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(57)【要約】
　ＬＥＤ照明装置Ａ１は、複数のＬＥＤチップ３２と、
複数のＬＥＤチップ３２が搭載されたＬＥＤユニット２
と、ＬＥＤユニット２を保持するマウントと１、によっ
て構成される。このような構成により、上記ＬＥＤ照明
装置の外観や構成を用途に適したものとすること可能で
あり、たとえば屋内の天井に取り付けることにより床面
を照らす用途や、壁面の上方部分を照らす用途などに用
いることができる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＬＥＤチップと、
　上記複数のＬＥＤチップが搭載されたＬＥＤユニットと、
　上記ＬＥＤユニットを保持するマウントと、
によって構成されることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　上記ＬＥＤユニットは、第１方向に延びる細長状であり、
　上記複数のＬＥＤチップは、その主出射方向が上記第１方向と直角である第２方向に沿
っており、
　上記マウントには、上記第２方向に開口し、上記ＬＥＤユニットを収容する凹部が形成
されている、請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　上記ＬＥＤユニットは、上記第１方向と交差する方向に延出し、上記ＬＥＤユニットに
接続されるコネクタを有し、
　上記ＬＥＤユニットは、上記マウントの上記第１方向両端におよぶサイズとされている
、請求項２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項４】
　上記マウントには、上記ＬＥＤユニットを保持するための係止片を有するホルダが設け
られており、
　上記ＬＥＤユニットには、上記係止片と係合する固定用係止溝が形成されている、請求
項２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項５】
　上記ホルダは、上記第１および第２方向のいずれに対しても直角である第３方向におい
て上記ＬＥＤユニットを挟む位置に配置されており、かつ上記第２方向において上記複数
のＬＥＤチップの出射方向反対側に向かうほど上記第３方向における互いの距離が小とな
る１対の上記係止片を有しており、かつ
　上記ＬＥＤユニットには、上記第３方向両側部分に１対の上記固定用係止溝が設けられ
ている、請求項４に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
　上記ホルダは、互いの上記１対の係止片どうしを上記第３方向において離間させるよう
に弾性変形可能な可撓部を有する、請求項５に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
　上記ＬＥＤユニットは、第１方向に延びる細長状であり、かつ上記マウントに対して上
記第１方向周りに回動可能に保持されており、
　上記複数のＬＥＤチップは、その主出射方向が上記第１方向と直角である第２方向に沿
っている、請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項８】
　上記ＬＥＤユニットの上記第１方向両端には、それぞれが根元部と、この根元部に対し
て回動可能とされた先端部とを有する１対のシャフトが設けられており、
　上記マウントには、上記先端部に嵌合する嵌合部を有する１対のホルダが設けられてい
る、請求項７に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項９】
　上記１対のホルダは、互いの上記嵌合部どうしを上記第１方向において離間させるよう
に弾性変形可能な可撓部をそれぞれ有する、請求項８に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１０】
　上記ホルダには、上記嵌合部よりも上記第１方向内方に位置し、かつ上記シャフトのう
ち上記嵌合部と嵌合する部分よりも上記根元部よりの部分に係止する鉤状部が形成されて
いる、請求項９に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１１】
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　上記ＬＥＤユニットは、上記複数のＬＥＤチップを支持する部分を底部とし、上記第２
方向において上記複数のＬＥＤチップの出射方向反対側に開口する断面コの字状の支持部
材を有する、請求項２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１２】
　上記支持部材は、受けた電力を上記複数のＬＥＤチップに供給するための出力電力に変
換する電力変換部を収容している、請求項１１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１３】
