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(57)【要約】
　照明器具および実質的に平坦な発光ダイオードパネル
を備えている後付け照明キットを対象とする。
　本照明器具は、スタンドアローンの器具として、蛍光
灯照明ユニットの取り換えに、また、後付け照明キット
として設置し、既存の蛍光灯照明ユニットと合わせて使
用するなど、様々な用途で用いられることができる。
【選択図】図６
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　蛍光灯収容ユニットへの後付け方法であって、前記蛍光灯収容ユニットは、上部展開部
および下部展開部を有し、前記下部展開部の周縁が所与の形状およびサイズである、方法
において、
　実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって、この実質的に平坦なＬＥＤ
パネルの形状およびサイズは、前記蛍光灯収容ユニットの前記下部展開部の前記周縁の所
与の形状およびサイズであるＬＥＤパネルを提供することと、
　前記ＬＥＤパネルを、前記蛍光灯収容ユニットに連結した電源に電気的に接続すること
と、
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記蛍光灯収容ユニットに取り付けることと
を含む、方法。
【請求項２】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、形状およびサイズが前記蛍光灯収容ユニットの前
記下部展開部の前記周縁の所与の形状およびサイズであるフレームを備える、請求項１に
記載の方法。
【請求項３】
　取り付けは、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記蛍光灯収容ユニットの前記周縁の
上に取り付けることを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項４】
　取り付けは、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記蛍光灯収容ユニットの前記下部展
開部の前記周縁内に取り付けることを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項５】
　取り付けは、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを、ヒンジを用いて前記蛍光灯収容ユニ
ットの前記下部展開部に取り付けることを含む、請求項１または２に記載の方法。
【請求項６】
　前記蛍光灯収容ユニットは、ヒンジを用いて本体に接続されたカバーを備え、このカバ
ーは、散光器および／またはレンズを備え、取り付けは、前記カバーから前記散光器およ
び／またはレンズを取り除くことと、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記カバーに取
り付けることとを含み、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記カバーを介して前記蛍
光灯収容ユニットの前記本体にヒンジを用いて取り付けられる、請求項１または２に記載
の方法。
【請求項７】
　前記カバーは、このカバーの周縁沿いのチャネルを形成し、このチャネルは厚みがあり
、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、前記カバーの前記周縁沿いの前記チャネル
の厚みとおよそ等しい、請求項６に記載の方法。
【請求項８】
　前記パネルの厚みは、約０．２５インチ（０．６３５ｃｍ）から約１．０インチ（２．
５４ｃｍ）である、請求項１～７のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項９】
　前記蛍光灯収容ユニットの前記下部展開部の前記周縁は、厚みのあるチャネルを備え、
前記実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、前記蛍光灯収容ユニットの前記下部展開部の
前記周縁沿いの前記チャネルの厚みとおよそ等しい、請求項１または２に記載の方法。
【請求項１０】
　前記蛍光灯収容ユニットは、本体に接続された反射グリッドを備え、取り付けは、前記
反射グリッドを取り除くことと、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記蛍光灯収容ユニ
ットの前記本体の前記下部展開部に取り付けることとを含む、請求項１または２に記載の
方法。
【請求項１１】
　前記蛍光灯収容ユニットは、本体に接続された反射グリッドを備え、取り付けは、前記
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反射グリッドを取り除くことと、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記蛍光灯収容ユニ
ットの前記本体に取り付けることと、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルが前記反射グリッ
ドの上方に設置けられるように、前記反射グリッドを元に戻すこととを含む、請求項１ま
たは２に記載の方法。
【請求項１２】
　電気的接続は、前記蛍光灯収容ユニットに連結した安定器を取り除くことと、ブロック
型変圧器を介して前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記電源に電気的に接続することと
を含む、請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１３】
　電気的接続は、前記蛍光灯収容ユニットに連結した１つ以上の蛍光灯ソケットを介して
、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記電源に電気的に接続することを含む、請求項１
～１１のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１４】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記蛍光灯収容ユニットに連結した前記蛍光灯ソ
ケットと電気的に接続するように構成された１つ以上のコネクタを含む、請求項１３に記
載の方法。
【請求項１５】
　電気的接続は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを、前記蛍光灯収容ユニットに連結し
た安定器に電気的に接続することを含む、請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の方
法。
【請求項１６】
　電気的接続は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルに連結した変圧器を介して、前記実質
的に平坦なＬＥＤパネルを、前記蛍光灯収容ユニットに連結した安定器に電気的に接続す
ることを含む、請求項１～１１のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　電気的接続は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルの前記フレームに組み入れられた変圧
器を介して、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記電源に電気的に接続することを含む
、請求項２～１１のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、エッジ照明である、請求項１～１７のうちいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て配設された複数のＬＥＤを備えている、請求項２～１８のうちいずれか一項に記載の方
法。
【請求項２０】
　前記フレームは、長方形であり、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの
少なくとも２辺に組み入れられたＬＥＤアレイを備えている、請求項２～１８のうちいず
れか一項に記載の方法。
【請求項２１】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、
　光透過パネルと、
　前記フレームの少なくとも１つのエッジおよび前記光透過パネルに隣接して配設された
ＬＥＤアレイと、
　前記光透過パネルの下に設けられた散光フィルムと、
　前記光透過パネルの上に設けられた輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、
　前記ＢＥＦの上に設けられた反射器と
を備える、請求項１～２０のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項２２】
　前記照明器具の前記フレームの厚みは、約０．５インチ（１．２７ｃｍ）未満である、
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請求項２～２２のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項２３】
　前記照明器具の前記フレームの厚みは、約１．０インチ（２．５４ｃｍ）未満である、
請求項２～２２のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項２４】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数の白色ＬＥＤを備えている、請求項１～２３
のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項２５】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数のカラーＬＥＤを備え、このカラーＬＥＤは
、給電されると協働して白光を生成するように構成されている、請求項１～２４のうちい
ずれか一項に記載の方法。
【請求項２６】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記カラーＬＥＤに選択的に給電して可変的な色
温度の光出力を供給するように構成された制御回路を備えている、請求項２５に記載の方
法。
【請求項２７】
　前記カラーＬＥＤは、カラーフィルタを有する白色ＬＥＤを備えている、請求項２５に
記載の方法。
【請求項２８】
　前記フレームは、長方形であり、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、
　導光板と、
　前記導光板の第１の辺に隣接する前記フレームの第１の辺に組み入れられた第１のＬＥ
Ｄアレイであって、第１の方向に沿って集中して発光する第１のＬＥＤアレイと、
　前記導光板の第２の辺に隣接する前記フレームの第２の辺に組み入れられた第２のＬＥ
Ｄアレイであって、前記第１の方向とは逆の第２の方向に沿って集中して発光する第２の
ＬＥＤアレイと、
　前記導光板に隣接して設けられ、前記第１のＬＥＤアレイが発する光をコリメートする
ように構成された第１の輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、
　前記第１のＢＥＦに隣接して設けられ、前記第２のＬＥＤアレイが発する光をコリメー
トするように構成された第２のＢＥＦと
を備えている、請求項１～２７のうちいずれか一項に記載の方法。
【請求項２９】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て設けたＬＥＤストリップ片を備え、このＬＥＤストリップ片は、電気コネクタを介して
電源回路に取り外し可能に結合される、請求項１～２８のうちいずれか一項に記載の方法
。
【請求項３０】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、この実質的に平坦なＬＥＤパネルが発する光の強
度を制御するように構成された制御装置を備えている、請求項１～２９のうちいずれか一
項に記載の方法。
【請求項３１】
　蛍光灯照明ユニットへの設置に適応した照明キットであって、前記蛍光灯照明ユニット
は、収容ユニット、蛍光灯ソケット、および前記収容ユニット内に配設された安定器を備
え、前記収容ユニットは、上部展開部および下部展開部を有し、前記下部展開部の周縁は
、所与の形状およびサイズである照明キットにおいて、
　形状およびサイズが、前記収容ユニットの前記下部展開部の前記周縁の所与の形状およ
びサイズである実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルと、
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを電源に電気的に接続するように構成された電源回路
と、
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記蛍光灯照明ユニットの前記収容ユニットに結合
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するように構成された少なくとも１つの係合部材と
を具備する、照明キット。
【請求項３２】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、形状およびサイズが、前記蛍光灯収容ユニットの
前記下部展開部の前記周縁の所与の形状およびサイズであるフレームを備えている、請求
項３１に記載の照明キット。
【請求項３３】
　前記少なくとも１つの係合部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記収容ユニッ
トの前記周縁の上に結合するように構成されている、請求項３１または３２に記載の照明
キット。
【請求項３４】
　前記少なくとも１つの係合部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記収容ユニッ
トの前記下部展開部の前記周縁内に結合するように構成されている、請求項３１または３
２に記載の照明キット。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの係合部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを、ヒンジを用い
て前記収容ユニットの前記下部展開部に取り付けるように構成されている、請求項３１ま
たは３２に記載の照明キット。
【請求項３６】
　前記収容ユニットは、ヒンジを用いて本体に接続されたカバーを備え、前記少なくとも
１つの係合部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記カバーに結合するように構成
され、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記カバーを介して前記蛍光灯収容ユニット
の前記本体にヒンジを用いて取り付けられる、請求項３１または３２に記載の照明キット
。
【請求項３７】
　前記カバーは、このカバーの周縁沿いのチャネルを形成し、このチャネルは厚みがあり
、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、前記カバーの前記周縁沿いの前記チャネル
の厚みとおよそ等しい、請求項３６に記載の照明キット。
【請求項３８】
　前記パネルの厚みは、約０．２５インチ（０．６３５ｃｍ）から約１．０インチ（２．
５４ｃｍ）である、請求項３１～３７のうちいずれか一項に記載の照明キット。
【請求項３９】
　前記収容ユニットの前記下部展開部の前記周縁は、厚みのあるチャネルを備え、前記少
なくとも１つの係合部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記チャネル内に結合す
るように構成されている、請求項３１または３２に記載の照明キット。
【請求項４０】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、前記蛍光灯収容ユニットの前記下部展開部
の前記周縁沿いの前記チャネルの厚みとおよそ等しい、請求項３９に記載の照明キット。
【請求項４１】
　前記蛍光灯収容ユニットは、前記収容ユニットに接続された反射グリッドを備え、係合
部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記反射グリッドの上に結合するように構成
されている、請求項３１または３２に記載の照明キット。
【請求項４２】
　前記蛍光灯収容ユニットは、前記収容ユニットに接続された反射グリッドを備え、係合
