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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源部と、外部電源からの電源供給により充電可能な非常用電源と、前記外部電源の非
常時に前記非常用電源からの電力の供給を受けて前記光源部を点灯させる点灯回路部と、
前記非常用電源の状態を報知する報知部と、前記非常用電源の点検を開始させる点検スイ
ッチ部と、少なくとも前記光源部と前記非常用電源と前記点灯回路部とを内蔵し一端に開
口部を有する器具本体と、該器具本体の前記開口部を覆う円環状の枠体部とを備えた非常
用照明器具であって、
　前記枠体部は、平面視において、外形が円形状であり該円形状の内側に前記光源部から
の光を外部に照射する照射窓を備え、
　前記照射窓は、平面視において、該照射窓における縁の一部が前記枠体部の外形に沿っ
て前記枠体部の外形に相似する仮想の円形の一部であり、少なくとも前記照射窓の重心部
を介して前記縁の前記一部と反対側の前記照射窓における前記縁の他部が前記仮想の円形
よりも前記仮想の円形の中心側にあって前記仮想の円形の中心から離れる向きに突出する
曲線状に形成されており、
　前記報知部と前記点検スイッチ部とは、平面視において、前記枠体部における前記照射
窓の外側に配置されており、前記仮想の円形の中心に対し、前記枠体部における前記照射
窓の前記一部と反対側に設けられていることを特徴とする非常用照明器具。
【請求項２】
　前記器具本体は、前記光源部からの光を屈折させるレンズ部と、前記光源部からの光を
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前記器具本体の外部に向かうように反射させる反射部とのいずれか一方を少なくとも備え
、前記枠体部の平面視における中心部から前記光源部からの光を出射させることを特徴と
する請求項１に記載の非常用照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非常用照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、建物などには、火災や地震などの災害発生時に生ずる商用電源の停電など外
部電源の非常時に点灯する非常用照明器具が設けられている。
【０００３】
　この種の非常用照明器具として、図６に示す、ＬＥＤ１０２、レンズ１０３、バッテリ
１０５および点灯ユニット１０８を収容する器具本体１０６と、レンズ１０３が露出する
円枠１２１とを備えたＬＥＤ非常灯１００が知られている（たとえば、特許文献１）。
【０００４】
　特許文献１のＬＥＤ非常灯１００は、ＬＥＤ１０２を点灯させる点灯装置１０４を点灯
ユニット１０８内に設けている。点灯ユニット１０８には、図示していないが、バッテリ
１０５を充電する充電回路、停電時にバッテリ１０５と点灯装置１０４とを接続する切換
回路が設けられている。点灯ユニット１０８には、停電時においてＬＥＤ１０２が点灯す
るか否かを確認するための点検スイッチ、バッテリ１０５がフル充電の状態になると点灯
する充電用モニターが配設されている。ＬＥＤ非常灯１００は、ＬＥＤ１０２が基体１０
７の中央部に配設され、ＬＥＤ１０２が器具本体１０６の中心軸上に位置するように、器
具本体１０６の底面１０６ａに基体１０７を固定している。
【０００５】
　特許文献１のＬＥＤ非常灯１００は、レンズ１０３の出射端１０３ｂが露出する孔１２
２を円枠１２１の外面１２１ａの中央部に設けている（図６（ｂ）を参照）。また、ＬＥ
Ｄ非常灯１００は、引き紐１１７が引き出されるスリット状の開口１２３を円枠１２１の
外面１２１ａの中央部と外周との中間部に設けている。さらに、ＬＥＤ非常灯１００は、
充電用モニターが臨む小孔１２４を円枠１２１の中央部と外周との中間部に設けている。
ＬＥＤ非常灯１００では、レンズ１０３の凹面の入射端１０３ａから入射したＬＥＤ１０
２の光が、略平面な出射端１０３ｂでレンズ３の中心軸から遠ざかる方向に屈折して出射
する。
【０００６】
　なお、特許文献１のＬＥＤ非常灯１００では、天井１１８の開口部１１９に装着し得る
ように、筒状の器具本体１０６の下面に開口部１１９の周縁に当接する円枠１２１を設け
ている。器具本体１０６は、器具本体１０６の外周面に複数の板ばね１２０を取り付けて
いる。ＬＥＤ非常灯１００は、器具本体１０６が天井１１８の開口部１１９に挿入された