　上記支持部材は、断面コの字状のブラケットと、このブラケットの底部外側に取り付け
られ、かつ上記複数のＬＥＤチップが搭載されており、上記第１方向を長手方向とし、上
記第１および第２方向のいずれとも直角である第３方向を幅方向とする帯状の基板とから
なる、請求項１１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１４】
　上記ブラケットは、上記基板が取り付けられた断面コの字状のベース部と、上記ベース
部の少なくとも一部および上記基板の上記第３方向両端縁を覆い、かつ上記複数のＬＥＤ
チップを露出させるアウター部とを有する、請求項１３に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１５】
　上記ＬＥＤユニットは、上記複数のＬＥＤチップからの光を拡散させつつ透過するカバ
ーをさらに有する、請求項１１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１６】
　上記カバーは、上記第１方向に延びる帯状であり、かつ上記第１方向および上記第２方
向のいずれに対しても直角である第３方向における両側縁には１対の係止片が形成されて
おり、
　上記支持部材には、上記１対の係止片と係合する１対のカバー用係止溝が設けられてい
る、請求項１５に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１７】
　上記１対の係止片の一方は、その端部を上記第３方向内方へとシフトさせる段差部を有
し、他方は、上記第２方向出射側を向く係止面、およびこの係止面よりも上記第２方向出
射方向反対側に位置し、かつ上記第２方向出射方向反対側に向かうほど上記第３方向内方
に位置する傾斜面を有し、
　上記１対のカバー用係止溝のうち、上記段差部を有する上記係止片と係合するものは、
上記第２方向出射方向反対側に凹む凹部を有しており、
　上記１対のカバー用係止溝のうち、上記係止面および上記傾斜面を有する上記係止片と
係合するものは、上記係止面と当接する係止面、および上記傾斜面に対して上記第２方向
出射方向反対側に位置する凸片を有する、請求項１６に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１８】
　上記ベース部と上記アウター部とは、上記第３方向に沿う長軸を有する係止部材によっ
て締結されている、請求項１４に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１９】
　上記マウントは、上記ホルダに上記ＬＥＤユニットを保持しない状態から保持する状態
を取らせたときに、上記可撓部の変形に伴う上記係止片の移動を許容するためのスペース
を有している、請求項６に記載のＬＥＤ照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数のＬＥＤチップを備えており、たとえば屋内の床面照明や壁面照明に用
いられるＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図１８は、従来のＬＥＤ照明装置の一例を断面図で示している（たとえば特許文献１参
照）。同図に示されたＬＥＤ照明装置Ｘは、長矩形状の基板９１と、基板９１上に実装さ
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れた複数のＬＥＤチップ９２と、基板９１を収容する管９３と、端子９４と、ＬＥＤチッ
プ９２を点灯させるための回路９５とを備えている。基板９１上には複数のＬＥＤチップ
９２および端子９４に接続される図示しない配線が形成されている。このＬＥＤ照明装置
Ｘは、端子９４を一般用蛍光灯照明器具のソケットの差込口に嵌合させることにより、複
数のＬＥＤチップ９２を発光させることができるように構成されている。ＬＥＤチップ９
２は、低消費電力であるとともに長寿命であることから、ＬＥＤ照明装置Ｘを蛍光ランプ
の代替として利用すれば、コスト面および環境面において改善が期待できる。なお、一般
用蛍光灯照明器具とは、主に屋内の一般照明に広く用いられる照明器具であり、たとえば
日本国内においては、商用１００Ｖ電源を用い、ＪＩＳ　Ｃ７６１７に定められた直管形
蛍光ランプまたはＪＩＳ　Ｃ７６１８に定められた環形蛍光ランプが取り付けられる照明
器具をいう。
【０００３】
　しかしながら、従来の蛍光ランプが用いられた照明器具は、その両端に端子９４が存在
し、全周方向に光を発することが前提として構成されている。このため、たとえば、複数
の蛍光ランプを直列に配した照明器具に複数のＬＥＤ照明装置Ｘを取り付けると、隣り合
うＬＥＤ照明装置Ｘどうしの間に発光しない暗部が生じてしまう。これを見る者は、見栄
えがよくないと感じてしまうことがある。あるいは、壁面の一部を照らしたい場合であっ
ても、ＬＥＤ照明装置Ｘを用いると照らしたい箇所以外にも光が照射されてしまう。この
ため、たとえばＬＥＤ照明装置Ｘの半周分を覆う遮光カバーを設けるといったことが強い