部材は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを前記反射グリッドの上方にある前記収容ユニ
ットに結合するように構成されている、請求項３１または３２に記載の照明キット。
【請求項４３】
　前記電源回路は、ブロック型変圧器を備えている、請求項３１～４２のうちいずれか一
項に記載の照明キット。
【請求項４４】
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　前記電源回路は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを少なくとも１つの蛍光灯ソケット
に電気的に接続するように構成された少なくとも１つの電気コネクタを備えている、請求
項３１～４３のうちいずれか一項に記載の照明キット。
【請求項４５】
　前記電源回路は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを、前記蛍光灯照明ユニットに連結
した前記安定器に電気的に接続するように構成されている、請求項３１～４３のうちいず
れか一項に記載の照明キット。
【請求項４６】
　前記電源回路は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルの前記フレームに組み入れられた変
圧器を備えている、請求項３２～４２のうちいずれか一項に記載の照明キット。
【請求項４７】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、エッジ照明である、請求項３１～４６のうちいず
れか一項に記載の照明キット。
【請求項４８】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て配設された複数のＬＥＤを備えている、請求項３２～４７のうちいずれか一項に記載の
照明キット。
【請求項４９】
　前記フレームは、長方形であり、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの
少なくとも２辺に組み入れられたＬＥＤアレイを備えている、請求項３２～４７のうちい
ずれか一項に記載の照明キット。
【請求項５０】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、
　光透過パネルと、
　前記フレームの少なくとも１つのエッジおよび前記光透過パネルに隣接して設けたＬＥ
Ｄアレイと、
　前記光透過パネルの下に設けた散光フィルムと、
　前記光透過パネルの上に設けた輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、
　前記ＢＥＦの上に設けた反射器と
を備える、請求項３２～４７のうちいずれか一項に記載の照明キット。
【請求項５１】
　前記照明器具の前記フレームの厚みは、約０．５０インチ（１．２７ｃｍ）から約１．
０インチ（２．５４ｃｍ）である、請求項３２～５０のうちいずれか一項に記載の照明キ
ット。
【請求項５２】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数の白色ＬＥＤを備えている、請求項３１～５
１のうちいずれか一項に記載の照明キット。
【請求項５３】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数のカラーＬＥＤを備え、このカラーＬＥＤは
、給電されると協働して白光を生成するように構成されている、請求項３１～５２のうち
いずれか一項に記載の照明キット。
【請求項５４】
　前記電源回路は、前記カラーＬＥＤに選択的に給電して可変的な色温度の光出力を供給
するように構成された制御回路を備えている、請求項５３に記載の照明キット。
【請求項５５】
　前記カラーＬＥＤは、カラーフィルタを有する白色ＬＥＤを備えている、請求項５３ま
たは５４に記載の照明キット。
【請求項５６】
　前記フレームは、長方形であり、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、
　導光板と、
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　前記導光板の第１の辺に隣接する前記フレームの第１の辺に組み入れられた第１のＬＥ
Ｄアレイであって、第１の方向に沿って集中して発光する第１のＬＥＤアレイと、
　前記導光板の第２の辺に隣接する前記フレームの第２の辺に組み入れられた第２のＬＥ
Ｄアレイであって、前記第１の方向とは逆の第２の方向に沿って集中して発光する第２の
ＬＥＤアレイと、
　前記導光板に隣接して設けられ、前記第１のＬＥＤアレイが発する光をコリメートする
ように構成された第１の輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、
　前記第１のＢＥＦに隣接して設けられ、前記第２のＬＥＤアレイが発する光をコリメー
トするように構成された第２のＢＥＦと
を備える、請求項３２～４７のうちいずれか一項に記載の照明キット。
【請求項５７】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て配設されたＬＥＤストリップ片を備え、このＬＥＤストリップ片は、電気コネクタを介
して前記電源回路に取り外し可能に結合されている、請求項３２～５６のうちいずれか一
項に記載の照明キット。
【請求項５８】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、この実質的に平坦なＬＥＤパネルが発する光の強
度を制御するように構成された制御装置を備えている、請求項３１～５７のうちいずれか
一項に記載の照明キット。
【請求項５９】
　フレームと、
　前記フレーム内に設けられた実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルと、
　前記フレーム内または前記フレームに隣接して配設された電源回路であって、前記実質
的に平坦なＬＥＤパネルを前記外部電源に電気的に接続するように構成されている電源回
路と
を具備する、照明器具。
【請求項６０】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て配設された複数のＬＥＤを備えている、請求項５９に記載の照明器具。
【請求項６１】
　前記フレームは、長方形であり、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの
少なくとも２辺に組み入れられたＬＥＤアレイを備えている、請求項５９に記載の照明器
具。
【請求項６２】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、
　光透過パネルと、
　前記フレームの少なくとも１つのエッジおよび前記光透過パネルに隣接して配設された
ＬＥＤアレイと、
　前記光透過パネルの上に設けられた散光フィルムと、
　前記光透過パネルの下に設けられた輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、
　前記ＢＥＦの下に設けられた反射器と
　を備えている、請求項５９～６１のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項６３】
　前記照明器具の前記フレームの厚みは、約０．５インチ（１．２７ｃｍ）未満である、
請求項５９～６２のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項６４】
　前記フレームを実質的に垂直な支持面に取り付けるように構成された少なくとも１つの
取り付け部材をさらに具備している、請求項５９～６３のうちいずれか一項に記載の照明
器具。
【請求項６５】
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　前記実質的に垂直な支持面は、壁である、請求項６４に記載の照明器具。
【請求項６６】
　前記フレームを前記実質的に水平な支持面に取り付けるように構成された、少なくとも
１つの取り付け部材をさらに具備している、請求項６４に記載の照明器具。
【請求項６７】
　前記フレームを実質的に水平な支持面の下に取り付けるように構成された、少なくとも
１つの取り付け部材をさらに具備している、請求項５９～６３のうちいずれか一項に記載
の照明器具。
【請求項６８】
　前記実質的に水平な支持面は、保管用キャビネットである、請求項６７に記載の照明器
具。
【請求項６９】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数の白色ＬＥＤを備えている、請求項５９～６
８のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７０】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数のカラーＬＥＤを備え、このカラーＬＥＤは
、給電されると協働して白光を生成するように構成されている、請求項５９～６８のうち
いずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７１】
　前記カラーＬＥＤに選択的に給電して可変的な色温度の光出力を供給するように構成さ
れた制御回路をさらに具備している、請求項７０に記載の照明器具。
【請求項７２】
　前記カラーＬＥＤは、カラーフィルタを有する白色ＬＥＤを備えている、請求項７０に
記載の照明器具。
【請求項７３】
　前記フレームは、長方形であり、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、
　導光板と、
　前記導光板の第１の辺に隣接する前記フレームの第１の辺に組み入れられた第１のＬＥ
Ｄアレイであって、第１の方向に沿って集中して発光する第１のＬＥＤアレイと、
　前記導光板の第２の辺に隣接する前記フレームの第２の辺に組み入れられた第２のＬＥ
Ｄアレイであって、前記第１の方向とは逆の第２の方向に沿って集中して発光する第２の
ＬＥＤアレイと、
　前記導光板に隣接して設けられ、前記第１のＬＥＤアレイが発する光をコリメートする
ように構成された第１の輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、
　前記第１のＢＥＦに隣接して設けられ、前記第２のＬＥＤアレイが発する光をコリメー
トするように構成された第２のＢＥＦと
を備えている、請求項５９～７２のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７４】
　前記実質的に平坦なＬＥＤパネルは、前記フレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て配設されたＬＥＤストリップ片を備え、このＬＥＤストリップ片は、電気コネクタを介
して前記電源回路に取り外し可能に結合される、請求項５９～７２のうちいずれか一項に
記載の照明器具。
【請求項７５】
　前記電源回路は、変圧器を具備している、請求項５９～７４のうちいずれか一項に記載
の照明器具。
【請求項７６】
　前記電源回路は、前記フレーム内に配置されたＬＥＤドライバを具備している、請求項
５９～７４のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７７】
　前記電源回路は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルが発する光の強度を制御するように
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構成された制御装置を具備している、請求項５９～７４のうちいずれか一項に記載の照明
器具。
【請求項７８】
　前記フレームは、下部アセンブリおよびこの下部アセンブリに接合した上部アセンブリ
を備え、前記下部アセンブリおよび前記上部アセンブリは、協働して前記フレーム内の複
数のチャネルを形成している、請求項５９～７７のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項７９】
　前記下部アセンブリは、背面およびこの背面上にある複数の取り付けタブを備え、この
取り付けタブは、（ｉ）前記取り付けタブが実質的に前記背面と同一平面にある第１の収
納位置と、（ｉｉ）前記取り付けタブが前記背面に対して約９０度の角度で突出している
第１の突出位置と、（ｉｉｉ）前記取り付けタブが前記背面に対して約１８０度の角度で
突出している第２の突出位置との間で設定可能である、請求項７８に記載の照明器具。
【請求項８０】
　前記取り付けタブは、前記下部アセンブリの前記背面と一体化的に形成されている、請
求項７９に記載の照明器具。
【請求項８１】
　前記取り付けタブは、前記下部アセンブリの前記背面からの切り抜き部として形成され
ている、請求項７９に記載の照明器具。
【請求項８２】
　前記取り付けタブは、前記下部アセンブリの前記背面に作動的に結合される、請求項７
９に記載の照明器具。
【請求項８３】
　前記取り付けタブは、固締具を受け入れるように構成された開口部を形成している、請
求項７８～８２のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項８４】
　前記照明器具は、前記取り付けタブを用いて平坦面に取り付けられるように構成されて
いる、請求項７８～８３のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項８５】
　平坦面に装着されるように構成された取り付けプレートであって、前記フレームの前記
下部アセンブリと係合するように構成された複数の係合部材を備えている取り付けプレー
トをさらに具備している、請求項７８に記載の照明器具。
【請求項８６】
　前記係合部材は、前記下部アセンブリの外エッジ内のスロットと係合するように構成さ
れた複数のＪフックを具備している、請求項８５に記載の照明器具。
【請求項８７】
　前記取り付けプレートは、スライドロック機構を介して前記フレームの前記下部アセン
ブリと解放可能な形で係合するように構成されている、請求項８５に記載の照明器具。
【請求項８８】
　前記取り付けプレートは、外部接続箱と協働するように構成された中央開口部を形成し
ている、請求項８５～８７のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項８９】
　前記取り付けプレートは、ＡＣ入力線を受け入れるように構成された中央開口部を形成
している、請求項８５～８７のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項９０】
　前記電源回路は、前記フレーム内の複数のチャネルのうちの少なくとも１つの中に配設
され、前記電源回路は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを外部ＡＣ電源に電気的に接続
するように構成され、前記照明器具は、前記下部アセンブリの背面に隣接して設けた中央
配線路を備え、前記中央配線路は、前記外部ＡＣ電源に電気的に接続した配線を収容する
ように構成されている、請求項７８に記載の照明器具。
【請求項９１】
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　前記中央配線路は、前記フレームの対面するエッジ間に配線するように構成されている
、請求項９０に記載の照明器具。
【請求項９２】
　前記中央配線路は、前記フレームの対面するエッジにあるチャネル内に配設された電源
に、前記外部ＡＣ電源を電気的に接続して配線するように構成されている、請求項９０に
記載の照明器具。
【請求項９３】
　前記中央配線路は、前記下部アセンブリの背面に接続した背面カバーを備えている、請
求項９０～９２のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項９４】
　前記背面カバーは、前記外部ＡＣ電源に電気的に接続したＡＣ入力線を受け入れるよう
に構成された中央開口部を形成している、請求項９３に記載の照明器具。
【請求項９５】
　前記中央開口部は、突出穴として構成されている、請求項９４に記載の照明器具。
【請求項９６】
　前記電源回路は、前記フレーム内の複数のチャネルのうちの少なくとも１つの中に配設
され、前記電源回路は、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを外部ＡＣ電源に電気的に接続
するように構成され、前記照明器具は、前記フレーム内の複数のチャネルのうちの少なく
とも１つの中に配置される配線ボックスを備え、この配線ボックスは、前記外部ＡＣ電源
に電気的に接続した配線を収容するように構成されている、請求項７８に記載の照明器具
。
【請求項９７】
