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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明装置本体に装着された光源部を備える照明装置において、
　前記照明装置本体に前記光源部と並置され、該光源部を駆動する駆動部及び把持部を備
え、
　前記光源部は、前記駆動部を間にして２つ設けてあり、
　前記光源部と駆動部との間を仕切る仕切部材を前記照明装置本体に対設してあり、
　前記把持部は、
　前記仕切部材同士を連結するように設けられていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光源部からの光を透過する透光板と、
　該透光板に隣接して、前記駆動部及び把持部を覆う着脱可能な覆部材と
　を備えることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　適長離隔して２つの把持部を設けてあることを特徴とする請求項１又は請求項２に記載
の照明装置。
【請求項４】
　前記照明装置本体を任意の取り付け箇所に取り付けるための取付用部材を前記照明装置
本体に設けてあることを特徴とする請求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の照
明装置。
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【請求項５】
　前記光源部は、ＬＥＤからなることを特徴とする請求項１から請求項４までのいずれか
１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、取り付け作業が簡素化できる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省電力化及び長寿命化に優れているとして蛍光灯や白熱灯に替わって発光ダイオ
ードなどを光源とする照明装置の開発が行われている。このような照明装置は、複数の発
光ダイオード（ＬＥＤ）を実装した基板（ＬＥＤモジュール）、ＬＥＤを駆動する駆動回
路（電源回路）などを灯具内に取り付ける構造を有している。
【０００３】
　このようなＬＥＤを使用した照明装置は、天井に設置した場合に発光面が下側になるよ
うに、ＬＥＤを下側にして基板を配置するとともに、発光面が遮られないように駆動回路
や電源回路などを含む部品や回路基板などをＬＥＤモジュールの裏側(上側)に配置した２
段構造を採用している。例えば、特許文献１には、電子部品が実装された本体を天井面に
固定し、その後、ＬＥＤユニットを本体に装着する構造の照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－７１７１１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１に開示されたような従来の照明装置の場合、ＬＥＤモジュー
ル（ＬＥＤを実装した基板）とＬＥＤを駆動する駆動回路などの電源装置とを２段構造と
している。このような照明装置を天井に設置する場合には、まず、電源装置を収容した灯
具筐体を天井に取り付け、その後にＬＥＤモジュールを灯具筐体に取り付ける作業が必要
となる。このため、照明装置の設置作業に多くの時間を要していた。特に、照明装置の天
井面への設置作業は、高所の作業もあり、作業者の負担にもなるため、作業効率の改善は
作業の安全面への向上にも繋がるものであり、作業工程の簡素化が望まれていた。
【０００６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、取り付け作業が簡素化できる照明装
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】
【０００７】
　本発明に係る照明装置は、照明装置本体に装着された光源部を備える照明装置において
、前記照明装置本体に前記光源部と並置され、該光源部を駆動する駆動部及び把持部を備
え、前記光源部は、前記駆動部を間にして２つ設けてあり、前記光源部と駆動部との間を
仕切る仕切部材を前記照明装置本体に対設してあり、前記把持部は、前記仕切部材同士を
連結するように設けられていることを特徴とする。
【０００８】
　本発明に係る照明装置は、前記光源部からの光を透過する透光板と、該透光板に隣接し
て、前記駆動部及び把持部を覆う着脱可能な覆部材とを備えることを特徴とする。
【００１０】
　本発明に係る照明装置は、適長離隔して２つの把持部を設けてあることを特徴とする。
【００１１】
　本発明に係る照明装置は、前記照明装置本体を任意の取り付け箇所に取り付けるための
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取付用部材を前記照明装置本体に設けてあることを特徴とする。
　また、本発明に係る照明装置は、前記光源部は、ＬＥＤからなることを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、照明装置本体（例えば、板状の本体フレーム）に装着された光源部