られてしまう。
【特許文献１】実開平６－５４１０３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、様々な用途に対応するこ
とが可能なＬＥＤ照明装置を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明によって提供されるＬＥＤ照明装置は、複数のＬＥＤチップと、上記複数のＬＥ
Ｄチップが搭載されたＬＥＤユニットと、上記ＬＥＤユニットを保持するマウントと、に
よって構成されることを特徴としている。
【０００６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤユニットは、第１方向に延びる細
長状であり、上記複数のＬＥＤチップは、その主出射方向が上記第１方向と直角である第
２方向に沿っており、上記マウントには、上記第２方向に開口し、上記ＬＥＤユニットを
収容する凹部が形成されている。
【０００７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤユニットは、上記第１方向と交差
する方向に延出し、上記ＬＥＤユニットに接続されるコネクタを有し、上記ＬＥＤユニッ
トは、上記マウントの上記第１方向両端におよぶサイズとされている。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記マウントには、上記ＬＥＤユニットを保
持するための係止片を有するホルダが設けられており、上記ＬＥＤユニットには、上記係
止片と係合する固定用係止溝が形成されている。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ホルダは、上記第１および第２方向のい
ずれに対しても直角である第３方向において上記ＬＥＤユニットを挟む位置に配置されて
おり、かつ上記第２方向において上記複数のＬＥＤチップの出射方向反対側に向かうほど
上記第３方向における互いの距離が小となる１対の上記係止片を有しており、かつ上記Ｌ
ＥＤユニットには、上記第３方向両側部分に１対の上記固定用係止溝が設けられている。



(5) JP WO2010/095710 A1 2010.8.26

10

20

30

40

50

【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ホルダは、互いの上記１対の係止片どう
しを上記第３方向において離間させるように弾性変形可能な可撓部を有する。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤユニットは、第１方向に延びる細
長状であり、かつ上記マウントに対して上記第１方向周りに回動可能に保持されており、
　上記複数のＬＥＤチップは、その主出射方向が上記第１方向と直角である第２方向に沿
っている。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤユニットの上記第１方向両端には
、それぞれが根元部と、この根元部に対して回動可能とされた先端部とを有する１対のシ
ャフトが設けられており、上記マウントには、上記先端部に嵌合する嵌合部を有する１対
のホルダが設けられている。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記１対のホルダは、互いの上記嵌合部どう
しを上記第１方向において離間させるように弾性変形可能な可撓部をそれぞれ有する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ホルダには、上記嵌合部よりも上記第１
方向内方に位置し、かつ上記シャフトのうち上記嵌合部と嵌合する部分よりも上記根元部
よりの部分に係止する鉤状部が形成されている。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤユニットは、上記複数のＬＥＤチ
ップを支持する部分を底部とし、上記第２方向において上記複数のＬＥＤチップの出射方
向反対側に開口する断面コの字状の支持部材を有する。
【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記支持部材は、受けた電力を上記複数のＬ
ＥＤチップに供給するための出力電力に変換する電力変換部を収容している。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記支持部材は、断面コの字状のブラケット
と、このブラケットの底部外側に取り付けられ、かつ上記複数のＬＥＤチップが搭載され
ており、上記第１方向を長手方向とし、上記第１および第２方向のいずれとも直角である
第３方向を幅方向とする帯状の基板とからなる。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ブラケットは、上記基板が取り付けられ