　前記フレームの前記下部アセンブリは、前記外部ＡＣ電源からＡＣ入力線を受け入れる
ように構成された開口部を形成している、請求項９６に記載の照明器具。
【請求項９８】
　前記開口部の上に設けたカバーをさらに具備し、このカバーは、前記外部ＡＣ電源に電
気的に接続したＡＣ入力線を受け入れるように構成された中央開口部を形成している、請
求項９７に記載の照明器具。
【請求項９９】
　前記中央開口部は、突出穴として構成されている、請求項９８に記載の照明器具。
【請求項１００】
　前記フレームの少なくとも１つのエッジは、前記配線ボックスおよびこの配線ボックス
から離れた電源ボックスを形成している、請求項９６～９９のうちいずれか一項に記載の
照明器具。
【請求項１０１】
　前記下部アセンブリの背面に隣接して配設された中央配線路をさらに具備し、前記中央
配線路は、前記フレームの対面するエッジ間に配線するように構成されている、請求項９
６～１００のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１０２】
　前記中央配線路は、前記フレームの１つのエッジにある配線ボックスからフレームの反
対側のエッジまで配線するように構成されている、請求項１０１に記載の照明器具。
【請求項１０３】
　第２の照明器具に電気的に接続した、請求項５９～１０２のいずれか一項に記載の照明
器具を具備する照明アセンブリであって、前記第２の照明器具は、フレームと、このフレ
ーム内に配設された実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルとを具備し、前記第
２の照明器具は、請求項５９～１０２のいずれか一項に記載の照明器具に電気的に接続し
、請求項５９～１０２のいずれか一項に記載の照明器具に連結した前記外部電源からの電
力を受け入れるように構成されている、照明アセンブリ。
【請求項１０４】
　フレームと、
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　前記フレーム内に設けた実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルと
　を具備する照明器具であって、
　前記フレームは、下部アセンブリおよびこの下部センブリに結合した上部アセンブリを
備え、前記下部アセンブリおよび前記上部アセンブリは、協働して前記フレーム内の複数
のチャネルを形成し、
　前記下部アセンブリは、背面およびこの背面上にある複数の取り付けタブを備え、この
取り付けタブは、（ｉ）前記取り付けタブが実質的に前記背面と同一平面にある第１の収
納位置と、（ｉｉ）前記取り付けタブが前記背面に対して約９０度の角度で突出している
第１の突出位置と、（ｉｉｉ）前記取り付けタブが前記背面に対して約１８０度の角度で
突出している第２の突出位置との間で設定可能である、
　照明器具。
【請求項１０５】
　前記取り付けタブは、前記下部アセンブリの前記背面と一体化的に形成されている、請
求項１０４に記載の照明器具。
【請求項１０６】
　前記取り付けタブは、前記下部アセンブリの前記背面からの切り抜き部として形成され
る、請求項１０４に記載の照明器具。
【請求項１０７】
　前記取り付けタブは、前記下部アセンブリの前記背面に作動的に結合される、請求項１
０４に記載の照明器具。
【請求項１０８】
　前記取り付けタブは、固締具を受け入れるように構成された開口部を形成している、請
求項１０４～１０７のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１０９】
　前記照明器具は、前記取り付けタブを用いて平坦面に取り付けられるように構成されて
いる、請求項１０４～１０８のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１１０】
　フレームと、
　前記フレーム内に配置された実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって
、前記フレームは、下部アセンブリおよびこの下部センブリに結合した上部アセンブリを
備え、前記下部アセンブリおよび前記上部アセンブリは、協働して前記フレーム内の複数
のチャネルを形成するパネルと、
　平坦面に装着されるように構成された取り付け部材であって、前記フレームの前記下部
アセンブリと係合するように構成された複数の係合部材を備える取り付け部材と
を具備している、照明器具。
【請求項１１１】
　前記係合部材は、前記下部アセンブリの外エッジ内のスロットと係合するように構成さ
れた複数のＪフックを具備している、請求項１１０に記載の照明器具。
【請求項１１２】
　前記取り付け部材は、スライドロック機構を介して前記フレームの前記下部アセンブリ
と解放可能な形で係合するように構成される、請求項１１０に記載の照明器具。
【請求項１１３】
　前記取り付け部材は、外部接続箱と協働するように構成された中央開口部を形成してい
る、請求項１１０～１１２のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１１４】
　前記取り付け部材は、ＡＣ入力線を受け入れるように構成された中央開口部を形成して
いる、請求項１１０～１１３のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１１５】
　フレームと、
　前記フレーム内に配置された実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって
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、前記フレームは、下部アセンブリおよびこの下部センブリに接合した上部アセンブリを
備え、前記下部アセンブリおよび前記上部アセンブリは、協働して前記フレーム内の複数
のチャネルを形成しているパネルと、
　前記フレーム内の前記複数のチャネルのうちの少なくとも１つの中に配設された電源回
路であって、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを外部ＡＣ電源に電気的に接続するように
構成された電源回路と、
　前記下部アセンブリの背面に隣接して配設された中央配線路であって、前記外部ＡＣ電
源に電気的に接続した配線を収容するように構成された中央配線路と
を具備する、照明器具。
【請求項１１６】
　前記中央配線路は、前記フレームの対面するエッジ間に配線するように構成されている
、請求項１１５に記載の照明器具。
【請求項１１７】
　前記中央配線路は、前記フレームの対面するエッジにあるチャネル内に配設された電源
に、前記外部ＡＣ電源を電気的に接続して配線するように構成されている、請求項１１５
に記載の照明器具。
【請求項１１８】
　前記中央配線路は、前記下部アセンブリの背面に結合した背面カバーを備えている、請
求項１１５～１１７のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１１９】
　前記背面カバーは、前記外部ＡＣ電源に電気的に接続したＡＣ入力線を受け入れるよう
に構成された中央開口部を形成している、請求項１１８に記載の照明器具。
【請求項１２０】
　前記中央開口部は、突出穴として構成されている、請求項１１９に記載の照明器具。
【請求項１２１】
　フレームと、
　前記フレーム内に配置された実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって
、前記フレームは、下部アセンブリおよびこの下部センブリに接合した上部アセンブリを
備え、前記下部アセンブリおよび前記上部アセンブリは、協働してフレーム内の複数のチ
ャネルを形成するパネルと、
　前記フレーム内の前記複数のチャネルのうちの少なくとも１つの中に配設された電源回
路であって、前記実質的に平坦なＬＥＤパネルを外部ＡＣ電源に電気的に接続するように
構成された電源回路と、
　前記フレーム内の前記複数のチャネルのうちの少なくとも１つの中に配設された配線ボ
ックスであって、前記外部ＡＣ電源に電気的に接続した配線を収容するように構成された
配線ボックスと
を具備する、照明器具。
【請求項１２２】
　前記フレームの前記下部アセンブリは、前記外部ＡＣ電源からＡＣ入力線を受け入れる
ように構成された開口部を形成している、請求項１２１に記載の照明器具。
【請求項１２３】
　前記開口部の上に設けたカバーをさらに具備し、このカバーは、前記外部ＡＣ電源に電
気的に接続したＡＣ入力線を受け入れるように構成された中央開口部を形成している、請
求項１２２に記載の照明器具。
【請求項１２４】
　前記中央開口部は、突出穴として構成されている、請求項１２３に記載の照明器具。
【請求項１２５】
　前記フレームの少なくとも１つのエッジは、前記配線ボックスおよびこの配線ボックス
から離れた電源ボックスを形成している、請求項１２１～１２４のうちいずれか一項に記
載の照明器具。
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【請求項１２６】
　前記下部アセンブリの背面に隣接して配置された中央配線路をさらに具備し、前記中央
配線路は、前記フレームの対面するエッジ間に配線するように構成されている、請求項１
２１～１２５のうちいずれか一項に記載の照明器具。
【請求項１２７】
　前記中央配線路は、前記フレームの１つのエッジにある前記配線ボックスから前記フレ
ームの反対側のエッジまで配線するように構成されている、請求項１２６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、全体的に、照明アセンブリに関し、さらに詳細には、多用途で実質的に平坦
なパネルである発光ダイオード照明アセンブリおよび後付け照明キットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　天井取り付け型の照明器具（ｌｉｇｈｔｉｎｇ　ｆｉｘｔｕｒｅｓまたはｌｕｍｉｎａ
ｉｒｅｓ）を組み入れた照明システムは、商業フロアースペースおよび照明領域内のフロ
アースペースにある物体を照明するために日常的に使用されている。照明器具は、一般に
、灯具、安定器、および反射器などの部品のアセンブリからなり、これらの部品は、協働
して光を生成し照明する。蛍光灯を組み入れた照明器具は、比較的効率が高く、配光が拡
散され動作寿命が長いことから、最もよく使用される商業用照明源である。
【０００３】
　蛍光灯は、水銀およびアルゴンガスを含有する長い管である。管の両端にシールした電
極によって灯具に電流が流れ、これによって紫外線が放射される。蛍光灯の管は、ガラス
エンベロープである。管の内面は蛍光物質でコーティングされ、この蛍光物質は、紫外線
に励起されると可視光線を発する。蛍光物質、または蛍光コーティングは、ヒトの目に有
害となるおそれがある。ガラスエンベロープは破損すると粉々になって辺り一面に鋭利な
ガラス片が散乱することが知られている。水銀曝露に関わる神経中毒は、広く実証されて
いる。このほか、蛍光灯が生成する光線は、一部しか可視光線に変換されない。白熱電球
の場合、余分な光線は熱を生成する。要するに、これらの灯具によって発生した熱は、特
に、より温暖な気候における夏の数か月間にわたり、建物の空調システムに多大な負担を
強いている。
【０００４】
　多くの従来の蛍光照明器具は、吊り下げ天井に嵌め込み式で取り付けるようになってお
り、この天井内で照明器具は、かさばる箱型の囲いつまり反射板を有し、この反射板は、
これに隣接するＴ型バーの対で、天井構造の支持材を具備するＴ型バーで支持されている
。照明器具のその他の部品を収容し支持することのほか、この反射板は、防火用の囲いの
機能ももっている。
【０００５】
　商業用照明システムの寿命にわたって、システムの運用および維持にかかる費用は膨大
である。照明器具は、経年劣化するため、発光能力は低下し、消費電気エネルギーの単位
当たりの光出力が著しく減少する。照明システムの発光能力を著しく高めるとともに、電
力消費を低減することでエネルギー効率も著しく高める、現代の安定器、灯具および反射
器が入手可能である。この結果、光出力を増大させるとともに、エネルギーコストを削減
できる。このため、旧式の照明器具を、現代の安定器、灯具およびこの灯具を保持する灯
具ソケット、および反射器を組み入れた照明器具に取り換えることが望まれている。
【０００６】
　商業用照明システムの既存の照明器具は、安易に更新して旧式の照明器具を現代の部品
を組み入れた照明器具に取り換えたり、現代の部品に一新して劣化作用を逆行させたりす
ることはできない。従来の蛍光照明器具および入手可能な後付けキットは、既存の照明シ
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ステムを更新するのに満足のいくものではない。なぜなら、とりわけ既存の照明器具は、
まず撤去されるか、または少なくとも、更新を実施できる以前に既存の照明器具から特定
の部品を撤去することで大幅に修正しなければならないからである。従来の蛍光照明器具
または入手可能な後付けキットを用いた後付けは、労力を要する上にプロセスが長く、こ
れによって後付けプロセスの業務作業が著しく煩雑になっている。さらに、取り除いた照
明器具または部品は、廃棄または再利用につながるゴミの流れを作り出す。そのまま廃棄
すると、蛍光灯内にある水銀および安定器内にあるポリ塩化ビフェニル（一般にＰＣＢと
称する）をはじめとする化学物質など、取り除いた部品内に含まれる有害または有毒成分
から重大な環境問題が起きる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本願は、実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルを備えた照明器具ならびにこ
れに関連する後付け照明キットおよび後付け方法を対象とするものである。本照明器具お
よびこれに関連する後付けキットは、極めて多用途で、後付け用途に対する配設が簡易な
、極めて薄型の照明システムを提供するように構成される。
【０００８】
　本開示技術の１つの態様は、蛍光灯収容ユニットへの後付け方法であって、蛍光灯収容
ユニットは、上部展開部および下部展開部を有し、下部展開部の周縁は、所与の形状およ
びサイズである、方法に関する。本方法は、実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パ
ネルであって、形状およびサイズがおよそ蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁の所与
の形状およびサイズである実質的に平坦なＬＥＤパネルを提供することと、ＬＥＤパネル
を蛍光灯収容ユニットに連結した電源に電気的に接続することと、実質的に平坦なＬＥＤ
パネルを蛍光灯収容ユニットに取り付けることとを含む。
【０００９】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、形状およびサイズがおよそ蛍光
灯収容ユニットの下部展開部の周縁の所与の形状およびサイズであるフレームを備えてい
る。
【００１０】
　１つの特徴によれば、取り付けは、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容ユニット
の周縁の上に取り付けることを含む。
【００１１】
　１つの特徴によれば、取り付けは、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容ユニット
の下部展開部の周縁内に取り付けることを含む。
【００１２】
　１つの特徴によれば、取り付けは、実質的に平坦なＬＥＤパネルを、ヒンジを用いて蛍
光灯収容ユニットの下部展開部に取り付けることを含む。
【００１３】
　１つの特徴によれば、蛍光灯収容ユニットは、ヒンジを用いて本体に接続されたカバー
を備え、このカバーは、散光器および／またはレンズを備え、取り付けは、カバーから散
光器および／またはレンズを取り除くことと、実質的に平坦なＬＥＤパネルをカバーに取
り付けることとを含み、この結果、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、カバーを介して蛍光
灯収容ユニットの本体にヒンジを用いて取り付けられる。
【００１４】
　１つの特徴によれば、カバーは、このカバーの周縁沿いのチャネルを形成し、このチャ
ネルは厚みがあり、実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、カバーの周縁沿いのチャネル
の厚みとおよそ等しい。
【００１５】
　１つの特徴によれば、蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁は、厚みのあるチャネル
を備え、実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁
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沿いのチャネルの厚みとおよそ等しい。
【００１６】
　１つの特徴によれば、蛍光灯収容ユニットは、本体に接続された反射グリッドを備え、
取り付けは、反射グリッドを取り除くことと、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容
ユニットの本体の下部展開部に取り付けることとを含む。
【００１７】
　１つの特徴によれば、蛍光灯収容ユニットは、本体に接続された反射グリッドを備え、
取り付けは、反射グリッドを取り除くことと、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容
ユニットの本体に取り付けることと、実質的に平坦なＬＥＤパネルが反射グリッドの上方
に設けられるように、反射グリッドを元に戻すこととを含む。
【００１８】
　１つの特徴によれば、電気的接続は、蛍光灯収容ユニットに連結した安定器を取り除く
ことと、ブロック型変圧器を介して実質的に平坦なＬＥＤパネルを電源に電気的に接続す
ることとを含む。
【００１９】
　１つの特徴によれば、電気的接続は、蛍光灯収容ユニットに連結した１つ以上の蛍光灯
ソケットを介して、実質的に平坦なＬＥＤパネルを電源に電気的に接続することを含む。
【００２０】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、蛍光灯収容ユニットに連結した
蛍光灯ソケットと電気的に接続するように構成された１つ以上のコネクタを含む。
【００２１】
　１つの特徴によれば、電気的接続は、実質的に平坦なＬＥＤパネルを、蛍光灯収容ユニ
ットに連結した安定器に電気的に接続することを含む。
【００２２】
　１つの特徴によれば、電気的接続は、実質的に平坦なＬＥＤパネルに連結した変圧器を
介して、実質的に平坦なＬＥＤパネルを、蛍光灯収容ユニットに連結した安定器に電気的
に接続することを含む。
【００２３】
　１つの特徴によれば、電気的接続は、実質的に平坦なＬＥＤパネルのフレームに組み入
れられた変圧器を介して、実質的に平坦なＬＥＤパネルを電源に電気的に接続することを
含む。
【００２４】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、エッジ照明である。
【００２５】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの少なくとも１つのエ
ッジに隣接して設けた複数のＬＥＤを備えている。
【００２６】
　１つの特徴によれば、フレームは、長方形であり、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フ
レームの少なくとも２辺に組み入れられたＬＥＤアレイを備えている。
【００２７】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、光透過パネルと、フレームの少
なくとも１つのエッジおよび光透過パネルに隣接して設けたＬＥＤアレイと、光透過パネ
ルの下に設けた散光フィルムと、光透過パネルの上に設けた輝度向上フィルム（ＢＥＦ）
と、ＢＥＦの上に設けた反射器とを備えている。
【００２８】
　本開示技術の他の１つの態様は、蛍光灯照明ユニットへの配設に適応した照明キットで
あって、蛍光灯照明ユニットは、収容ユニット、蛍光灯ソケット、および収容ユニット内
に設けた安定器を備え、収容ユニットは、上部展開部および下部展開部を有し、下部展開
部の周縁は、所与の形状およびサイズである、照明キットに関する。照明キットは、形状
およびサイズが、およそ収容ユニットの下部展開部の周縁の所与の形状およびサイズであ
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る実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルと、この実質的に平坦なＬＥＤパネル
を電源に電気的に接続するように構成された電源回路と、実質的に平坦なＬＥＤパネルを
蛍光灯照明ユニットの収容ユニットに接続するように構成された少なくとも１つの係合部
材とを備えている。
【００２９】
　本開示技術の他の１つの態様は、フレームと、このフレーム内に設けた実質的に平坦な
発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルと、フレーム内またはフレームに隣接して設けた電源回
路であって、実質的に平坦なＬＥＤパネルを外部電源に電気的に接続するように構成され
ている電源回路とを備えている照明器具に関する。
【００３０】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの少なくとも１つのエ
ッジに隣接して配設された複数のＬＥＤを備えている。
【００３１】
　１つの特徴によれば、フレームは、長方形であり、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フ
レームの少なくとも２辺に組み入れられたＬＥＤアレイを備えている。
【００３２】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、光透過パネルと、フレームの少
なくとも１つのエッジおよび光透過パネルに隣接して配設されたＬＥＤアレイと、光透過
パネルの下に設けた散光フィルムと、光透過パネルの上に設けた輝度向上フィルム（ＢＥ
Ｆ）と、ＢＥＦの上に配設された反射器とを備えている。
【００３３】
　１つの特徴によれば、照明器具は、フレームを実質的に垂直な支持面に取り付けるよう
に構成された、少なくとも１つの取り付け部材を備えている。
【００３４】
　１つの特徴によれば、実質的に垂直な支持面は壁である。
【００３５】
　１つの特徴によれば、照明器具は、フレームを実質的に水平な支持面に取り付けるよう
に構成された、少なくとも１つの取り付け部材を備えている。
【００３６】
　１つの特徴によれば、照明器具は、フレームを実質的に水平な支持面の下に取り付ける
ように構成された、少なくとも１つの取り付け部材を備えている。
【００３７】
　１つの特徴によれば、実質的に水平な支持面は、保管用キャビネットである。
【００３８】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数の白色ＬＥＤを備えている
。
【００３９】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数のカラーＬＥＤを備え、こ
のカラーＬＥＤは、給電されると協働して白光を生成するように構成されている。
【００４０】
　１つの特徴によれば、照明器具は、カラーＬＥＤに選択的に給電して可変的な色温度の
光出力を供給するように構成された制御回路を備えている。
【００４１】
　１つの特徴によれば、カラーＬＥＤは、カラーフィルタを有する白色ＬＥＤを備えてい
る。
【００４２】
　１つの特徴によれば、フレームは、長方形であり、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、導
光板と、この導光板の第１の辺に隣接するフレームの第１の辺に組み入れられた第１のＬ
ＥＤアレイであって、第１の方向に沿って集中して発光する第１のＬＥＤアレイと、導光
板の第２の辺に隣接するフレームの第２の辺に組み入れられた第２のＬＥＤアレイであっ
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て、第１の方向とは逆の第２の方向に沿って集中して発光する第２のＬＥＤアレイと、導
光板に隣接して配設され、第１のＬＥＤアレイが発する光をコリメートするように構成さ
れた第１の輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、第１のＢＥＦに隣接して配設され、第２のＬ
ＥＤアレイが発する光をコリメートするように構成された第２のＢＥＦとを備えている。
【００４３】
　１つの特徴によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの少なくとも１つのエ
ッジに隣接して配設されたＬＥＤストリップ片を備え、ＬＥＤストリップ片は、電気コネ
クタを介して電源回路に取り外し可能なように結合されている。
【００４４】
　１つの特徴によれば、電源回路は、変圧器を具備する。
【００４５】
　１つの特徴によれば、電源回路は、フレーム内に配設されたＬＥＤドライバを具備して
いる。
【００４６】
　１つの特徴によれば、電源回路は、実質的に平坦なＬＥＤパネルが発する光の強度を制
御するように構成された制御装置を具備する。
【００４７】
　１つの特徴によれば、照明アセンブリは、第２の照明器具に電気的に接続した照明器具
を具備し、第２の照明器具は、フレームおよびフレーム内に配設された実質的に平坦な発
光ダイオード（ＬＥＤ）パネルを具備し、第２の照明器具は、第１の照明器具に電気的に
接続され、第１の照明器具に連結した外部電源から電力を受け取るように構成されている
。
【００４８】
　本開示技術の他の１つの態様は、ベースと、このベースに結合した少なくとも１つの支
持体と、この少なくとも１つの支持体に作動可能に結合した実質的に平坦な発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）パネルとを備えているデスクランプに関する。
【００４９】
　本開示技術の他の１つの態様は、フレームと、このフレーム内に配設された実質的に平
坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルとを備えた照明器具であって、フレームは、下部ア
センブリおよびこの下部センブリに結合した上部アセンブリを備え、下部アセンブリおよ
び上部アセンブリは、協働してフレーム内の複数のチャネルを形成し、下部アセンブリは
、背面およびこの背面上にある複数の取り付けタブを備え、取り付けタブは、（ｉ）取り
付けタブが実質的に背面と同一平面にある第１の収納位置と、（ｉｉ）取り付けタブが背
面に対して約９０度の角度で突出している第１の突出位置と、（ｉｉｉ）取り付けタブが
背面に対して約１８０度の角度で突出している第２の突出位置との間で設定される。
【００５０】
　１つの特徴によれば、取り付けタブは、下部アセンブリの背面と一体化的に形成されて
いる。
【００５１】
　１つの特徴によれば、取り付けタブは、下部アセンブリの背面からの切り抜き部として
形成されている。
【００５２】
　１つの特徴によれば、取り付けタブは、下部アセンブリの背面に作動可能に結合してい
る。
【００５３】
　１つの特徴によれば、取り付けタブは、固締具を受け入れるように構成された開口部を
形成している。
【００５４】
　１つの特徴によれば、照明器具は、取り付けタブを用いて平坦面に取り付けられるよう
に構成されている。
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【００５５】
　本開示技術の他の１つの態様は、フレームと、このフレーム内に配設された実質的に平
坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって、フレームは、下部アセンブリおよびこの
下部アセンブリに接合した上部アセンブリを備え、下部アセンブリおよび上部アセンブリ
は、協働してフレーム内の複数のチャネルを形成するパネルと、平坦面に装着されるよう
に構成された取り付け部材であって、フレームの下部アセンブリと係合するように構成さ
れた複数の係合部材を備える取り付け部材とを備えている、照明器具に関する。
【００５６】
　１つの特徴によれば、係合部材は、下部アセンブリの外エッジ内のスロットと係合する
ように構成された複数のＪフックを具備している。
【００５７】
　１つの特徴によれば、取り付け部材は、スライドロック機構を介してフレームの下部ア
センブリと解放可能な形で係合するように構成されている。
【００５８】
　１つの特徴によれば、取り付け部材は、外部接続箱と協働するように構成された中央開
口部を形成している。
【００５９】
　１つの特徴によれば、取り付け部材は、ＡＣ入力線を受け入れるように構成された中央
開口部を形成している。
【００６０】
　本開示技術の他の１つの態様は、フレームと、このフレーム内に配設された実質的に平
坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって、フレームは、下部アセンブリおよびこの
下部アセンブリに接合した上部アセンブリを備え、下部アセンブリおよび上部アセンブリ
は、協働してフレーム内の複数のチャネルを形成するパネルと、フレーム内の複数のチャ
ネルのうちの少なくとも１つの中に配設された電源回路であって、実質的に平坦なＬＥＤ
パネルを外部ＡＣ電源に電気的に接続するように構成された電源回路と、下部アセンブリ
の背面に隣接して配設された中央配線路であって、外部ＡＣ電源に電気的に接続した配線
を収容するように構成された中央配線路とを備えている照明器具に関する。
【００６１】
　１つの特徴によれば、中央配線路は、フレームの対面するエッジ間に配線するように構
成されている。
【００６２】
　１つの特徴によれば、中央配線路は、フレームの対面するエッジにあるチャネル内に配
設された電源に、外部ＡＣ電源を電気的に接続して配線するように構成されている。
【００６３】
　１つの特徴によれば、中央配線路は、下部アセンブリの背面に結合した背面カバーを備
えている。
【００６４】
　１つの特徴によれば、背面カバーは、外部ＡＣ電源に電気的に接続したＡＣ入力線を受
け入れるように構成された中央開口部を形成している。
【００６５】
　１つの特徴によれば、中央開口部は、突出穴として構成されている。
【００６６】
　本開示技術の他の１つの態様は、フレームと、このフレーム内に配設された実質的に平
坦な発光ダイオード（ＬＥＤ）パネルであって、フレームは、下部アセンブリおよびこの
下部アセンブリに接合した上部アセンブリを備え、下部アセンブリおよび上部アセンブリ
は、協働してフレーム内の複数のチャネルを形成するパネルと、フレーム内の複数のチャ
ネルのうちの少なくとも１つの中に配設された電源回路であって、実質的に平坦なＬＥＤ
パネルを外部ＡＣ電源に電気的に接続するように構成された電源回路と、フレーム内の複
数のチャネルのうちの少なくとも１つの中に配設された配線ボックスであって、外部ＡＣ
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電源に電気的に接続した配線を収容するように構成された配線ボックスとを備えている、
照明器具に関する。
【００６７】
　１つの特徴によれば、フレームの下部アセンブリは、外部ＡＣ電源からＡＣ入力線を受
け入れるように構成された開口部を形成している。
【００６８】
　１つの特徴によれば、照明器具は、開口部の上に配設されたカバーを備え、このカバー
は、外部ＡＣ電源に電気的に接続したＡＣ入力線を受け入れるように構成された中央開口
部を形成している。
【００６９】
　１つの特徴によれば、中央開口部は、突出穴として構成されている。
【００７０】
　１つの特徴によれば、フレームの少なくとも１つのエッジは、配線ボックスおよびこの
配線ボックスから離れた電源ボックスを形成している。
【００７１】
　１つの特徴によれば、照明器具は、下部アセンブリの背面に隣接して配設された中央配
線路を備え、中央配線路は、フレームの対面するエッジ間に配線するように構成されてい
る。
【００７２】
　１つの特徴によれば、中央配線路は、フレームの１つのエッジにある配線ボックスから
フレームの反対側のエッジまで配線するように構成されている。
【００７３】
　本発明のこれらの特徴およびさらに他の特徴は、以下の説明文および添付した図面を参
照すれば明らかになるであろう。説明文および図面では、本発明の特定の実施形態を、本
発明の原理を用いることのできるいくつかの方法を示すものとして詳細に開示しているが
、本発明が記載通りの範囲に限定されないことは理解されることである。むしろ本発明は
、本明細書に添付した特許請求の範囲の精神および用語に及ぶあらゆる変更、修正および
均等物を含むものである。
【００７４】
　１つの実施形態に関して説明かつ／または図示した特徴は、１つ以上の他の実施形態お
よび／もしくは他の実施形態の特徴と組み合わせたもの、または他の実施形態の特徴の代
わりに、同じようにまたは同様の方法で使用されてもよい。
【００７５】
　本明細書で使用した「具備する／具備している」という用語は、記載した特徴、完全な
もの、ステップまたは部品を明記するために用いているのであって、１つ以上の他の特徴
、完全なもの、ステップ、部品もしくはこれらを合わせたものの存在または追加を排除す
るものではないことを強調しておく。