後、板ばね１２０の弾性により天井１１８の裏面１１８ａを圧接し器具本体１０６を天井
１１８に固定している。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００５－１２９５１７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　ところで、非常用照明器具は、非常時において利用されるものであり、平常時において
は、非常用照明器具を設置する屋内の景観などを損なわないように、より小型化すること
が好ましい。
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【０００９】
　しかしながら、ＬＥＤ非常灯１００では、円枠１２１の外面１２１ａに、円形の孔１２
２、小孔１２４やスリット状の開口１２３を確保するように構成する必要があり、ＬＥＤ
非常灯１００を小型化することが難しい。
【００１０】
　そのため、上述した特許文献１のＬＥＤ非常灯１００の構成では、十分ではなく更なる
改良が求められている。
【００１１】
　本発明は上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、より小型化が可能な非常
用照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明の非常用照明器具は、光源部と、外部電源からの電源供給により充電可能な非常
用電源と、上記外部電源の非常時に上記非常用電源からの電力の供給を受けて上記光源部
を点灯させる点灯回路部と、上記非常用電源の状態を報知する報知部と、上記非常用電源
の点検を開始させる点検スイッチ部と、少なくとも上記光源部と上記非常用電源と上記点
灯回路部とを内蔵し一端に開口部を有する器具本体と、該器具本体の上記開口部を覆う円
環状の枠体部とを備えた非常用照明器具であって、上記枠体部は、平面視において、外形
が円形状であり該円形状の内側に上記光源部からの光を外部に照射する照射窓を備え、上
記照射窓は、平面視において、該照射窓における縁の一部が上記枠体部の外形に沿って上
記枠体部の外形に相似する仮想の円形の一部であり、少なくとも上記照射窓の重心部を介
して上記縁の上記一部と反対側の上記照射窓における上記縁の他部が上記仮想の円形より
も上記仮想の円形の中心側にあって上記仮想の円形の中心から離れる向きに突出する曲線
状に形成されており、上記報知部と上記点検スイッチ部とは、平面視において、上記枠体
部における上記照射窓の外側に配置されており、上記仮想の円形の中心に対し、上記枠体
部における上記照射窓の上記一部と反対側に設けられていることを特徴とする。
【００１３】
　この非常用照明器具において、上記器具本体は、上記光源部からの光を屈折させるレン
ズ部と、上記光源部からの光を上記器具本体の外部に向かうように反射させる反射部との
いずれか一方を少なくとも備え、上記枠体部の平面視における中心部から上記光源部から
の光を出射させることが好ましい。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の非常用照明器具は、より小型化が可能な非常用照明器具を提供することが可能
になるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】実施形態１の非常用照明器具の略平面図である。
【図２】実施形態１の非常用照明器具の概略断面図である。
【図３】実施形態１の非常用照明器具と比較のための非常用照明器具の分解斜視図である
。
【図４】実施形態２の非常用照明器具の概略断面図である。
【図５】実施形態３の非常用照明器具の概略断面図である。
【図６】従来のＬＥＤ非常灯であり、（ａ）は概略一部縦断面図、（ｂ）は概略下面図で
ある。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　（実施形態１）
　以下、本実施形態の非常用照明器具１０を図１および図２に基づいて説明する。なお、
図中において、同じ部材に対しては、同じ番号を付している。
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【００１７】
　本実施形態の非常用照明器具１０は、光源部１と、外部電源（たとえば、商用電源や外
部の発電機など）からの電源供給により平常時において充電可能な非常用電源２を備えて
いる。非常用照明器具１０は、上記外部電源の停電時などの非常時に非常用電源２からの