た断面コの字状のベース部と、上記ベース部の少なくとも一部および上記基板の上記第３
方向両端縁を覆い、かつ上記複数のＬＥＤチップを露出させるアウター部とを有する。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤユニットは、上記複数のＬＥＤチ
ップからの光を拡散させつつ透過するカバーをさらに有する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記カバーは、上記第１方向に延びる帯状で
あり、かつ上記第１方向および上記第２方向のいずれに対しても直角である第３方向にお
ける両側縁には１対の係止片が形成されており、上記支持部材には、上記１対の係止片と
係合する１対のカバー用係止溝が設けられている。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記１対の係止片の一方は、その端部を上記
第３方向内方へとシフトさせる段差部を有し、他方は、上記第２方向出射側を向く係止面
、およびこの係止面よりも上記第２方向出射方向反対側に位置し、かつ上記第２方向出射
方向反対側に向かうほど上記第３方向内方に位置する傾斜面を有し、上記１対のカバー用
係止溝のうち、上記段差部を有する上記係止片と係合するものは、上記第２方向出射方向
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反対側に凹む凹部を有しており、上記１対のカバー用係止溝のうち、上記係止面および上
記傾斜面を有する上記係止片と係合するものは、上記係止面と当接する係止面、および上
記傾斜面に対して上記第２方向出射方向反対側に位置する凸片を有する。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ベース部と上記アウター部とは、上記第
３方向に沿う長軸を有する係止部材によって締結されている。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記マウントは、上記ホルダに上記ＬＥＤユ
ニットを保持しない状態から保持する状態を取らせたときに、上記可撓部の変形に伴う上
記係止片の移動を許容するためのスペースを有している。
【００２４】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示す要部斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う断面図である。
【図３】図１に示すＬＥＤ照明装置のＬＥＤユニットを示す要部斜視図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図３に示すＬＥＤユニットに用いられるＬＥＤモジュールを示す断面図である。
【図６】図３に示すＬＥＤユニットの電力変換部のケースを示す要部斜視図である。
【図７】図３に示すＬＥＤユニットの組み立てにおけるカバー取り付けを示す断面図であ
る。
【図８】図３に示すＬＥＤユニットのカバーが押された状態を示す要部断面図である。
【図９Ａ】図１に示すＬＥＤ照明装置のホルダを示す正面図である。
【図９Ｂ】図１に示すＬＥＤ照明装置のホルダを示す側面図である。
【図９Ｃ】図１に示すＬＥＤ照明装置のホルダを示す平面図である。
【図１０】図１に示すＬＥＤ照明装置の組み立てにおけるマウントへのＬＥＤユニットの
取り付けを示す断面図である。
【図１１】図１に示すＬＥＤ照明装置におけるＬＥＤユニットの取り外しを示す断面図で
ある。
【図１２】本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示す要部斜視図である。
【図１３】図１２のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図１４】図１２に示すＬＥＤ照明装置のＬＥＤユニットを示す断面図である。
【図１５】図１２に示すＬＥＤ照明装置の組み立てにおけるマウントへのＬＥＤユニット
の取り付けを示す要部平面図である。
【図１６】図１２に示すＬＥＤ照明装置の組み立てにおけるマウントへのＬＥＤユニット
の取り付けを示す側面図である。
【図１７Ａ】図１２に示すＬＥＤユニットのホルダを示す正面図である。
【図１７Ｂ】図１２に示すＬＥＤユニットのホルダを示すは側面図である。
【図１８】従来のＬＥＤ照明装置の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００２７】
　図１および図２は、本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示している。本実
施形態のＬＥＤ照明装置Ａ１は、マウント１およびＬＥＤユニット２によって構成されて
おり、たとえば屋内の天井面に取り付けられた状態で、床面を照らす用途に用いられもの
であり、長さが１２２７ｍｍ程度、幅が１２０ｍｍ程度、高さが３８ｍｍ程度とされてい
る。
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【００２８】