【００７６】
　本発明の多くの態様は、以下の図面を参照するとさらによく理解できる。図面内の部品
は、必ずしも原寸通りではなく、本発明の原理を明瞭に説明することを強調するものであ
る。同じように、１つの図面に描かれた素子および特徴は、他の図面に描かれた素子およ
び特徴と組み合わさっていることがある。さらに、図面では、複数の図を通して同じ符号
はそれに該当する部分を指している。
【図面の簡単な説明】
【００７７】
【図１】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図１Ａ】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図１Ｂ】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図２】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図３】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
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【図４】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図５】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図６】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図６Ａ】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの図である。
【図７】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの背面図である。
【図８】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの一部の図である。
【図９】本開示技術の１つの態様による実質的に平坦なＬＥＤパネルの光学スタックを分
解して示す斜視図である。
【図１０】本開示技術の１つの態様による下部フレームアセンブリの分解して示す斜視図
である。
【図１１】図１０の下部フレームアセンブリの下面図である。
【図１２】本開示技術の１つの態様による上部フレームアセンブリの図である。
【図１３】図１０に示した例示的な内ブラケットの拡大図である。
【図１４】図１０に示した例示的な内ブラケットの拡大図である。
【図１５】本開示技術の１つの態様による、第１の位置にある例示的な取り付けタブの図
である。
【図１６】本開示技術の１つの態様による、第２の位置にある例示的な取り付けタブの図
である。
【図１７】本開示技術の１つの態様による、第３の位置にある例示的な取り付けタブの図
である。
【図１８】本開示技術の１つの態様による、第２の位置にある例示的取り付けタブの図で
ある。
【図１９】本開示技術の１つの態様による、第３の位置にある例示的な取り付けタブの図
である。
【図２０】本開示技術の１つの態様による例示的な取り付け部材の斜視図である。
【図２１】図２０の取り付け部材の側面図である。
【図２２】図２１の一部の拡大図である。
【図２３】本開示技術の１つの態様による例示的取り付け部材の図である。
【図２４】本開示技術の１つの態様による中央配線路の図である。
【図２５】本開示技術の１つの態様による中央配線路のカバープレートの斜視図である。
【図２６】本開示技術の１つの態様によるフレーム配線ボックスの図である。
【図２７】本開示技術の１つの態様による例示的突出ブラケットの斜視図である。
【図２８】本開示技術の１つの態様による配線ボックスを含む照明器具の下面図である。
【図２９】図２８の一部の拡大図である。
【図３０】本開示技術の１つの態様による例示的下部フレームアセンブリの分解斜視図で
ある。
【図３１】図３０の下部フレームアセンブリの平面図である。
【図３２】図３０に示した例示的な内ブラケットの拡大図である。
【図３３】図３０に示した例示的な分割器の拡大図である。
【図３４】本開示技術の１つの態様による例示的な下部フレームアセンブリの分解斜視図
である。
【図３５】本開示技術の１つの態様による例示的な下部フレームアセンブリの分解斜視図
である。
【図３６】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図３７】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図３８】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図３９】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図４０】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図４１】本開示技術の１つの態様による例示的電気コネクタの図である。
【図４２】例示的蛍光灯ソケットの図である。
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【図４３】例示的蛍光灯ソケットの図である。
【図４４】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図４５】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図４６】本開示技術の１つの態様による後付け方法を示す図である。
【図４７】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの前面斜視図である。
【図４８】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの背面斜視図である。
【図４９】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの側面図である。
【図５０】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの前面斜視図である。
【図５１】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの背面斜視図である。
【図５２】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの側面図である。
【図５３】本開示技術の１つの態様によるデスクランプの前面図である。
【図５４】本開示技術の１つの態様によるデスクランプを折り畳んだ状態を示す側面図で
ある。
【図５５】本開示技術の１つの態様によるデスクランプを折り畳んだ状態を示す斜視図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００７８】
　本開示技術の態様を明瞭かつ簡潔に説明するにあたり、図面は必ずしも原寸通りでない
ことがあり、いくつかの特徴を幾分概略的な形で示しているところがある。
【００７９】
　商業用照明システムの既存の照明器具は、安易に更新して旧式の照明器具を現代の部品
を組み入れた照明器具に取り換えたり、現代の部品を一新して劣化作用を逆行させたりす
ることはできない。従来の蛍光照明器具および入手可能な後付けキットは、既存の照明シ
ステムを更新するのに満足のいくものではない。なぜなら、とりわけ既存の照明器具は、
まず撤去されるか、または少なくとも、更新を実施できる以前に既存の照明器具から特定
の部品を撤去することで大幅に修正しなければならないからである。従来の蛍光照明器具
または入手可能な後付けキットを用いた後付けは、労力を要する上にプロセスが長く、こ
れによって後付けプロセスの業務作業が著しく煩雑になっている。後付けキットによって
は、部品の取り換えに使用する発光ダイオード（ＬＥＤ）を用いるように構成されている
ものもあるが、このようなキットは、より複雑な設備を必要とし、かつ／または所望の光
出力がそれほど得られない。
【００８０】
　本開示は、従来の蛍光照明器具および従来の後付けキットにまつわる欠点を認識した上
で、改良した照明器具、およびこれに関連する実質的に平坦なＬＥＤパネルを含む後付け
キットであって、様々な形状およびサイズに形成できる後付けキットを提供するものであ
る。後にさらに完全に記載するように、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、様々な取り換え
方法、独自の配設方法および後付け用途を支持する型のフォームファクタを提供する。エ
ッジ照明を有する実質的に平坦なＬＥＤパネルを設けることで、長さおよび幅に柔軟性が
あり、均一な光出力を提供する薄型パネルが構成できる。照明器具およびこれに関連する
後付けキットは、極めて多用途かつ配設が簡易な装置を提供するものである。
【００８１】
　次に、図１～９を参照すると、発光ダイオード（ＬＥＤ）パネル１２を有する照明器具
１０の例示的な実施形態が示されている。１つの実施形態では、ＬＥＤパネル１２は、実
質的に平坦なＬＥＤパネル（単にＬＥＤパネルと呼ぶこともある）である。様々な実施形
態の説明文と関連させて使用している「実質的に平坦なＬＥＤパネル」という用語は、パ
ネルの長さおよび幅よりも実質的に薄い厚みを有するＬＥＤパネルを含むという意味であ
る。このほか、「実質的に平坦なＬＥＤパネル」という用語は、厚みがわずかに均一では
ないＬＥＤパネル、例えば、照明パネルの厚みよりも大きな厚みを有するフレーム（全体
的に符号１４で表記）を備えているＬＥＤパネルや、フレームを備えていないＬＥＤ照明
パネルを含むという意味である。後にさらに完全に記載するように、照明器具およびこれ
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に関連する実質的に平坦なＬＥＤパネルを有する後付け照明キットを備えることで、用途
が極めて多様になり、既存の蛍光灯照明ユニットに後付けする用途などの様々な用途にお
ける配設が極めて簡易になる。
【００８２】
　前面から実質的に平坦なＬＥＤパネル１２を見ると、パネル１２は、フレーム１４、お
よびこのフレーム１４に囲まれた発光構造３０に分割することができる。フレーム１４は
、構造を支持し、ＬＥＤストリップ片３０などのＬＥＤパネルの部品および電源回路（全
体的に符号１６で表記）を含み、熱放散を行う。電源回路１６がＬＥＤドライバ、一体型
電源、制御回路などを備えることができることは理解されるであろう。一般に、フレーム
１４は細く、フレーム１４の様々な要件に従ったものであることが望ましい。ＬＥＤスト
リップ片３０に配線で接続した外付け変圧器ブロック（１６）を含んでいる図７～図８の
一実施形態では、フレーム１４の典型的な幅は、約４ミリメートルから約１０ミリメート
ルの範囲であり、さらに好ましくは約４ミリメートルから約８ミリメートルの範囲である
。しかしながら、これよりも著しく細いフレームを、超薄型ＬＥＤストリップ片などのコ
ンパクトな部品と一緒に用いてもよい。これよりも幅広いフレームを、機能またはデザイ
ンを検討するために使用してもよい。例えば図６Ａのフレーム１４は、比較的幅のある駆
動回路１６を収容するために、さらに広い領域をもっている。他の１つの例として、また
後にさらに完全に記載するように、フレームの外側の寸法を調整して、蛍光灯収容ユニッ
トのカバー、またはキャビネット内部の照明設備などの囲まれた空間内にきっちり収まる
ようにしてもよい。フレームの外エッジおよび内エッジは、同じ形状（例えば長方形）で
も異なる形状でもよい。フレームは、全辺が同じまたは実質的に同様の幅であってもよい
し、図６Ａのように辺によって異なる幅であってもよい。
【００８３】
　実質的に平坦なＬＥＤパネル１２を備えている照明器具１０は、長方形、その他の多角
形（例えば八角形）、円形および長円形のフォームファクタなどだがこれに限定されない
様々な寸法およびフォームファクタであってよい。例えば、照明器具１０は、サイズが約
２フィート（６０．９６ｃｍ）×４フィート（１２１．９２ｃｍ）（２フィート×４フィ
ート）の長方形とすることができ、これは、標準的な蛍光灯天井反射板のうちの小さい方
の例示的な寸法に相当する。他の１つの例示的な実施形態では、照明器具１０は、約１フ
ィート（３０．４８ｃｍ）×４フィート（１２１．９２ｃｍ）の寸法にすることができる
。さらに他の１つの例示的な実施形態では、照明器具１０は、カウンタの下またはキャビ
ネットの下を照明する用途に向けた標準の長さ（（１２インチ（３０．４８ｃｍ）、１８
インチ（４５．７２ｃｍ）、２４インチ（６０．９６ｃｍ）、３６インチ（９１．４４ｃ
ｍ）など）のサイズにすることができる。後付け方法は、任意の特定サイズの蛍光灯ユニ
ットに限定されないことは理解されるであろう。実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、本
発明の範囲を逸脱しない限り、どのようなサイズであってもよい。このようにサイズに融
通が利くことで、柔軟性が高まり、様々な用途に関連した使用ができるようになる。
【００８４】
　１つの例示的な実施形態によれば、照明器具１０は、フレーム１４と、このフレーム１
４内に配設された実質的に平坦なＬＥＤパネル１２と、フレーム１４内またはフレーム１
４に隣接して配設された電源回路（全体的に符号１６で表記）とを備え、電源回路１６は
、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２を外部電源（図示せず）に電気的に接続するように構
成されている。実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、比較的薄いユニット完成品の状態で
、明るく均一な光を供給するように構成することができる。例えば、１つの実施形態では
、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２の厚みは、約１．０インチ（２．５４ｃｍ）未満であ
る。他の１つの実施形態によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２の厚みは、約０．５
インチ（１．２７ｃｍ）未満である。
【００８５】
　図８および図９は、実質的に平坦なＬＥＤパネルが、フレームの少なくとも１つのエッ
ジに隣接して配設されたエッジ照明に沿った複数の層を備えている例示的な実施形態を示
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す。図示した例示的な実施形態では、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、光透過パネル２０
、例えば導光板またはその他のポリカーボネート板もしくはアクリル板を備え、この板は
、光透過パネル２０のエッジで受け入れた光を均等に分配するように構成されている。Ｌ
ＥＤアレイ（全体的に符号３０で表記）は、フレーム１４の少なくとも１つのエッジおよ
び光透過パネル２０に隣接して設けることができる。例えば、ＬＥＤストリップ片３０は
、フレーム１４の１つのエッジに隣接して（例えば、フレーム内のチャネル内に配設され
て）、かつ光透過パネル２０の１つのエッジに隣接して支持してもよい。このようにする
代わりに、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、フレーム１４の２つのエッジの中に組み
入れられているか、またはこの２つのエッジに少なくとも部分的に支持されている、ＬＥ
Ｄストリップ片３０を設けることができる。照明器具１０が長方形のフォームファクタを
有するさらに他の１つの例示的な実施形態では、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、フ
レーム１４の全４つのエッジの中に組み入れられているか、またはこの４つのエッジに少
なくとも部分的に支持されているＬＥＤストリップ片３０を設けることができる。ＬＥＤ
のサイズおよび位置は、ＬＥＤ素子の「発光寸法」の厚みが、光透過パネルの光入力エッ
ジと同じかまたはこれよりもわずかに薄くなるように決定することができ、これによって
極めて薄いプロファイルが可能になる。
【００８６】
　実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、散光フィルム２２を設けることができ、このフィ
ルムは、光透過パネル２０の第１の辺、例えば器具が天井照明用途向けに水平に取り付け
られる場合は光透過パネル２０の下に設けられる。外側散光フィルム２２は、均一な光出
力を供給するように構成され、任意の適切な材料で作製することができる。例えば、用途
がある場合、外側散光フィルム２２は、耐候性フィルムとする。外側散光フィルム２２は
、特定の用途に応じて、軟質フィルムまたは硬質の耐摩耗性フィルムとして構成すること