と並置させた状態で駆動部及び把持部を設けた構造を有する。これにより、作業者は把持
部を持って照明装置本体を天井面などの設置場所に取り付けるだけで照明装置を設置する
ことができる。すなわち、従来のような灯具筐体を取り付けた後にＬＥＤモジュール等の
取り付けを行うなどの複数回の取り付け作業が不要であり、１回の取り付け作業で照明装
置の取り付けが完了するので、作業工程を簡素化することができる。また、把持部を備え
ているので、作業性が向上する。また、駆動部を間にして２つの光源部を設けてある。そ
して、光源部と駆動部との間を仕切る仕切部材を照明装置本体に対設してあり、把持部は
、仕切部材同士を連結するように設けられている。照明装置本体は、例えば、駆動部を間
にして２つの光源部を並置した板状の構造であるので、仕切部材同士を把持部で連結する
ことにより、照明装置本体の曲がりなどを抑制することができ、照明装置の剛性を高める
ことができる。
【００１３】
　本発明にあっては、光源部からの光を透過する透光板と、透光板に隣接して駆動部及び
把持部を覆う着脱可能な覆部材とを備える。駆動部や把持部を覆う覆部材が透光板と隣接
しているので、光源部からの光を遮ることがない。また、照明装置を取り付ける際には、
覆部材を外しておき、把持部を持って照明装置本体を天井などの設置場所に取り付けた後
、覆部材を取り付けることができる。
【００１５】
　本発明にあっては、適長離隔して２つの把持部を設けてある。これにより、照明装置の
寸法が大きい場合でも、照明装置の剛性をさらに高めるとともに、両手で２つの把持部を
持って照明装置本体を天井等に取り付けることができるので、作業性がさらに良くなる。
【００１６】
　本発明にあっては、照明装置本体を任意の取り付け箇所に取り付けるための取付用部材
を照明装置本体に設けてある。取付用部材は、照明装置本体に形成された取付孔でもよく
、あるいは天井面に予め固定された取付金具に装着することができるフック等の金具など
であってもよい。これにより、照明装置本体を天井等の設置場所に設置することができる
。また、本発明にあっては、光源部はＬＥＤからなる。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、作業工程を簡素化することができる。また、作業性が向上する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の実施の形態を示す照明装置の外観斜視図である。
【図２】本発明の実施の形態を示す照明装置の分解斜視図である。
【図３】本発明の実施の形態を示す照明装置の下側から見た平面図である。
【図４】本発明の実施の形態を示す照明装置のセンターカバーを外した状態で下側から見
た平面図である。
【図５】図３のＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】取っ手の平面図である。
【図７】取っ手の正面図である。
【図８】取っ手の側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図１は本発明の実施の
形態を示す照明装置１００の外観斜視図であり、図２は本発明の実施の形態を示す照明装
置１００の分解斜視図であり、図３は本発明の実施の形態を示す照明装置１００の下側か
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ら見た平面図であり、図４は本発明の実施の形態を示す照明装置１００のセンターカバー
８０を外した状態で下側から見た平面図である。照明装置１００は、照明装置本体として
の板状の本体フレーム１０、複数のＬＥＤ２１を基板に実装した光源部としてのＬＥＤモ
ジュール２０、ＬＥＤモジュール２０に所要の電力（電圧あるいは電流でもよい）を供給
する駆動部としての電源ユニット３０、商用電源からの電源線を接続する接続端子４０、
把持部としての取っ手５０、ＬＥＤモジュール２０からの光を透過する透光板としての透
光パネル６０、本体フレーム１０の長手方向に沿って設けられ本体フレーム１０と透光パ
ネル６０とを挟持する側板７０、電源ユニット３０、取っ手５０、接続端子４０などを覆
う覆部材としてのセンターカバー８０、サイドカバー９０などを備えている。
【００２０】
　図２に示すように、長方形状の本体フレーム１０の長手方向に沿って２つの仕切部材と
しての仕切板１４、１４を本体フレーム１０上に対設してある。仕切板１４で挟まれる区
画は、電源ユニット３０、接続端子４０、取っ手５０などがＬＥＤモジュール２０と並置
される場所である。また、仕切板１４と本体フレーム１０の長辺側の縁辺との間の区画は
、それぞれＬＥＤモジュール２０を装着する場所である。すなわち、電源ユニット３０や
接続端子４０などを間にして、ＬＥＤモジュール２０が２箇所に分かれて本体フレーム１
０に並置されている。
【００２１】
　また、図２に示すように、センターカバー８０は、ねじ９１によりサイドカバー９０に
固定される。なお、本体フレーム１０の短辺側の縁辺にねじ孔を有する金具を立設してお
き、センターカバー８０をその金具に固定するようにしてもよい。いずれの場合にも、照