　マウント１は、本体１１および複数のホルダ１２を備えている。本体１１は、ｘ方向に
延びる細長状であり、たとえばアルミ製である。本体１１には、凹部１１ａが設けられて
いる。凹部１１ａは、ＬＥＤユニット２を収容するためのものである。本体１１は、凹部
１１ａを挟んで連続するような曲率とされた曲面を有している。
【００２９】
　ホルダ１２は、たとえば金属製のプレートに対して折り曲げ加工を施すことによって形
成されており、１対の係止片１２ａおよび１対の可撓部１２ｂを有している。図９Ａ、図
９Ｂ、図９Ｃに示すように、可撓部１２ｂは、係止片１２ａを支える格好となっている。
１対の可撓部１２ｂは外力が与えられると、１対の係止片１２ａを互いに接近離間させる
方向に弾性変形可能とされている。１対の係止片１２ａは、ＬＥＤユニット２に係合する
部分であり、図９Ａにおいて図中上方に向かうほど互いに距離が小となるように傾いてい
る。本実施形態においては、複数のホルダ１２が凹部１１ａ内に設けられている。
【００３０】
　図３および図４に示すように、ＬＥＤユニット２は、複数のＬＥＤモジュール３、支持
部材４、カバー５、および電力変換部６を備えている。ＬＥＤユニット２は、マウント１
のｘ方向両端にいたる長さ（１２２０ｍｍ程度）とされている。
【００３１】
　ＬＥＤモジュール３は、図５に示すように１対のリード３１、ＬＥＤチップ３２、封止
樹脂３３、およびリフレクタ３４を備えている。１対のリード３１は、たとえばＣｕ合金
からなり、その一方にＬＥＤチップ３２が搭載されている。リード３１のうちＬＥＤチッ
プ３２が搭載された面と反対側の面は、ＬＥＤモジュール３を面実装するために用いられ
る実装端子３１ａとされている。ＬＥＤチップ３２は、ＬＥＤモジュール３の光源であり
、たとえば青色光を発光可能とされている。封止樹脂３３は、ＬＥＤチップ３２を保護す
るためのものである。封止樹脂３３は、ＬＥＤチップ３１からの光によって励起されるこ
とにより黄色光を発する蛍光物質を含む透光樹脂を用いて形成されている。これにより、
ＬＥＤモジュール３は、白色を照射することができる。上記蛍光物質としては、黄色光を
発するものに代えて、赤色光を発するものと緑色光を発するものとを混合して用いてもよ
い。リフレクタ３４はたとえば白色樹脂からなり、ＬＥＤチップ３２から側方に発された
光を上方に反射するためのものである。
【００３２】
　図３および図４に示すように、支持部材４は、複数のＬＥＤモジュール３を支持しつつ
、これに電力を供給するためのものであり、基板４１およびブラケット４２からなる。
【００３３】
　基板１は、ｘ方向を長手方向、ｙ方向を幅方向とする帯状であり、たとえばガラスエポ
キシ樹脂からなる。本実施形態においては、基板１には、２８８個のＬＥＤモジュール３
が搭載されている。
【００３４】
　図４に示すように、ブラケット４２は、ベース部４３および１対のアウター部４４から
なる。ベース部４３およびアウター部４４は、たとえばアルミ製である。ベース部４３は
、断面コの字状であり、その底面の外側に基板１が取り付けられている。アウター部４４
は、ベース部４３の略片側部分と、基板４１のｙ方向端縁とを覆う形状とされている。図
３および図４に示すように、ベース部４３とアウター部４４とは、複数のボルト４８によ
って締結されている。
【００３５】
　図４に示すように、各アウター部４４には、係止溝４５が形成されている。係止溝４５
は、ｘ方向に延びており、ｚ方向においてＬＥＤモジュール３の出射方向とは反対側に窪
んでいる。係止溝４５は、ホルダ１２の係止片１２ａと係合する部分である。
【００３６】
　また、一方のアウター部４４には、係止溝４６が形成されている。係止溝４６は、ｘ方
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向に延びており、ｚ方向においてＬＥＤモジュール３の出射方向とは反対側に窪んでいる
。係止溝４６は、係止面４６ａを有している。係止面４６ａは、ｘ方向に延びており、ｚ
方向において出射方向反対側を向いている。他方のアウター部４４には、係止溝４７が形
成されている。係止溝４７は、係止面４７ａおよび凸片４７ｂを有している。係止面４７
ａは、ｘ方向に延びており、ｚ方向において出射方向反対側を向いている。凸片４７ｂは
、係止面４７ａよりもｚ方向において出射方向反対側寄りに位置しており、出射方向に凸
となっている。
【００３７】
　カバー５は、図３に示すようにｘ方向に延びる断面円弧状の帯状であり、ＬＥＤモジュ
ール３からの光を拡散しつつ透過するたとえば乳白色の樹脂からなる。図４に示すように
、カバー５の両端縁には、係止片５１，５２が形成されている。
【００３８】
　係止片５１は、端部５１ａおよび段差部５１ｂを有している。端部５１ａは、ｚ方向に
おいて出射方向反対側に凸となっている。段差部５ｂは、その前後において端部５１ａを
ｙ方向内側にシフトさせる形状とされている。係止片５１は、係止溝４６と係合する。よ