ができる。外側散光フィルム２２は、所望の用途に応じて防水性または防湿性を有するよ
うに作製する。
【００８７】
　実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、輝度向上フィルム（ＢＥＦ）２４を設けることが
でき、このフィルムは、光透過パネル２０の第２の辺、例えば器具が天井照明用途向けに
水平に取り付けられる場合は光透過パネル２０の上に設けられる。輝度向上フィルム２４
は、光を垂直軸に沿ってコリメートして、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２から出力され
る光全体を改善するように構成されている。１つの実施形態によれば、実質的に平坦なＬ
ＥＤパネルは、実質的に平坦なＬＥＤパネルの１つ以上のエッジに沿ってＬＥＤを特定の
配列にするように最適化し、複数のＢＥＦを備えるように構成する。この例示的な実施形
態では、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、光透過パネルを導光板の形態で設けることがで
き、第１のＬＥＤアレイが、導光板の第１の辺に隣接するフレームの第１の辺に組み入れ
られ、この第１のＬＥＤアレイは、第１の方向に沿って集中する光を発し、第２のＬＥＤ
アレイが、導光板の第２の辺に隣接するフレームの第２の辺に組み入れられ、この第２の
ＬＥＤアレイは、第１の方向とは逆方向である第２の方向に沿って集中する光を発する。
実質的に平坦なＬＥＤパネルは、導光板に隣接して配設されて、第１のＬＥＤアレイが発
する光をコリメートするように構成された第１の輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、第１の
ＢＥＦに隣接して配設されて、第２のＬＥＤアレイが発する光をコリメートするように構
成された第２のＢＥＦとを備えさせることができる。
【００８８】
　図９に戻ると、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、反射器２６を設けることができ、
この反射器は、ＢＥＦ２４の反対側、例えば器具が天井照明用途向けに水平に取り付けら
れる場合はＢＥＦ２４の上に設ける。反射器２６は、光透過パネル２０が発する光の一部
を、意図していた出力方向とは逆方向に戻すように設けられ、これによって全体の光出力
を高める。図示した例示的な実施形態では、実質的に平坦なＬＥＤパネル１２は、裏板２
８を備え、これは例えば、反射器２６の反対側に隣接して配設されるシート状の金属製裏
板である。金属（例えばアルミニウム）製フレーム（１４）と組み合わさったシート状金
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属製裏板２８は、ＬＥＤが発生させる熱を良好に消散させることができる。
【００８９】
　照明器具１０は、フレーム１４内に、フレーム１４に隣接して、またはフレーム１４の
外側に配設された電源回路１６を備え、電源回路１６は、実質的に平坦なＬＥＤパネル１
２を外部電源に電気的に接続するように構成されている。照明器具を蛍光灯天井照明の後
付け用途に用いる１つの例示的な実施形態では、電源回路１６は、ブロック型変圧器を備
え、この変圧器は、外部電源に直接電気的に接続するか、蛍光灯照明ユニットに連結した
ソケットを介して外部電源に直接電気的に接続するか（例えば図１６および図１７を参照
）、または蛍光灯照明ユニットに連結した安定器に直接電気的に接続するように構成され
ている。
【００９０】
　代替実施形態によれば、電源回路は、ＬＥＤドライバを設けることができ、このＬＥＤ
ドライバは、フレームの一部の中に組み入れられ、ＬＥＤを外部電源に電気的に接続する
ように構成される。この実施形態は、壁、キャビネットの下側などの平坦面に容易に取り
付けることのできる極めて薄型のフォームファクタを備えた照明器具を提供する役割を果
たすことが理解されるであろう。図５および図６に示したように、照明器具１０は、第１
および第２のＬＥＤストリップ片３０を備えるように構成することができ、このストリッ
プ片は、フレーム１４の対面する辺に、１対のＬＥＤドライバ１６の形態をした電源回路
と一緒に配置され、このＬＥＤドライバは、長方形のフレームの残りの１辺または２辺に
設けられている。図示した実施形態は、第１のＬＥＤアレイ（例えば、ＬＥＤストリップ
片３０）に電気的に接続され、この第１のＬＥＤアレイを制御するように構成された第１
のＬＥＤドライバ１６とともに、第２のＬＥＤアレイ（例えばＬＥＤストリップ片）に結
合され、この第２のＬＥＤアレイを制御するように構成された第２のＬＥＤドライバ１６
を示している。
【００９１】
　図６Ａは、代替の照明器具１０を示し、この照明器具は、フレーム１４の対面する辺（
例えば、図６に示す向きでのフレームの上側とフレームの下側）に配設された第１および
第２のＬＥＤストリップ片３０と、フレームの残りの辺に配設された１対のＬＥＤドライ
バ１６とを備えている。この残りの辺は、ＬＥＤストリップ片を含んでいる辺よりも広く
、より大きいＬＥＤドライバ（例えばＰＣＢを取り付けた変圧器およびその他のドライバ
部品）を収容できるように形成されている。
【００９２】
　後にさらに完全に考察するように、様々な設備にうまく適合する照明キットを提供する
ことが望まれることが理解されるであろう。一般に、平坦なＬＥＤパネルをデザインする
際は、光学スタックおよびＬＥＤを最適化して、意図した用途の光学的な要件を満たし、
想定していたフォームファクタおよび平坦なＬＥＤパネルのドライバ仕様を念頭に置かな
ければならない。「普遍的な」照明キットを提供する際に、比較的容易なのは、中核とな
る光学アセンブリを変更することなくフレームデザインを修正して、例えば、フォームフ
ァクタまたはこれに関連する部品のバリエーションが少ない照明キットの別のバージョン
を提供することである。
【００９３】
　実質的に平坦なＬＥＤパネルは、様々な色および／または色温度の出力端子を有する複
数のＬＥＤを設けることができる。例えば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、所定の色温
度の出力端子を有する白色ＬＥＤを設けることができる。他の１つの実施形態によれば、
実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数のカラーＬＥＤ（例えば、赤色出力端子、緑色出力
端子および青色出力端子を有するＬＥＤ）を設けることができ、このカラーＬＥＤは、給
電されると協働して白光を生成するように構成される。複数のカラーＬＥＤの場合、照明
器具は、カラーＬＥＤに選択的に給電して可変的な色温度の光出力を供給するように構成
された制御回路を備える。この制御回路は、実質的に平坦なＬＥＤパネルが発する光の強
度を制御するように構成することもでき、これによって調光機能を提供する。
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【００９４】
　１つの実施形態によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの少なくとも１つ
のエッジに隣接して配設されたＬＥＤストリップ片を１つ以上備え、このＬＥＤストリッ
プ片は、適切な電気コネクタを介して電源回路に取り外し可能なように接続される。この
構成により、実質的に平坦なＬＥＤパネル内にある１つ以上のＬＥＤストリップ片を容易
に取り換えられることが理解されるであろう。例えば、ＬＥＤが故障したり焼損したりし
た場合でも、ＬＥＤストリップ片は、器具全体を取り換えることなく容易に取り換えるこ
とができる。このほか、照明器具の色出力は、ＬＥＤストリップ片を１つ以上交換するこ
とで変更できる。例えば、白色ＬＥＤのストリップ片を取り除き、白色ＬＥＤのストリッ
プ片をカラーＬＥＤに取り換えることで、イルミネーション効果を達成できる。
【００９５】
　平坦なＬＥＤパネル内のＬＥＤストリップ片を１つ以上取り換えるのを容易にするため
に、フレームには、取り外しできるか、あるいは残りのフレームから分離できる１つ以上
のセクションを設けることができる。例えば、ＬＥＤストリップ片を含んでいるフレーム
のカバーセクションは、残りのフレームに対するヒンジ式接続部、および引っ張りタブを
設けていてよい。ユーザは、フレームのカバーセクションを引っ張って開けて、取り換え
のためにＬＥＤストリップ片のカバーを取る。
【００９６】
　１つの実施形態によれば、照明器具は、フレームを支持面に取り付ける（例えば取り外
し可能なように、または恒久的に取り付ける）ように構成された少なくとも１つの取り付
け部材を備えている。取り付け部材は、所望の用途に応じて多数の形態をとってよいこと
が理解されるであろう。例えば、取り付け部材は、フレームを、壁などの実質的に垂直な
支持面に取り付けるように構成することができる。この場合、取り付け部材は、照明器具
を家の内壁、ホテルの内壁、ガレージの内壁などに固定するように構成された適切なクリ
ップ、ブラケットなどを設ける。他の１つの例示的な実施形態では、取り付け部材は、フ
レームを、天井、キャビネットの下側などの実質的に水平な支持面に取り付けるように構
成することができる。その他の用途例としては、吹き抜け照明、非常用照明（任意にバッ
テリのバックアップを含む）、小室用のタスク照明、カウンタ下の照明（例えば、台所の
作業領域および食器棚内の照明）、家庭用または商業用のガレージ照明、小売店の棚用の
照明、水槽の照明などがあるが、これらに限定されない。後にさらに完全に記載するよう
に、照明器具は、既存の蛍光灯照明ユニットに後付けするための後付けキットに用いるこ
とができる。
【００９７】
　取り付け部材は、用途に合わせることができる。平坦なＬＥＤパネルがメンテナンスま
たは取り換えのために全体を撤去されることが予想される用途では、分解可能な取り付け
部材を選択すべきである。一方、通常は平坦なＬＥＤパネル全体を撤去しないと予想され
るが、ＬＥＤストリップ片などの部品を取り換えるメンテナンスをする可能性がある場合
、最も重要な検討事項は、取り付けの物理的な安全対策であろう。例えば、蛍光灯天井照
明器具に表面実装するように設計された平坦なＬＥＤパネルの後付けキットの場合、地震
の安全基準を満たしている安全な取り付け方法を用いるべきである。
【００９８】
　照明器具は、複数の照明器具と一緒に配列および／または配設されることができ、この
場合、主要な照明器具は、外部電源に電気的に接続され、その他の照明器具は、主要な照
明器具を用いて外部電源に接続する（いわゆる「デイジーチェーン接続」）ことができる
ことが理解されるであろう。
【００９９】
　次に、図１０～図３５を見ながら、照明器具１０を壁などの平坦面、駐車場内などの天
井、キャビネットの下側などに容易に取り付けることのできる実施形態について考察して
いく。これらの特徴および実施形態について、照明器具を平坦面に取り付ける方法に関連
付けて考察するが、これらの特徴は、後付け用途にも同じように適用可能であることは理
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解されるであろう。これらの実施形態では、電源回路は、フレーム１４の一部の中に組み
入れられるか、あるいはこの中に配置することができる。ただし、これらの実施形態は、
外部電源と一緒に用いられてもよいことは理解すべきである。
【０１００】
　本願で考察したその他の１つ以上の実施形態と一緒に実装してよい１つの実施形態によ
れば、フレームは、下部アセンブリ６０（下部フレームアセンブリ、下部パネルまたは下
部パネルアセンブリとも呼ぶ）およびこの下部アセンブリ６０に（例えば、ネジなどの適
切な固締具により、またはスナップフィットにより）作動可能に結合した上部アセンブリ
６２（上部フレームアセンブリ、上部パネルまたは上部パネルアセンブリとも呼ぶ）を備
えている。後にさらに完全に考察するように、下部アセンブリ６０および上部アセンブリ
６２は、協働してフレーム内に複数のチャネルを形成する。これらのチャネルは、電源回
路（電源およびこれに関連する駆動回路を含む）、配線、ＬＥＤアレイなどを収容あるい
は支持できる。
【０１０１】
　前述したように、下部アセンブリ６０に作動可能に結合した上部アセンブリ６２ででき
たフレーム１４は、本発明の範囲を逸脱しない限り、様々なフォームファクタおよび寸法
を採用してよい。例えば、フレームは、約２フィート（６０．９６ｃｍ）×約２フィート
（６０．９６ｃｍ）（２フィート×２フィート）、約１フィート（３０．４８ｃｍ）×約
２フィート（６０．９６ｃｍ）（１フィート×２フィート）、約１フィート（３０．４８
ｃｍ）×約４フィート（１２１．９２ｃｍ）（１フィート×４フィート）などにすること
ができる。
【０１０２】
　下部アセンブリ６０は、下部アセンブリの中央領域が、実質的に平坦なＬＥＤパネル１
２の光学部品の背後にわたって配設されるように構成される。下部アセンブリ６０は、下
部パネル６２を備え、この下部パネルは、下部パネル６２の内側エッジ内に１つ以上のブ
ラケット６６、６８を受け入れるように構成されており、これによって下部アセンブリ６
０を形成する。
【０１０３】
　例えば、図１０に示した例示的な実施形態は、下部パネルの２つの対面するエッジ（例
えば、電源および／または駆動回路を収容あるいは支持するエッジ）にある１対のブラケ
ット６６を示している。図示した例示的な実施形態では、下部アセンブリ６０の他の２つ
の対面するエッジは、ＬＥＤストリップ片またはアレイを支持するように構成された１対
の内側ブラケット６８を備えている。後にさらに完全に考察していくように、下部パネル
６２は、これに連結される取り付け板またはその他の取り付け構造の係合部材を受け入れ
るように構成された２セットのスロットを備えるあるいは形成することができる。
【０１０４】
　図１３は、内側ブラケット６６の第１の対の例示的な実施形態を示す。内側ブラケット
６６の第１の対の各々の内側ブラケット６６は、フレームの対面するエッジに電源を含ん
でいるチャネルのエッジ面となる下部を形成するように構成されている。図１３に示した
実施形態では、Ｌ型内側ブラケット６６の狭い方の脚部は、照明器具の背後で電源ボック
スを中央領域から分離するように構成されている。中央スロット７０は、開口部となり、
この開口部にＡＣ入力線を通して電源ボックスとフレームアセンブリの中央領域との間を
配線する。例えば、この線は、この穴を通って中央配線路に配線することができる（これ
については後にさらに完全に記載）。内側ブラケット両端の切り欠き領域は、開口部とな
るように構成され、この開口部を通して電源から来るＤＣ出力線を配線して、フレームの
他の２つのエッジにあるＬＥＤストリップ片に接続する。
【０１０５】
　図１４は、内側ブラケット６８の第２の対の例示的な実施形態を示す。図示した例示的
な実施形態では、各々のブラケット６８は、下部パネル６２と協働してＬＥＤストリップ
片を保持し、ＬＥＤストリップ片をフレームの１つのエッジに取り付けるように構成され
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ている。各々の内側ブラケットに凹状領域７２があることで、内側ブラケットを取り付け
てフレームアセンブリの辺に係合させることができる。下部パネルの内エッジにある係合
部材は、各々の内側ブラケット６８の凹状領域７２に係合できる。
【０１０６】
　１つ以上の実施形態によれば、下部アセンブリ６２は、１つ以上の取り付けタブ８０を
設けることができる。取り付けタブ８０は、下部アセンブリ６０の一部（例えば、可動式
または再配置可能な下部アセンブリ６０の切り抜き部分）と一体的に形成することができ
る。このようにする代わりに、取り付けタブ８０は、下部アセンブリ６０に作動可能に結
合されてもよい。図１５～図１９に示したように、取り付けタブ８０は、少なくとも３つ
の位置のうちの１つに位置付けされるように構成することができ、３つの位置とは、（１
）収納位置、中立位置または初期位置（図１５）、（２）９０度の位置（下部アセンブリ
の背面に対して約９０度の角度で折れ曲がっているかあるいは設置されている位置）（図
１６および図１８）、および（３）１８０度の位置（下部アセンブリの背面に対して約１
８０度の角度で折れ曲がっているかあるいは設置されている位置）（図１７および図１９
）である。
【０１０７】
　取り付けタブ８０は、長方形の形状でもよいし、または別の都合のよい形状であっても
よい。図１８～図１９からわかるように、取り付けタブ８０は、ネジなどの適切な固締具
を受け入れるように形成された取り付け開口部８２を備えているかあるいは形成している
。取り付けタブ８０は、９０度の位置にある取り付けタブにワイヤーハンガーを固定して
、吊り下げ照明器具になるようにするなどして、他の固締具と協働するように構成しても