電力の供給を受けて光源部１を点灯させる点灯回路部３を備えている（図２を参照）。本
実施形態の非常用照明器具１０は、非常用電源２の状態を報知する報知部４と、非常用電
源２の点検を開始させる点検スイッチ部５とを備えている。本実施形態の非常用照明器具
１０は、少なくとも光源部１と非常用電源２と点灯回路部３とを内蔵し一端に開口部６ａ
を有する器具本体６を備えている。本実施形態の非常用照明器具１０は、器具本体６の開
口部６ａを覆う円環状の枠体部７を備えている。
【００１８】
　非常用照明器具１０の枠体部７は、平面視において、外形が円形状であり円形状の内側
に光源部１からの光を外部に照射する照射窓７ａを備えている。照射窓７ａは、平面視に
おいて、照射窓７ａにおける縁の一部７ａａが枠体部７の外形に沿って枠体部７の外形に
相似する仮想の円形（図示していない）の一部を構成している。また、照射窓７ａは、少
なくとも照射窓７ａの重心部Ｇを介して上記縁の一部７ａａと反対側の照射窓７ａにおけ
る上記縁の他部７ａｂが上記仮想の円形よりも上記仮想の円形の中心Ｏ側にあって上記仮
想の円形の中心Ｏから離れる向きに突出する曲線状に形成されている。非常用照明器具１
０では、報知部４と点検スイッチ部５とは、平面視において、枠体部７における照射窓７
ａの外側に配置されており、上記仮想の円形の中心Ｏに対し、枠体部７における照射窓７
ａの一部７ａａと反対側に設けられている。
【００１９】
　これにより本実施形態の非常用照明器具１０は、より小型化が可能となる。
【００２０】
　より具体的には、本実施形態の非常用照明器具１０は、一端に開口部６ａを有する有底
円筒状の器具本体６を備えている。非常用照明器具１０は、光源部１として、半導体発光
素子たるＬＥＤを用いている。非常用照明器具１０は、光源部１のＬＥＤを一表面１１ａ
側に実装する配線基板１１を、器具本体６の内部で器具本体６の開口部６ａを塞ぐように
設けている。器具本体６は、器具本体６の内部に向かって突出する環状の突出部６ｂを器
具本体６の奥行き方向（図２の紙面の上下方向）に沿って一対設けている。器具本体６は
、配線基板１１の端部を一対の突出部６ｂ，６ｂの間に挟持させて、配線基板１１を器具
本体６に保持している。配線基板１１は、たとえば、円形状の平板の場合、器具本体６の
一対の突出部６ｂ，６ｂで保持できるように、配線基板１１の外径が器具本体６の開口部
６ａの内径よりも若干小さな円形状とすればよい。また、配線基板１１は、一表面１１ａ
側に非常用電源２の点検を開始させる点検スッチ部５を設けている。同様に、配線基板１
１には、一表面１１ａ側に非常用電源２の状態を報知する報知部４も設けている。配線基
板１１は、一表面１１ａと対向する他表面１１ｂ側に、制御ユニット１５を構成する回路
部品が実装されている。制御ユニット１５には、光源部１を点灯させるための点灯回路部
３を内蔵している。制御ユニット１５には、図示していないが非常用電源２の充電を制御
する充電制御回路部、外部電電の停電を検出する停電検出回路部も内蔵している。
【００２１】
　配線基板１１は、配線基板１１の他表面１１ｂ側に、平常時に上記外部電源から給電を
受けるための電源コード（図示していない）と電気的に接続可能な端子台１２を備えてい
る。さらに、配線基板１１は、配線基板１１の他表面１１ｂ側に、上記外部電源の非常時
において、光源部１に電力を供給可能な非常用電源２を設けている。端子台１２と電気的
に接続された制御ユニット１５は、上記外部電源から電力の供給を受けて、平常時におい
て、非常用電源２へ給電し非常用電源２を構成する二次電池を充電している。配線基板１
１は、光源部１が実装された一表面１１ａ側の配線パターン（図示していない）と、制御
ユニット１５を構成する回路部品が実装された他表面１１ｂ側の配線パターン（図示して
いない）とが貫通配線（図示していない）を介して電気的に接続している。本実施形態の
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非常用照明器具１０では、光源部１、報知部４や点検スイッチ部５が一表面１１ａ側に実
装された配線基板１１と、配線基板１１の他表面１１ｂ側に実装された制御ユニット１５
の回路部品と、端子台１２とを一体化して構成している。
【００２２】
　なお、非常用照明器具１０は、制御ユニット部１５を構成する回路部品の形状などに合
わせて、制御ユニット部１５を構成する回路部品の一部を配線基板１１とは別の回路基板
