６から所定の範囲内を光導通反射板４０ｃと平行とし、点光源３６ｃか
ら離れるに従って、光導通反射板に近づくように形成されている。
【０１０２】
［第６の実施形態］
　本発明の第６の実施形態によれば、図１Ｂに示したように、本発明の面照明器具におい
て、面照明器具には拡散板４が設けられ、点光源３６と拡散板４との間に光導通反射板４
０が配置されるように取付けられる。このようになされることによって、光導通反射板を
通過した光がさらに拡散板により拡散されるので柔らかな光をもつ面照明効果が得られる
。
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【０１０３】
［第７の実施形態］
　本発明の第７の実施形態によれば、本発明の面照明器具を用いた面照明装置において、
面照明器具の背面に笠などのカバーを取り付けたことによって、放射光を有効に利用し、
全面に略均一な照明光を得ることができる面照明装置を提供できる。
【０１０４】
［第８の実施形態］
　本発明の第８の実施形態によれば、本発明の面照明器具を用いた面照明装置において、
面照明器具の前面にパネルが取り付けられる。パネルは装飾的なものであってもよいし、
拡散板と積層した拡散板の保護のためのものであってもよい。面照明器具の前面にパネル
を取り付けたことによって、面照明器具を用いて、全面に略均一な照明光を得ることがで
きる面照明装置を提供できる。
【０１０５】
　以上本発明の実施の形態を説明してきたが、本発明は、以上に述べた実施の形態に限定
されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内で種々の構成を取ることができる
。
【０１０６】
　例えば、光導通反射板の貫通孔の形状は、円形、楕円形もしくは三角形、長方形、六角
形などの多角形や、円弧状、ジグザグ状などの幅が狭いものなどを選択することができる
。その配置も、マトリクス状、俵積み状など必要に応じて各種のものを選ぶことができる
。又、中央部の開口を非貫通孔、円弧状貫通孔、円形貫通孔その他の貫通孔のいずれで設
定するかは、光導通反射板の輝度に応じて選択設定すればよい。
【０１０７】
　本発明によれば、環状面照明光源装置は、環状に形成されたケーシングと光導通反射板
とを有することにより、現在の円環形蛍光灯を用いる照明器具との置き換えが出来るとと
もに、円形面照明光源装置との組み合わせにより新たなデザインを生み出せる可能性を有
する。
【符号の説明】
【０１０８】
１　　面照明装置
２　　照明カバー
３　　面照明器具
４　　拡散板
５　　吊下げコード
６　　面照明光源装置
６Ａ、６Ｂ、６Ｄ、６Ｅ　環状面照明光源装置
６Ｃ、６Ｆ、６Ｋ　　円形面照明光源装置
３０　ケーシング
３２、３２ａ、３２ｂ・・内側側板部
３３、３３ａ、３３ｂ・・外側側板部
３４　仕切り板
３５、３５ａ、３５ｂ・・平板部
３６、３６ａ、３６ｂ・・点光源
３８、３８ａ　外方反射部
３９　中央反射部
４０、４０ａ、４０ｂ・・光導通反射板
４０Ｕ　光導通反射ユニット
４１　照明器具本体
５０　点灯回路
３０ｃ　円形ケーシング



(17) JP 5816910 B2 2015.11.18

３３ｃ　外側側板部
３４ｃ　仕切り板
３５ｃ　平板部
３８ｃ　外方反射部
３９ｃ　中央反射部
４０ｃ　円形光導通反射板
４２　中間反射部
７　光遮蔽板

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図１３】
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