よいことは理解されるであろう。また、取り付けタブを備えることで、照明器具から１８
０度の位置に延出している取り付けタブに貫通させたネジを使用して照明器具を壁面に固
定するなどして、取り付け固締具を照明器具のフレームに貫通させることなく、照明器具
を平坦面に向かって取り付けることが可能になることも理解されるであろう。
【０１０８】
　このようにする代わりに、取り付けタブ以外の機構（蛍光灯収容ユニット内への後付け
など）を使用して照明器具を支持面に取り付ける実施形態では、取り付けタブは、取り付
け開口部にワイヤーを挿入して照明器具を固定して、耐震基準を満たすために使用しても
よい。
【０１０９】
　本願で考察した１つ以上の他の実施形態と一緒に実装してよい他の１つの例示的な実施
形態によれば、照明器具は、照明器具を平坦面に取り付けるための取り付け板９０の例示
的な実施形態である取り付け部材を備えるか、あるいはこの取り付け部材に連結すること
ができる。取り付け板は、フレームの下部アセンブリのサイズおよびフォームファクタと
およそ一致するサイズおよびフォームファクタになることは理解されるであろう。
【０１１０】
　取り付け板は、壁、天井またはキャビネットの下側などの取り付け面に固定するかある
いは留めるように構成されている。例えば、図２０に示すように、取り付け板は、ネジな
どの適切な固締具を受け入れるのに適した複数の取り付け開口部９２を備えるかあるいは
形成する。取り付け板９０は、下部アセンブリ６０と協働してこの下部アセンブリと解放
可能な形で係合して（例えば、スライドロック機構を用いて）、照明器具を平坦面に取り
付けるように構成されている。例えば、図２０～図２２に示すように、取り付け板９０は
、複数の係合部材９４（例えば、取り付け板の対面するエッジで対になったＪフック）を
設けることができる。これらの係合部材９４は、（例えば、スライドロックの関係を介し
て）下部パネルの外側エッジで一連のスロットと係合するように構成することができる。
ユーザは、最初に取り付け板を面に固定することで、取り付け板を用いてこの面に照明器
具を取り付け、その後、照明器具を取り付け板に係合させる。
【０１１１】
　取り付け板９０は、中央開口部９６を設けて中央に配線を入れる箇所を設けるように構
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成することができる。中央開口部９６は、外部接続箱（例えば、天井に既存の外部接続箱
）に当接するようなサイズに構成されている。１つの実施形態によれば、取り付け板９０
は、照明器具の背面でカバーとして機能させることができる。
【０１１２】
　取り付け部材は、他の形態であってもよいことは理解されるであろう。例えば、図２３
に示すように、取り付け部材９８は、複数部材からなる構造の形態であってもよい。取り
付け部材は、前述したような係合部材を設けることができる。取り付け部材９８は、図２
１に関して前述した取り付け部材のように、中央開口部も形成している。この構成は、よ
り柔軟で軽量な取り付けの選択肢を提供できることが理解されるであろう。本開示技術の
範囲を逸脱しない限り、他の取り付け部材の構成を用いてもよい。
【０１１３】
　図２０～図２３に関して記載したような取り付け部材を備えることで、照明器具を取り
付けたときは、取り付け機構がユーザには見えなくなるという表面の見栄えがよい取り付
けが可能になることが理解されるであろう。
【０１１４】
　次に、図２４～図２５を見ると、本願で考察した１つ以上の他の実施形態と一緒に実装
してもよい他の１つの例示的な実施形態によれば、下部アセンブリは、中央配線路（全体
的に符号１００で表記）を備えるように構成することができる（図１１も参照）。中央配
線路１００は、ＡＣ入力線を受け入れて装着するとともに、ＡＣ入力線を単一の電源また
は中央配線路１００の両端にある複数の電源に（電源が複数の場合はその電源同士の間に
）配線するための配線経路として作用するための場所を提供するように構成されている。
【０１１５】
　中央配線路１００は、下部アセンブリの背面に作動可能に結合した保護カバー１０２で
形成することができる。１つの実施形態によれば、中央配線路１００は、外部ＡＣ電源に
電気的に接続されたＡＣ入力線を受け入れるように形成された突出穴などの中央開口部１
０４を備えるかあるいは形成する。他の１つの実施形態によれば、中央配線路１００は、
中央開口部のない状態であってもよい。
【０１１６】
　保護カバー１０２は、下部アセンブリの背面と協働して、フレームのエッジへまたはエ
ッジから配線するためのチャネルを提供することができる。例えば、１セットのＡＣ配線
（アース用と電源用）は、中央配線路を通ってフレームの１つのエッジにある電源につな
げることができる。２つの電源がフレームの対面するエッジにある一実施形態では、別の
１セットのＡＣ配線をその電源から逆方向に戻って配線して、フレームの反対側のエッジ
にある第２の電源にＡＣ電力を供給することができる。このようなＡＣ入力線の配置にす
ると、フレームの１つのエッジに電源があるか、または２つの対面するエッジに電源があ
る照明器具の構成と適合可能になるため、柔軟な設計ができることが理解されるであろう
。
【０１１７】
　代替実施形態では、中央配線路内のＡＣ配線は、スプリッタを設けることができる。こ
れによって、２セットのＡＣ電源配線を提供し、この配線を中央開口部から両方向に配線
してＡＣ電源を両電源に供給でき、電源間に追加の配線をする必要がない。
【０１１８】
　中央配線路１００は、中央開口部１０４の脇に、中央配線路を通って配線したＡＣ配線
を接地するための接地ネジ１０６を設けることができる。
【０１１９】
　次に、図２６～図３１を見ると、本願で考察した１つ以上の実施形態と組み合わせてよ
い他の１つの例示的な実施形態によれば、フレーム１４は、配線ボックス１１０を備える
ように構成され、この配線ボックスがフレームのエッジでＡＣ配線を受け入れる。配線ボ
ックス１１０は、フレームの一部に適合するサイズであるシェルまたはその他の保護構造
体を設けることができる。フレームの下部アセンブリの背面の一部は、配線ボックス１１



(29) JP 2014-527255 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

０のサイズおよび形状とおよそ一致する開口部１１２（アクセス用開口部とも呼ぶ）を形
成できる。配線ボックス１１０は、突出穴（突出開口部とも呼ぶ）１１６または外部電源
からＡＣ電力を受け入れるためのその他の開口部を有するカバー（突出ブラケットとも呼
ぶ）１１４を設けることができる。フレームは、フレームの他のエッジへまたは他のエッ
ジから配線するための（中央開口部のない）中央配線路を備えるように構成することがで
きることが理解されるであろう。
【０１２０】
　突出ブラケット１１４は、配線ボックス１１０へのアクセスを提供し、配線ボックス１
１０の外部にあるＡＣケーブルを入れる場所を提供して、接続箱のカバーのように作用す
る。突出ブラケットを介して照明器具に結合できるＡＣ電線管の例が、商標名Ｒｏｍｅｘ
（商標）を使用して供給され、広く使用されている非金属の被覆ケーブルである。この種
のケーブルは、突出ナットを用いて突出ブラケットの突出部内に固定することができる。
突出ブラケット１１４は、突出開口部１１６に隣接する接地ネジを設けることができる。
【０１２１】
　１つの例示的な実施形態によれば、突出ブラケット１１４は、アクセス開口部内で、下
向きにずれたフランジ１１８によって一方の端部を固定し、下向きにずれたフォーク１２
０によって他方の端部を固定することができ、フォークは、このフォークの間に開口部の
あるタブ１２２を備え、このタブは、ブラケットの主な胴部と実質的に同一平面上にある
。例示的な実施形態によれば、下部パネルのエッジにある切り抜き部（アクセス開口部）
内に突出ブラケット１１４を挿入するために、ユーザは、アクセス開口部の1辺に隣接す
る平坦な照明具の背面パネルの下にフランジ１１８を挿入し、ブラケットの他方の端部を
アクセス開口部の切り抜き部の中で回転させ、その後、突出ブラケットのフォーク状端部
１２０をアクセス開口部の切り抜き部の他方の端部の下にスライドさせ、開口部のあるタ
ブ１２２がパネルのエッジ面の上に残る状態にする。このようにすると、突出ブラケット
１１４は、開口部のあるタブでネジを用いて下部パネルアセンブリに固定することができ
る。
【０１２２】
　突出ブラケットは、配線ボックスをカバーして保護し、外部ケーブルも配線ボックス内
のＡＣ配線も支持するための頑丈な構造を提供することが理解されるであろう。突出ブラ
ケットは、接続箱のカバーに使用された材料と同様の材料、その他の任意の適切な材料で
作製される。
【０１２３】
　図２４～図２５の中央配線路１００および図２６～図２９のエッジ配線ボックス１１０
は、ＡＣ入力線を受け入れ、照明器具内の電源に配線するための設計上の選択肢を提供す
るものである。例えば、中央配線路は、ＡＷＧ（アメリカンワイヤゲージ）システムに応
じて１６本のゲージ線または１８本のゲージ線を受け入れて配線するように構成すること
ができる。この配線は、公称直径が０．１０２～０．１２９ｃｍの範囲であり、定格の電
流容量（安全に電流が流れるアンペア容量）が１０～１３ａｍｐｓとなっており、これは
、例えば北米で使用される１２０ボルトのＡＣ電源の供給など、住宅用電力設備に適した
ものである。他の１つの例として、頑丈な接続箱のような構成をしたエッジ配線ボックス
は、公称直径がおよそ０．２０５ｃｍであり、定格容量が２３ａｍｐｓであるこれよりも
重い１２本のゲージ線（ＡＷＧ）を受け入れてもよい。この配線は、例えば北米の商業用
照明および工業用照明に一般的な、２７７ボルトのＡＣ電源の供給など、商業用電力設備
で使用されることが多い。
【０１２４】
　本願に記載した１つ以上の他の実施形態と組み合わせてよい。図３０～図３３に示した
例示的な実施形態によれば、下部アセンブリ１３０は、（内側ブラケット１３２および下
部パネル１３６によって少なくとも部分的に形成された）電源用の２つのチャネルに、内
側チャネル分割器１３４を設けることができ、この分割器は、電源用コンパートメントと
ＡＣ入力線用コンパートメントとの間のフレームの１つのエッジ内でチャネルを分割し、
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この１つのコンパートメントを互いに隔離する。１つの実施形態によれば、この分割器１
３４は、フレームの１つのエッジ内の中央からずれて位置し、配線ボックスよりも電源の
方が長いコンパートメントを提供する。
【０１２５】
　この例示的な実施形態では、内側ブラケット１３２は、内側チャネルまたはシェルを形
成し、これが配線を配線ボックス内に閉じ込め、配線ボックスおよび電源ボックスを外力
から保護する。シェルは、その内壁面にスロットを設けて、ＡＣ配線がシェルから中央配
線路まで通れるようにしている。
【０１２６】
　寸法が２フィート（６０．９６ｃｍ）×２フィート（６０．９６ｃｍ）の例示的なフレ
ームに関して上記の特徴を記載したが、同様の構成を、１フィート（３０．４８ｃｍ）×
１フィート（３０．４８ｃｍ）、１フィート（３０．４８ｃｍ）×２フィート（６０．９
６ｃｍ）、１フィート（３０．４８ｃｍ）×４フィート（１２１．９２ｃｍ）など、他の
寸法およびフォームファクタ向けに使用できることは理解されるであろう。例えば、図３
４は、１フィート（３０．４８ｃｍ）×２フィート（６０．９６ｃｍ）の照明器具に対す
る例示的下部アセンブリを示す。このフレームアセンブリの特徴は、寸法を除いて、前述
の２フィート（６０．９６ｃｍ）×２フィート（６０．９６ｃｍ）の実施形態の特徴と全
般的に同じである。この例示的な実施形態では、ＬＥＤストリップ片は、フレームの長い
方のエッジに沿って広がっているのに対し、電源はフレームの短い方のエッジに沿って広
がっている。
【０１２７】
　図３５は、例示的な１フィート（３０．４８ｃｍ）×４フィート（１２１．９２ｃｍ）
の照明器具に対する下部アセンブリを示す。この例示的な実施形態では、下部パネルの短
い方のエッジには部品がない。これらのエッジにあるエッジブラケットは、実質的に平坦
なＬＥＤパネルに対する構造的なバリアの役割を果たしているだけである。この例示的な
実施形態では、寸法の長いエッジ領域のうちの一方は、反対側の寸法の長いエッジ領域よ
りも幅が広い。なぜならこのエッジ領域のうちの一方は、２つの電源を支持しているのに
対し、他方のエッジ領域は１対のＬＥＤストリップ片を支持しているからである。
【０１２８】
　前述したように、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、多数の用途に取り入れることができ
る。例えば、ここで図３６～図４６を見ながら、後付け照明キット、および例えば蛍光灯
天井照明器具（「反射板」）などの蛍光灯収容ユニットへの後付け方法を説明する。後付
け照明キットは、多用途であることが理解されるであろう。例えば、後付け照明キットは
、標準の散光器である反射板（例えば図３６を参照）と一緒に、また、アルミめっきした
反射器である反射板と一緒に用いられることができる。
【０１２９】
　考察する目的で、後付けする蛍光灯照明ユニットは、収容ユニットと、１つ以上の蛍光
灯ソケットと、この収容ユニット内に配置される安定器とを備えていることが理解される
であろう。また、説明する目的で、後付けする蛍光灯収容ユニットは、上部展開部または
上部分および下部展開部または下部分を備えている。蛍光灯収容ユニットの下部展開部は
、所与の形状およびサイズである周縁を備えている。例えば、この周縁は、標準の蛍光灯
天井反射板にみられるように、約２フィート（６０．９６ｃｍ）×４フィート（１２１．
９２ｃｍ）（２フィート×４フィート）とすることができる。他の１つの例示的な実施形
態では、周縁は、１フィート（３０．４８ｃｍ）×４フィート（１２１．９２ｃｍ）とす
ることができる。さらに他の１つの例示的な実施形態では、周縁は、４フィート（１２１
．９２ｃｍ）×４フィート（１２１．９２ｃｍ）とすることができる。後付け方法は、特
定サイズの蛍光灯ユニットに限定されない。実質的に平坦なＬＥＤパネルは、本発明の範
囲を逸脱しない限り、どのようなサイズであってもよい。
【０１３０】
　後付けキットおよび後付け方法を、立体形状および構成が異なる反射板に関して記載し
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ているが、後付けキットの好適な実施形態では、後付けキットを様々に異なる反射板に取
り付けるのに適切なハードウェアを備えて、実際に「普遍的な」取り付けキットを提供す
る。
【０１３１】
　照明キット（後付けキットとも呼ぶ）は、形状およびサイズがおよそ収容ユニットの下
部展開部の周縁の所与の形状およびサイズである実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ
）パネルと、この実質的に平坦なＬＥＤパネルを電源に電気的に接続するように構成され
た電源回路と、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯照明ユニットの収容ユニットに結合
するように構成された少なくとも１つの係合部材とを備えている。
【０１３２】
　実質的に平坦なＬＥＤパネルは、上記の１つ以上の特徴を用いる。実質的に平坦なＬＥ
Ｄパネルは、形状およびサイズがおよそ蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁の所与の
形状およびサイズであるフレームを備えている。前述したように、実質的に平坦なＬＥＤ
パネルは、フレームを備えるとともに、このフレームの少なくとも１つのエッジに隣接し
て配置されたエッジ照明に沿った複数の層も設けることができる。例えば、実質的に平坦
なＬＥＤパネルは、光透過パネルと、フレームの少なくとも１つのエッジおよび光透過パ
ネルに隣接して配置されたＬＥＤアレイと、光透過パネルの下に設けた散光フィルムと、
光透過パネルの上に配置された輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、ＢＥＦの上に設けた反射
器とを備えている。
【０１３３】
　実質的に平坦なＬＥＤパネルは、光透過パネル、例えば、導光板またはその他のポリカ
ーボネート板もしくはアクリル板であって、光透過パネルのエッジで受けた光を均等に分
配するように構成されているパネルを備えている。ＬＥＤアレイは、フレームの少なくと
も１つのエッジおよび光透過パネルに隣接して設けている。例えば、ＬＥＤストリップ片
は、フレームの１つのエッジに隣接して（例えば、フレームのチャネル内に配置されて）
、かつ光透過パネルの１つのエッジに隣接して支持されている。このようにする代わりに
、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの２つのエッジの中に組み入れられているか