り具体的には、端部５１ａが係止溝４６に入り込む格好となっている。段差部５ｂは、係
止面４６ａと当接している。
【００３９】
　係止片５２は、係止面５２ａおよび傾斜面５２ｂを有している。係止面５２ａは、ｚ方
向において出射方向を向いている。傾斜面５２ｂは、係止面５２ａよりもｚ方向において
出射方向反対側寄りに位置しており、支持部材４の凸片４７ｂとｚ方向において正対して
いる。傾斜面５２ｂは、ｚ方向において出射方向反対側に向かうほどｙ方向において内方
に位置する傾斜とされている。係止片５２は、支持部材４の係止溝４７と係合する。より
具体的には、係止面５２ａが、支持部材４の係止面４７ａと当接する格好となっている。
【００４０】
　電力変換部６は、たとえば商用ＡＣ１００Ｖ電力をＤＣ３６Ｖに変換する機能を果たす
ものであり、支持部材４に収容されている。電力変換部６は、ケース６１、電源基板６２
および複数の電子部品６３からなる。ケース６１は、断面コの字状であり、たとえば金属
製である。図６に示すように、ケース６１の端部には、複数の切り欠き部６１ａが形成さ
れている。切り欠き部６１ａは、図４に示すボルト４８のうちベース部４３から内方に突
出した部分と係合することにより、電力変換部６を固定するために用いられる。電源基板
６２は、ケース２に固定されており、複数の電子部品６３が実装されている。複数の電子
部品６３は、たとえばトランスや整流器、さらには定電流制御のためのトランジスタなど
である。電力変換部６からは、図３に示すように、コネクタ１４が延びている。このコネ
クタ１４は、マウント１に取り付けられたコネクタ（図示略）と接続される。
【００４１】
　本実施形態においては、２つの電力変換部６が設けられており、１つの電力変換部６か
ら１４４個のＬＥＤモジュール３に対して給電される。これらの１４４個のＬＥＤモジュ
ールは、互いに直列に接続された１２個が１組とされた１２のグループに分かれている。
これらのグループどうしは、並列に接続されている。この結果、各ＬＥＤチップ３２には
、電圧が３Ｖ程度、電流が２０ｍＡ程度の直流電力が供給される。
【００４２】
　次に、ＬＥＤ照明装置Ａ１の作用について説明する。
【００４３】
　本実施形態によれば、ＬＥＤ照明装置Ａ１は、天井面から顕著に突出しない、比較的な
だらかな形状となっている。このため、屋内の美観を不当に乱すことなく見るものに対し
てスマートな印象を与える。また、複数のＬＥＤ照明装置Ａ１を互いに直列に配置した場
合、隣り合うＬＥＤ照明装置Ａ１のＬＥＤユニット２どうしがごく近接した位置関係とな
る。このため、ＬＥＤ照明装置Ａ１どうしの間には過大な非発光領域は形成されない。し
たがって、より広い屋内の床面を照らす照明装置として、見栄えがよいという印象を見る
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者に与えることができる。
【００４４】
　コの字状とされた支持部材４に電力変換部６を収容することにより、ＬＥＤ照明装置Ａ
１の高さを比較的低くすることができる。
【００４５】
　アウター部４４によって基板４１を抑える格好となっている。これにより、ＬＥＤ照明
装置Ａ１を天井に取り付けた状態で長期間使用した場合であっても、基板４１が不当に落
下することを回避することができる。
【００４６】
　図７は、ＬＥＤユニット２を組み立てる際に、ケース５を支持部材４に取り付ける様子
を示している。本図によく表れているように、まず、ケース５の係止片５１を支持部材４
の係止溝４６に引っ掛ける。次いで、係止片５１を中心としてカバー５を回動させること
により、係止片５２を係止溝４７に接近させる。そして、係止片５２を係止溝４７に押し
込むと、係止面４７ａと係止面５２ａとが当接する状態となる。このように、カバー５を
容易に取り付けることができる。
【００４７】
　図１０は、ＬＥＤ照明装置Ａ１を組み立てる際に、ＬＥＤユニット２をマウント１に取
り付ける様子を示している。本図によく表れているように、まず、たとえば天井に固定さ
れたマウント１に対してＬＥＤユニット２を下方から接近させる。そして、ホルダ１２の
１対の係止片１２ａの間にＬＥＤユニット２を押し込む。すると、可撓部１２ｂが若干撓
むことにより、１対の係止片１２ａが互いにいったん離間する。しかる後に、図２に示す
ように、係止片１２ａが支持部材４の係止溝４５と係合する。このように、ＬＥＤユニッ
ト２を容易に取り付けることができる。
【００４８】
　ＬＥＤユニット２を押し込むときには、カバー５が強い力で押されやすい。このときに
は、図８に示すように、係止片５２が係止溝４７のｚ方向奥方へと移動する。すると、傾
斜面５２ｂと凸片４７ｂとが当接することとなる。これにより、係止片５２には、ｙ方向
内方へと向かわせられる力が付与される。これにより、カバー５が強く押されても、カバ
ー５が支持部材４から不当に外れてしまうことを防止することができる。
【００４９】
　図１１は、ＬＥＤユニット２をマウント１から取りはずす様子を示している。本図によ