明装置１００（本体フレーム１０）を天井等に取り付ける際には、センターカバー８０を
外しておき、取っ手５０を持って照明装置１００を天井等に取り付けた後、センターカバ
ー８０を取り付けることができる。
【００２２】
　図２に示すように、センターカバー８０は、その長辺側の縁辺がＬ字状に折り曲げた曲
部８１を設けてある。曲部８１の縁辺に適長離隔して凹部を設けておき、仕切板１４の対
応する位置に突起部などの前記凹部を係止する部材を設けることもできる。これにより、
センターカバー８０が本体フレーム１０の方に窪むことを防止できる。なお、曲部８１の
縁辺に凹部に代えて凸部を設けておき、仕切板１４の対応する位置に凹部を設けて係止さ
せるようにしてもよい。いずれの構造であっても、センターカバー８０が撓むことを防止
することができるものであればよい。
【００２３】
　また、図３に示すように、センターカバー８０を間にして２つの透光パネル６０が配置
されている。透光パネル６０は、図１、図２に示すように、本体フレーム１０の縁辺に向
かう方向に沿って、本体フレーム１０と透光パネル６０との離隔寸法（透光パネル６０の
高さ寸法）が減少するように傾斜させてある。なお、本体フレーム１０と透光パネル６０
との離隔寸法（透光パネル６０の高さ寸法）は、本体フレーム１０の中央部や中央部付近
など縁辺を除く箇所で縁辺付近での寸法よりも大きくすればよい。これにより、ＬＥＤモ
ジュール２０からの光をより広範囲（例えば、本体フレーム１０の長手方向に直交する向
き）に照らすことができ、天井面への配光を多くすることができる。
【００２４】
　また、図４に示すように、本体フレーム１０には、本体フレーム１０を天井等の設置場
所に取り付けるための取付用部材としての取付孔１１、１１を形成してある。なお、取付
孔１１は、一例であって、これに限定されるものではなく、本体フレーム１０を設置場所
に取り付けことができる構造であれば、フックや切り欠きなどの部材を用いることもでき
る。これにより、本体フレーム１０を天井等の設置場所に設置することができる。また、
図４に示すように、本体フレーム１０には、複数のビス孔１３を設けることもできる。こ
れにより、天井等に直付けすることもできる。また、本体フレーム１０には、適宜の箇所
に電源線などを配線するための配線孔１２、１２を形成してある。
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【００２５】
　本体フレーム１０に平行して設けられた仕切板１４、１４の間には、適長（例えば、人
が両手を広げて余裕をもって届く範囲である８０ｃｍ程度）離隔して取っ手５０を設けて
ある。また、取っ手５０の固定位置は、例えば、図４に示すように、比較的重量のある電
源ユニット３０と本体フレーム１０とのバランス（重心）を考慮して、電源ユニット３０
を間にして決定することができる。
【００２６】
　図５は図３のＶ－Ｖ線断面図である。図５に示すように、本体フレーム１０上に電源ユ
ニット３０を間にしてＬＥＤモジュール２０が設けられている。このため、従来のような
光源部と電源部とを２段構造とする場合に比べて、照明装置１００の高さ寸法（厚み）を
小さくすることができ、薄型の照明装置を実現することができる。
【００２７】
　また、ＬＥＤモジュール２０の基板には、電源ユニット３０からの配線を接続するため
のコネクタ２３を実装している。また、ＬＥＤモジュール２０からの光を効率良く照射す
るため、断面視が略コの字状に折り曲げた反射シート２２を設けている。反射シート２２
の両縁は、透光パネル６０の両縁に位置するように配置してある。これにより、ＬＥＤモ
ジュール２０からの光が照明装置１００内部に漏れることを防止して、光の取り出し効率
を向上させることができる。
【００２８】
　上述のように、板状の本体フレーム１０にＬＥＤモジュール２０と電源ユニット３０と
を並置した構造とし、さらに、本体フレーム１０にＬＥＤモジュール２０や電源ユニット
３０と取っ手５０とを並置した構造にすることにより、作業者は取っ手５０を持って本体
フレーム１０を天井面などの設置場所に取り付けるだけで照明装置１００を設置すること
ができる。すなわち、従来のような灯具筐体を取り付けた後にＬＥＤモジュール等の取り
付けを行うなどの複数回の取り付け作業が不要であり、１回の取り付け作業で照明装置の
取り付けが完了するので、作業工程を簡素化することができる。また、取っ手５０を備え
ているので、作業性が向上する。
【００２９】
　また、ＬＥＤモジュール２０からの光を透過する透光パネル６０に隣接して着脱可能な
センターカバー８０を配置してあるので、ＬＥＤモジュール２０からの光を遮ることがな
い。また、照明装置１００を天井等に取り付ける際には、センターカバー８０を外してお
き、取っ手５０を持って本体フレーム１０を天井などの設置場所に取り付けた後、センタ
ーカバー８０を取り付けることができるので、作業性が向上する。
【００３０】
　また、取っ手５０は、仕切板１４を連結するように設けられている。本体フレーム１０
は、板状の構造であるので、離隔した仕切板１４同士を取っ手５０で連結することにより