（図示していない）に実装させてもよい。非常用照明器具１０は、上記回路基板を用いる
場合、光源部１を実装させた配線基板１１と、上記回路基板とを電気的に接続させた構造
とすればよい。
【００２３】
　非常用照明器具１０は、器具本体６の開口部６ａを覆うように円環状の枠体部７を、器
具本体６に設けている。枠体部７は、平面視において、光源部１からの光を外部に照射す
る照射窓７ａを設けている。枠体部７は、枠体部７の外形よりも小さい円筒状の保持枠７
ｄを備えている。枠体部７は、円筒状の保持枠７ｄを器具本体６の開口部６ａに挿入し、
器具本体６の内側面と当接させて器具本体６と着脱可能に一体化している。
【００２４】
　枠体部７には、器具本体６に保持された配線基板１１上の光源部１を囲み外部に向かっ
て広がる椀状の反射部８を設けている。反射部８は、平面視において、反射部８の外形が
照射窓７ａにおける上記縁と略同一形状で若干大きな形状としている。反射部８は、反射
部８の形状により、光源部１から照射される光の配光の制御に利用することができる。枠
体部７には、光源部１からの光を屈折させ所定の配光特性で外部に出射させるレンズ部９
を備えている。レンズ部９は、平面視において、レンズ部９の外形が照射窓７ａにおける
上記縁と略同一形状としている。
【００２５】
　すなわち本実施形態の非常用照明器具１０は、器具本体６が、光源部１からの光を屈折
させるレンズ部９と、光源部１からの光を器具本体６の外部に向かうように反射させる反
射部８とを備えている。器具本体６は、枠体部７の平面視における中心部から光源部１か
らの光を出射させている。なお、本実施形態の非常用照明器具１０では、枠体部７の平面
視における中心部と、照射窓７ａにおける上記縁の一部７ａａが構成する上記仮想の円形
の中心Ｏとを一致させている。また、本実施形態の非常用照明器具１０は、平面視におい
て、上記仮想の円形の中心Ｏに光源部１を配置し、光源部１の光軸Ｘが中心Ｏを通るよう
にしている。
【００２６】
　本実施形態の非常用照明器具１０は、光源部１にＬＥＤを用いている。非常用照明器具
１０は、ＬＥＤ自体がハロゲン電球などと比較して小型化可能であるため、ハロゲン電球
などを光源部１に用いたものと比較して、レンズ部９や反射部８を備えていても、小型化
を行うことを比較的容易としている。
【００２７】
　ところで、非常用照明器具１０は、火災その他不慮の事故で停電などしたとき、居合わ
せた人々を速やかにかつ安全に避難できるよう室内や通路を照らし出すため、複数個の非
常用照明器具１０を設置する場合がある。そのため、非常用照明器具１０は、複数個の非
常用照明器具１０の設置場所や設置間隔を適宜に設計して配置される。
【００２８】
　図３に示す比較のための非常用照明器具では、枠体部７に設けた照射窓７ａは、枠体部
７の中央部に枠体部７の外形と相似の円形状としている。そのため、図３に示す非常用照
明器具は、非常用照明器具の被照射面側において、光源部１の光軸に対して軸対称な正円
形に光を照射することができる。そのため、比較のための非常用照明器具では、非常用照
明器具の設置場所や設置間隔を設計し易い。なお、図３に示す非常用照明器具では、上記
外部電源から給電を受けるための電源コード１４を、非常用電源２内に一体化された制御
ユニット１５と電気的に接続させる。
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【００２９】
　しかしながら、図３に示す非常用照明器具では、平面視において、照射窓７ａの外形を
正円形としており、枠体部７に設けられる検知部４や点検スイッチ部５との配置場所との
関係で非常用照明器具１０を小さくすることが難しい。
【００３０】
　これに対し、本実施形態の非常用照明器具１０の枠体部７は、平面視において、外形が
円形状であり円形状の内側に光源部１からの光を外部に照射する照射窓７ａを備えている
。照射窓７ａは、平面視において、照射窓７ａにおける上記縁の一部７ａａが枠体部７の
外形に沿って枠体部７の外形に相似する上記仮想の円形の一部を構成している。また、照
射窓７ａは、照射窓７ａの重心部Ｇを介して上記縁の一部７ａａと反対側の照射窓７ａに
おける上記縁の他部７ａｂが上記仮想の円形よりも上記仮想の円形の中心Ｏ側にあって上
記仮想の円形の中心Ｏから離れる向きに突出する曲線状に形成されている。なお、本実施
形態の非常用照明器具１０において、照射窓７ａの重心部Ｇとは、照射窓７ａの形状とし