く表れているように、まず、断面コの字状の取り外し冶具８を用意する。そして、取り外
し冶具８の両側縁をホルダ１２の係止片１２ａに押し付ける。すると、可撓部１２ｂが弾
性変形し、１対の係止片１２ａどうしが離間する。この結果、係止片１２ａと係止溝４５
との係合状態が解除される。このように、ＬＥＤ照明装置Ａ１は、マウント１からＬＥＤ
ユニット２を容易に取り外すことができる。
【００５０】
　図１２～図１７Ａは、本発明の他の実施形態を示している。なお、これらの図において
、上記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している。
【００５１】
　図１２および図１３は、本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示している。
本実施形態のＬＥＤ照明装置Ａ２は、たとえば、店舗の天井の比較的隅寄りに取り付けら
れた状態で、壁面のうち商品棚から露出した上方部分を照らすために用いられるタイプで
ある。ＬＥＤ照明装置Ａ２は、たとえば長さが１２９０ｍｍ程度、幅が７３ｍｍ程度、高
さが５０ｍｍ程度とされている。
【００５２】
　マウント１の本体１１は、断面楔状とされており、天井に取り付けられた状態で壁面側
が開口するような形状とされている。ＬＥＤユニット２は、マウント１に収容されており
、方向ｘ回りに回動可能とされている。
【００５３】
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　図１４に示すように、本実施形態においては、支持部材４のブラケット４２のアウター
部４４にリフレクタ４４ａが設けられている。リフレクタ４４ａは、ＬＥＤモジュール３
からｙ方向に発せられた光をｚ方向下方に反射するためのものである。リフレクタ４４ａ
の端縁に、係止溝４６、４７がそれぞれ形成されており、カバー５が取り付けられている
。
【００５４】
　図１５に示すように、本実施形態のＬＥＤユニット２は、１対のシャフト７を有してい
る。１対のシャフト７は、支持部材４のｘ方向両端に取り付けられている。シャフト７は
、根元部７１および先端部７２からなる。根元部７１は、支持部材４に取り付けられる部
分である。先端部７２は、根元部７１に対して回動可能となっている。より具体的には、
先端部７２を回動させるときには、たとえばペンチなどの工具を用いることが必要とされ
る程度の抵抗力が発生する。
【００５５】
　マウント１は、１対のホルダ１３を有している。１対のホルダ１３は、本体１１のｘ方
向両端に取り付けられている。図１７Ａおよび図１７Ｂに示すように、ホルダ１３には、
嵌合部１３ａ、可撓部１３ｂ、および鉤状部１３ｃが形成されている。嵌合部１３ａは、
小判状の孔であり、シャフト７の先端部７１と嵌合する。可撓部１３ｂは、嵌合部１３ａ
を保持する部分であり、外力が加えられると、嵌合部１３ａをｘ方向外方に移動させるよ
うに弾性変形する。鉤状部１３ｃは、嵌合部１３ａに対してｘ方向内方に位置しており、
Ｊ字状とされている。
【００５６】
　図１５および図１６に示すように、ＬＥＤユニット２をマウント１に取り付ける際は、
ＬＥＤモジュール２をマウント１に接近させ、シャフト７の先端部７２をホルダ１３の可
撓部１３ｂに押し付ける。すると、１対のホルダ１３の嵌合部１３ａどうしが互いに離間
するように可撓部１３ｂが変形する。さらに、ＬＥＤユニット２を押し込むと、先端部７
２が嵌合部１３ａに嵌合し、可撓部１３ｂが変形前の形状となる。これにより、ＬＥＤモ
ジュール２を押し込む動作のみによってマウント１に容易に取り付けることができる。ま
た、取り付け作業において先端部７２が嵌合部１３ａに適切に嵌合しない場合であっても
、シャフト７が鉤状部１３ｃに引っかかる格好となる。したがって、ＬＥＤユニット２の
取り付け作業などにおいてＬＥＤユニット２を誤って落下させてしまうことを防止するこ
とができる。
【００５７】
　ＬＥＤ照明装置Ａ２は、ＬＥＤユニット２をｘ方向回りに回動可能であるため、たとえ
ば壁面のうち商品棚の上方にある部分を選択的に照らすことができる。リフレクタ４４ａ
を備えていることにより、所望の箇所を高い照度で照らすのに適している。
【００５８】
　本発明に係るＬＥＤ照明装置は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明
に係るＬＥＤ照明装置の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【００５９】
　基板４１にＬＥＤモジュール３を搭載する構成に限定されず、支持部材４に絶縁層およ
び配線パターンを形成し、これにＬＥＤモジュール３を搭載する構成としてもよい。ＬＥ
Ｄモジュール３を有する構成は、ＬＥＤチップ３２からの光を効率よく出射させるのに適
しているが、本発明はこれに限定されず、たとえば基板４１にＬＥＤチップ３２を直接搭
載した構成であってもよい。
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