、本体フレーム１０の曲がりなどを抑制することができ、照明装置１００の剛性を高める
ことができる。
【００３１】
　また、センターカバー８０及び透光パネル６０は、それぞれ平面視が矩形状をなし、仕
切板１４をセンターカバー８０と透光パネル６０との境に沿って設けてあり、適長離隔し
て２つの取っ手５０を設けてある。これにより、照明装置１００の寸法が大きい場合でも
、照明装置１００の剛性をさらに高めるとともに、両手で２つの取っ手５０を持って本体
フレーム１０を天井等に取り付けることができるので、作業性がさらに良くなる。
【００３２】
　次に取っ手５０について説明する。図６は取っ手５０の平面図であり、図７は取っ手５
０の正面図であり、図８は取っ手５０の側面図である。図６から図８に示すように、取っ
手５０は、平板を折り曲げて中空の直方体状に形成してあり、それぞれの側面を仕切板１
４に当接させて、ねじ孔５１にねじを通して仕切板１４に固定することができる。なお、
取っ手５０の形状は、図の例に限定されるものではなく、円柱状や三角柱状など他の形状
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でもよい。いずれの形状であっても、仕切板１４同士を連結することができる構造であれ
ばよい。また、取っ手５０の仕切板１４への取り付け方法も、ねじに限定されるものでは
なく、溶接など他の固定方法でもよい。
【００３３】
　上述の例では、取っ手５０は、仕切板１４、１４の間に固定する構成であったが、これ
に限定されるものではなく、例えば、本体フレーム１０の短辺方向に沿って本体フレーム
１０の短辺と同じ程度の寸法の板体又は棒状体を固定し、仕切板１４、１４の間では、板
体又は棒状体が本体フレーム１０から離隔して手が入るだけのスペースができるように形
成したものを用いることもできる。
【００３４】
　以上説明したように、本発明によれば、１回の取り付け作業で照明装置の取り付けが完
了するので、作業工程を簡素化することができる。また、把持部を備えているので、作業
性が向上して作業時間を短縮することや、作業時の安全性を高めることができる。新築や
リフォームなどの需要に合わせて照明装置の需要も相当数存在し、照明装置の設置作業を
簡素化することは、作業に要する経費を低減することに繋がる。また、作業時間の短縮に
より、リフォームなどの工程管理が厳しい状況の中でも要求を満たすことができる。
【００３５】
　上述の実施の形態では、照明装置は、長方形状のいわゆるストレート型の照明装置であ
ったが、照明装置の形状は、ストレート型に限定されるものではなく、いわゆるスクウェ
ア型や円形状のもであってもよい。例えば、円形状の照明装置の場合には、本体フレーム
は円形状をなし、中央部に電源ユニットや取っ手（例えば、１個）を配置し、その周りに
同心円状にＬＥＤモジュールを配置すればよい。また、透光パネル６０の形状も長方形状
に限定されるものではなく、本体フレームの形状に合わせて、正方形状、円形状、同心円
状など他の形状を採用することができる。
【００３６】
　上述の実施の形態では、センターカバー８０をねじ留めする構成であったが、これに限
定されるものではなく、両方のサイドカバー９０で挟み込む構造であってもよい。また、
覆部材としては、センターカバー８０のような板状のものに限定されるものではなく、断
面形状が湾曲した曲面状のもの、あるいは、スリットを形成したものなど、電源ユニット
３０や取っ手５０などを覆うものであれば種々の構造を用いることができる。
【００３７】
　上述の実施の形態では、仕切部材として仕切板１４を例示して説明したが、仕切部材は
、板状のものに限定されるものではなく、ＬＥＤモジュール２０と、電源ユニット３０及
び取っ手５０等とを仕切ることができる構造のものであれば、どのようなものでもよい。
【符号の説明】
【００３８】
　１０　本体フレーム（照明装置本体）
　１１　取付孔（取付用部材）
　１４　仕切板（仕切部材）
　２０　ＬＥＤモジュール（光源部）
　２１　ＬＥＤ
　３０　電源ユニット（駆動部）
　５０　取っ手（把持部）
　６０　透光パネル（透光板）
　８０　センターカバー（覆部材）
【要約】
【課題】取り付け作業が簡素化できる照明装置を提供する。
【解決手段】長方形状の本体フレーム１０の長手方向に沿って２つの仕切板１４、１４を
本体フレーム１０上に対設してある。仕切板１４で挟まれる区画は、電源ユニット３０、
接続端子４０、取っ手５０などがＬＥＤモジュール２０と並置される場所である。また、
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仕切板１４と本体フレーム１０の長辺側の縁辺との間の区画は、それぞれＬＥＤモジュー
ル２０を装着する場所である。すなわち、電源ユニット３０や接続端子４０などを間にし
て、ＬＥＤモジュール２０が２箇所に分かれて本体フレーム１０に並置されている。
【選択図】図２

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】

【図７】

【図８】
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