た仮想の平板における質量中心の位置をいう。非常用照明器具１０では、報知部４と点検
スイッチ部５とは、平面視において、枠体部７における照射窓７ａの外側に配置されてお
り、上記仮想の円形の中心Ｏに対し、枠体部７における照射窓７ａの一部７ａａと反対側
に設けられている。
【００３１】
　本実施形態の非常用照明器具１０は、枠体部７において、検知部４や点検スイッチ部５
と比較し大きな面積を占める照射窓７ａを、上述した特定の形状とすることで、図３に示
す非常用照明器具と比較して、非常用照明器具１０全体の大きさを小さくできる。
【００３２】
　非常用照明器具１０では、照射窓７ａの形状に起因して、非常用照明器具１０の被照射
面において、光源部１の光軸Ｘに対して軸非対称な歪な形状に光が照射される場合がある
。非常用照明器具１０は、非常用照明器具１０の被照射面において、歪な形状に光が照射
される場合、複数個の非常用照明器具１０の設置場所や設置間隔で所定の照度を確保する
設計を行うことが難しくなる恐れがある。また、非常用照明器具１０は、非常用照明器具
１０の被照射面において、歪な形状に光が照射される場合、複数個の非常用照明器具１０
の設置場所や設置間隔で所定の照度を確保するため、非常用照明器具１０の光軸に対する
回転方向を調整して設置する必要がある。そのため、非常用照明器具１０の被照射面にお
いて歪な形状に光を照射する非常用照明器具１０では、非常用照明器具１０の設置が煩雑
となる恐れがある。
【００３３】
　本実施形態の非常用照明器具１０では、図２に示すように、光源部１から照射された光
を広げ所定の配光特性を得るために、レンズ部９の厚みが光源部１と対向する光入射面９
ｂ側で窪み光出射面９ａ側が平滑面となる平凹面状に形成させている。さらに、レンズ部
９は、照射窓７ａにおける一部７ａａ側の光入射凸面９ｃにおけるレンズの曲率半径を、
他部７ａｂ側の光入射凸面９ｄにおけるレンズの曲率半径よりも大きくしている。同様に
、反射部８は、断面視において、照射窓７ａにおける一部７ａａ側よりも他部７ａｂ側に
光源部１からの光が広がるように複数段（ここでは、三段）の異なる曲率半径を備えた椀
状に形成している。本実施形態の非常用照明器具１０の反射部８およびレンズ部９は、光
源部１からレンズ部９の中央部に入射する光を側方に屈折や導光などさせて外部に照射さ
せることができる。非常用照明器具１０は、非常用照明器具１０直下から所定の半径内の
床面における水平面照度を、所定の照度（たとえば、１ｌｘ）以上としている。
【００３４】
　本実施形態の非常用照明器具１０は、反射部８やレンズ部９を用いて特定形状の照射窓
７ａから照射される光源部１からの光を、被照射面側において、たとえば、正円形などに
制御することを可能としている。本実施形態の非常用照明器具１０では、非常用照明器具
１０の設置場所や複数個の非常用照明器具１０を設置する場合でも設置間隔において、所
定の照度を確保できるかを判別することが設計上において容易となる。また、本実施形態



(7) JP 5906419 B2 2016.4.20

10

20

30

40

50

の非常用照明器具１０は、非常用照明器具１０から照射される被照射面の形状を考慮しな
がら設置する必要もなく設置が比較的容易となる。
【００３５】
　本実施形態の非常用照明器具１０では、たとえば、照明窓７ａを特定の形状に設計する
ことにより、煙などで周囲の視界が低下する場合でも避難者が照明光を照射する照明窓７
ａ自体を視認し照射窓７ａの特定の形状を認識できる場合がある。本実施形態の非常用照
明器具１０では、照射窓７ａの形状を利用して、照射窓７ａにおける特定の形状の方向に
向かって避難者を避難誘導させるようにすることも可能となる。
【００３６】
　なお、器具本体６は、器具本体６の開口部６ａの開口縁から外方へ延設された外鍔部６
ｃを備えている。また、器具本体６には、非常用照明器具１０を造営材たる天井材Ｃに固
定する際に用いられる複数個の板状の取付ばね１３を設けている。取付ばね１３は、器具
本体６の外側面６ａａに、外形がＬ字形状の取付ばね１３の一端部１３ａを螺子（図示し
ていない）などにより器具本体６側に固定させている。本実施形態の非常用照明器具１０
は、天井材Ｃに貫設された取付孔Ｃ１に挿入され、複数個の取付ばね１３と、器具本体６
の外鍔部６ｃとにより、天井材Ｃを挟持して固定する。取付ばね１３は、非常用照明器具
１０を造営材である天井材Ｃに貫設された取付孔Ｃ１の内側に配置させるため、器具本体