、またはこの２つのエッジによって少なくとも部分的に支持されているＬＥＤストリップ
片を設けることができる。照明器具が長方形のフォームファクタを有するさらに他の１つ
の例示的な実施形態では、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの全４つのエッジの
中に組み入れられているか、またはこの４つのエッジによって少なくとも部分的に支持さ
れているＬＥＤストリップ片を設ける。ＬＥＤのサイズおよび位置は、ＬＥＤ素子の「発
光寸法」の厚みが、光透過パネルの光入力エッジと同じかまたはこれよりもわずかに薄く
なるように決定することができ、これによって極めて薄いプロファイルが可能になる。
【０１３４】
　１つの実施形態によれば、少なくとも１つの係合部材は、実質的に平坦なＬＥＤパネル
を収容ユニットの周縁の上に結合するように構成されている。例えば、後付けキットは、
収容ユニットの周縁の上にスナップオン方式による取り付けを容易にするクランプを設け
る。
【０１３５】
　他の１つの実施形態によれば、少なくとも１つの係合部材は、実質的に平坦なＬＥＤパ
ネルを収容ユニットの下部展開部の周縁内に結合するように構成されている。例えば、後
付けキットは、収容ユニットの下部展開部の周縁内への取り付けを容易にするために適切
なテンションクランプまたはホールドダウンクランプを設けることができる。このように
する代わりに、実質的に平坦なＬＥＤパネルのフレームは、クランプなどの追加の固定具
を使用することなく、収容ユニットの下部展開部の周縁に嵌まるようなサイズにする。こ
の実施形態では、収容ユニットの下部展開部の周縁は、厚みのあるチャネルを設けること
ができ、実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁
沿いのチャネルの厚みとおよそ等しくなる。
【０１３６】



(32) JP 2014-527255 A 2014.10.9

10

20

30

40

50

　１つの実施形態では、少なくとも１つの係合部材は、実質的に平坦なＬＥＤパネルを収
容ユニットの下部展開部にヒンジを用いて取り付ける。他の１つの実施形態では、収容ユ
ニットは、ヒンジを用いて本体に接続されたカバーを設けることができ、少なくとも１つ
の係合部材は、実質的に平坦なＬＥＤパネルをこのカバーに結合するように構成すること
ができ、その結果、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、カバーを介して蛍光灯収容ユニット
の本体にヒンジを用いて取り付けられる。この実施形態では、カバーは、このカバーの周
縁沿いのチャネルを形成でき、このチャネルは厚みがあり、実質的に平坦なＬＥＤパネル
の厚みは、カバーの周縁沿いのチャネルの厚みとおよそ等しい。
【０１３７】
　他の１つの例示的な実施形態によれば、蛍光灯照明ユニットは、収容ユニットに接続さ
れた反射グリッドを設けることができ、係合部材は、実質的に平坦なＬＥＤパネルを反射
グリッドの上に結合するように構成されている。このようにする代わりに、蛍光灯照明ユ
ニットは、収容ユニットに接続された反射グリッドを設けることができ、係合部材は、実
質的に平坦なＬＥＤパネルを反射グリッドの上にある収容ユニットに結合するように構成
されている。
【０１３８】
　照明キットは、ブロック型変圧器の形態で電源回路をさらに設けることができる。後に
さらに完全に記載するように、ブロック型変圧器は、蛍光灯収容ユニットに連結した安定
器をバイパスすることで、実質的に平坦なＬＥＤパネルを、蛍光灯照明ユニットに連結し
た電源に電気的に接続することができる。このようにする代わりに、電源回路は、実質的
に平坦なＬＥＤパネルを、蛍光灯収容ユニットに連結した安定器に電気的に接続するよう
に構成することができる。他の１つの実施形態によれば、電源回路は、実質的に平坦なＬ
ＥＤパネルのフレームの中に組み入れられた変圧器を備えている。
【０１３９】
　１つの実施形態では、電源回路は、実質的に平坦なＬＥＤパネルを少なくとも１つの蛍
光灯ソケットに電気接続するように構成された少なくとも１つの電気コネクタを備えてい
る。例えば、電気コネクタは、蛍光灯ソケットに嵌まるように構成された１対の突起部を
備えるように構成することができる（例えば図４１および図４２を参照）。このようにす
る代わりに、電気コネクタは、蛍光灯ソケットと結合するように構成することができ、こ
の場合、コネクタは、挿入され、その場でロックするように回される（例えば図４３を参
照）。
【０１４０】
　前述の後付け照明キットは、上部展開部および下部展開部を有する蛍光灯収容ユニット
（例えば反射板）に後付けする方法と合わせて用いることができ、下部展開部の周縁は、
所与の形状およびサイズである。後付け方法は、実質的に平坦な発光ダイオード（ＬＥＤ
）パネルを提供することを含むことができ、実質的に平坦なＬＥＤパネルの形状およびサ
イズは、およそ蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁の所与の形状およびサイズである
。実質的に平坦なＬＥＤパネルは、蛍光灯収容ユニットに連結した電源に電気的に接続す
ることができ、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、蛍光灯収容ユニットに取り付けることが
できる。
【０１４１】
　前述したように、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、形状およびサイズがおよそ蛍光灯収
容ユニットの下部展開部の周縁の所与の形状およびサイズであるフレームを備え、実質的
に平坦なＬＥＤパネルは、（例えば、ホールドダウンクランプまたはテンションクランプ
などの適したクランプを用いて）蛍光灯収容ユニットの周縁の上に取り付けられる。この
ようにする代わりに、取り付けステップは、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容ユ
ニットの下部展開部の周縁内に取り付けることを含む。この実施形態では、蛍光灯収容ユ
ニットの下部展開部の周縁は、厚みのあるチャネルを設けることができ、実質的に平坦な
ＬＥＤパネルの厚みは、蛍光灯収容ユニットの下部展開部の周縁沿いのチャネルの厚みと
およそ等しくなる。
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【０１４２】
　蛍光灯収容ユニットが、ヒンジを用いて本体に接続されたカバーを備え、このカバーが
、散光器および／またはレンズを備えている代替実施形態では（例えば、図３６～図４０
を参照）、取り付けは、カバーから散光器および／またはレンズを取り除くことと、実質
的に平坦なＬＥＤパネルをカバーに取り付けることとを含み、この結果、実質的に平坦な
ＬＥＤパネルは、カバーを介して蛍光灯収容ユニットの本体にヒンジを用いて取り付けら
れる。この実施形態では、カバーは、このカバーの周縁沿いのチャネルを形成でき、この
チャネルは厚みがあり、実質的に平坦なＬＥＤパネルの厚みは、カバーの周縁沿いのチャ
ネルの厚みとおよそ等しい。
【０１４３】
　蛍光灯収容ユニットが本体に接続された反射グリッドを備えている場合、取り付けステ
ップは、反射グリッドを取り除くことと、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容ユニ
ットの本体の下部展開部に取り付けることとを含む。このようにする代わりに、取り付け
は、反射グリッドを取り除くことと、実質的に平坦なＬＥＤパネルを蛍光灯収容ユニット
の本体に取り付けることと、実質的に平坦なＬＥＤパネルが反射グリッドの上方に設けよ
うに、反射グリッドを元に戻すこととを含む。
【０１４４】
　実質的に平坦なＬＥＤパネルを、蛍光灯収容ユニットに連結した電源に電気的に接続す
るステップは、多数の方法で達成することができる。例えば、電気的接続は、蛍光灯収容
ユニットに連結した安定器を取り除くことと、ブロック型変圧器を介して実質的に平坦な
ＬＥＤパネルを電源に電気的に接続することとを含ませることができる。このようにする
代わりに、電気的接続は、蛍光灯収容ユニットに連結した１つ以上の蛍光灯ソケットを介
して、実質的に平坦なＬＥＤパネルを電源に電気的に接続することを含ませることができ
る（例えば、実質的に平坦なＬＥＤパネルが、蛍光灯収容ユニットに連結した蛍光灯ソケ
ットと電気的に接続するように構成された１つ以上のコネクタを含む場合）。さらに他の
１つの実施形態によれば、電気的接続は、実質的に平坦なＬＥＤパネルを、蛍光灯収容ユ
ニットに連結した安定器に電気的に接続することを含む（例えば、ＬＥＤパネルに連結し
た外部ブロック型変圧器を介して、または実質的に平坦なＬＥＤパネルのフレームに組み
入れられた変圧器もしくは他のＬＥＤドライバを介して）。
【０１４５】
　次に、図４７～図５５を見ると、本開示技術の他の１つの例示的な実施形態が提供され
ている。この例示的な実施形態によれば、前述の実質的に平坦なＬＥＤパネルは、デスク
ランプ（５０）に組み入れることができる。デスクランプ（５０）は、ベース（５２）と
、このベース（５２）に結合した少なくとも１つの支持体（５４）と、この少なくとも１
つの支持体（５４）に作動可能に結合した実質的に平坦なＬＥＤパネル（５６）とを備え
ている。図４７～図５０に示した実施形態では、デスクランプ（５０）は、一対の支持体
（５４）に作動可能に結合した長方形のベース（５２）を備え、支持体は、長方形のベー
ス（５２）から上向きに延びている。支持体（５４）は、実質的に平坦なＬＥＤパネル（
５６）に回動可能に結合されている（例えば、実質的に平坦なＬＥＤパネル（５６）を支
持体（５４）に対して回転させることのできるヒンジ機構（５８）を用いて）。
【０１４６】
　図示した実施形態では、実質的に平坦なＬＥＤパネル（５６）は、全体的に正方形のフ
ォームファクタを有しているが（例えば、約６インチ（１５．２４ｃｍ）×約６インチ（
１５．２４ｃｍ）の正方形）、実質的に平坦なＬＥＤパネル（５６）は、本開示技術の範
囲を逸脱しない限り、様々なフォームファクタおよびサイズであってよい。例えば、実質
的に平坦なＬＥＤパネル（５６）は、長方形、円形、長円形などであってもよい。このほ
か、ベース（５２）は、図４７～図５０に示した長方形のベース、または図５０～図５３
に示した実質的に円形のベースなど、様々な立体形状であってもよい。支持体（５４）は
、ベースにしっかりと結合してもよいし、または、後にさらに完全に記載するように、支
持体（５４）は、ベース（５２）に回転可能に結合して、より一層調整が利くようにする
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とともに、デスクランプを安全かつ効果的に包装できるようにしてもよい。
【０１４７】
　１つの例示的な実施形態によれば、デスクランプは、実質的に平坦なＬＥＤパネルに作
動可能に結合したＬＥＤ駆動回路を設けることができる。ＬＥＤ駆動回路は、ベース内に
収容するかあるいは支持されている。このようにする代わりに、ＬＥＤ駆動回路は、実質
的に平坦なＬＥＤパネルに連結したフレーム内に収容されるかあるいは支持される。
【０１４８】
　実質的に平坦なＬＥＤパネルは、図１～図９に関して前述した１つ以上の特徴を用いる
ことができる。例えば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームおよびフレームの少な
くとも一部の辺りに設置された複数のＬＥＤを設けることができる。正方形または長方形
のフレームの場合、複数のＬＥＤは、フレームの１辺、またはフレームの１つ以上の辺に
沿って設ける。丸形または長円形のフレームの場合、複数のＬＥＤは、フレームの円周ま
たは周縁の少なくとも一部に沿って設けることもできる。
【０１４９】
　１つの実施形態によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、光透過パネルと、この光透
過パネルを囲むフレームと、このフレームの少なくとも１つのエッジおよび光透過パネル
に隣接して配設したＬＥＤアレイと、光透過パネルの下に設けた散光フィルムと、光透過
パネルの上方に設けた輝度向上フィルム（ＢＥＦ）と、ＢＥＦの上方に設けた反射器とか
ら構成されている。１つの実施形態では、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、約１．０イン
チ（２．５４ｃｍ）未満の厚みを有する。他の１つの実施形態では、実質的に平坦なＬＥ
Ｄパネルは、約０．５インチ（１．２７ｃｍ）未満の厚みを有する。
【０１５０】
　また、図１～図９に関して前述したように、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、様々な色
および／または色温度を出力する複数のＬＥＤを設けることができる。例えば、実質的に
平坦なＬＥＤパネルは、所定の色温度の出力端子を有する白色ＬＥＤを設けることができ
る。他の１つの実施形態によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、複数のカラーＬＥＤ
（例えば、赤色出力端子、緑色出力端子および青色出力端子を有するＬＥＤ）を設けるこ
とができ、このカラーＬＥＤは、給電されると協働して白光を生成するように構成される
。複数のカラーＬＥＤの場合、デスクランプは、カラーＬＥＤに選択的に給電して可変的
な色温度の光出力を供給するように構成されているＬＥＤ駆動回路を設けることができる
。この制御回路は、実質的に平坦なＬＥＤパネルが発する光の強度を制御するように構成
することもでき、これによって調光機能をもたせる。
【０１５１】
　１つの実施形態によれば、実質的に平坦なＬＥＤパネルは、フレームの少なくとも１つ
のエッジに隣接して設けたＬＥＤストリップ片を１つ以上設けることができ、各々のＬＥ
Ｄストリップ片は、適切な電気コネクタを介して電源回路に取り外し可能に結合される。
この構成により、実質的に平坦なＬＥＤパネル内にある１つ以上のＬＥＤストリップ片を
容易に取り換えられることが理解されるであろう。例えば、ＬＥＤが故障したり焼損した
りした場合でも、ＬＥＤストリップ片は、実質的に平坦なＬＥＤパネル全体を取り換える
ことなく容易に取り換えられることができる。このほか、デスクランプの色出力は、ＬＥ
Ｄストリップ片を１つ以上交換することで変更できる。
【０１５２】
　次に、図５４～図５５を見ると、実質的に平坦なＬＥＤパネル（５６）がヒンジを用い
て（例えばヒンジ機構（５８）を用いて）１対の支持体（５４）に結合され、支持体がベ
ースにヒンジを用いて結合されている実施形態が示されている。図からわかるように、こ
の実施形態では、デスクランプを比較的平坦な構成に折り畳むことができるため、デスク
ランプを効果的かつ安全に包装、保管および／または配送することが可能になる。
【０１５３】
　前述したように、実質的に平坦なＬＥＤパネルを利用した照明器具を備えることで、ス
タンドアローンの照明ユニットからデスクランプへの後付け照明キットに至るまで、用途
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が極めて多様になる。その他の用途例としては、吹き抜け照明、非常用照明（任意にバッ
テリのバックアップを含む）、小室用のタスク照明、カウンタ下の照明（例えば、台所の
作業領域および食器棚内の照明）、家庭用または商業用のガレージ照明、小売店の棚用の
照明、水槽の照明などがあるが、これに限定されない。エッジ照明を有する実質的に平坦
なＬＥＤパネルを備えることで、長さおよび幅に柔軟性があり、均一な光出力を提供する
薄型パネルが可能になる。
【０１５４】
　本発明を特定の実施形態または実施形態に関して示して説明してきたが、本明細書およ
び添付した図面を読んで理解すれば、他の当業者が同等の変更および修正に至ることは明
らかである。特に前述の素子（部品、アセンブリ、装置、構成物など）が実行する様々な
機能に関して、このような素子を説明するために使用した（「手段」を指す語を含めた）
用語は、特に明記しない限り、記載した素子の特定の機能を実行する任意の素子にも当て
はまること（すなわち、機能的に同等であるということ）を意図しており、本明細書で説
明した本発明の例示的な実施形態または実施形態で機能を実行する開示した構造と構造的
に同等ではないとしても同じことが言える。このほか、本発明の特定の特徴を、図示した
いくつかの実施形態のうちの１つ以上のみに関して上記に記載してきたかもしれないが、
このような特徴は、所与のまたは特定の用途に向けて所望し有利である通りに、他の実施
形態の１つ以上の他の特徴と組み合わされてもよい。
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