６の外側面６ａａに好適に設けられるものであって、非常用照明器具１０の設置形態によ
っては、必ずしも必要ではない。
【００３７】
　非常用照明器具１０は、非常用照明器具１０の施工にあたって、まず、端子台１２を上
記電源コードと電気的に接続させる。次に、非常用照明器具１０は、器具本体６の外側面
６ａａに設けられた各取付ばね１３の他端部１３ｂを、器具本体６の外側面６ａａ側に近
づけるように押し倒した状態で、天井材Ｃの取付孔Ｃ１に挿入する。非常用照明器具１０
は、器具本体６の外鍔部６ｃが天井材Ｃにおける取付孔Ｃ１の周部に当接するまで取付孔
Ｃ１に押し込まれると、取付ばね１３の他端部１３ｂ側が器具本体６の外側面６ａａから
離れる方向に開く。非常用照明器具１０は、取付ばね１３の一部が取付孔Ｃ１の周部に弾
接し、取付ばね１３の一部と、器具本体６の外鍔部６ｃとで天井材Ｃを挟持することによ
り、天井材Ｃに取り付けることができる。
【００３８】
　以下、本実施形態の非常用照明器具１０の各構成について、より具体的に詳述する。
【００３９】
　光源部１は、上記外部電源の停電時や上記外部電源からの電力を給電する電源コードが
焼失するなどして外部電力からの電力の供給ができない非常時に非常用電源２からの電力
の供給を受けて点灯可能なものである。光源部１は、たとえば、ハロゲン電球、有機ＥＬ
、ＬＤやＬＥＤなどを使用することができる。光源部１は、ハロゲン電球を光源部１に用
いた場合と比較して、有機ＥＬやＬＥＤなどを使用することにより、光源部１自体を小型
化させ、非常用照明器具１０全体を小型化させることに寄与することも可能となる。
【００４０】
　光源部１は、たとえば、青色光や紫外線を発するＬＥＤチップと、該ＬＥＤチップから
放射された光エネルギーにより励起されて、より長波長の光を放射する粒子状の蛍光体が
含有された色変換部材とを備えた構成とすることができる。蛍光体は、たとえば、青色光
により励起され発光波長域がブロードな黄色系の光を放射する蛍光体や紫外線により励起
され青色、緑色および赤色をそれぞれ発光可能な３種類の蛍光体などを用いることができ
る。光源部１は、たとえば、青色光を発光するＬＥＤチップと、黄色光を発光する蛍光体
が含有された色変換部材とを用いることで、白色光などの混色光を照射させることができ
る。
【００４１】
　光源部１は、より具体的には、発光層に青色光を放射するＩｎＧａＮなどの窒化ガリウ
ム系化合物半導体を用いたＬＥＤチップを備えて構成することができる。光源部１は、Ｅ
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ｕで付活された（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４、Ｃｅで付活されたＹ３Ａｌ５Ｏ１２やＣｅで
付活されたＴｂ３Ａｌ５Ｏ１２など蛍光体などが透光性材料中に含有された上記色変換部
材を備えて構成することができる。
【００４２】
　さらに、光源部１は、上記色変換部材を用いる代わりに蛍光体を含有しない透光性部材
で、赤色光を発光する赤色ＬＥＤチップ、緑色光を発光する緑色ＬＥＤチップおよび青色
光を発光する青色ＬＥＤチップを備えた構成として、白色光を発光させることもできる。
このような、光源部１を構成するＬＥＤは、リフロー半田付けなどにより、配線基板１１
の一表面１１ａの上記配線パターンに表面実装するとともに電気的に接続させることがで
きる。この他、光源部１は、ベアチップとなるＬＥＤチップでもよいし、ＬＥＤチップを
合成樹脂などのパッケージで被覆させ外部に給電のためのリード端子が設けられた表面実
装型発光ダイオードなどを用いてもよい。
【００４３】
　非常用電源２は、ニッカド電池やニッケル水素電池などの二次電池を利用することがで
きる。また、非常用電源２は、一個の二次電池だけでもよいし、複数個の二次電池を直列
、並列や直並列に接続させたものを用いてもよい。このような非常用電源２は、単電池を
ニッケル板などで接続して各種配列に並べ、熱収縮チューブや樹脂ケースなどでパックし
、リード線やコネクタ、タブ端子が結線された組電池として用いることもできる。
【００４４】
　点灯回路部３は、上記外部電源の非常時に非常用電源２から供給される電力に基づいて
光源部１を点灯可能なものである。非常用照明器具１０は、上記外部電源の非常時に非常
用電源２からの電力の供給を受けて光源部１を点灯させることができればよい。点灯回路
部３は、たとえば、平常時に上記外部電源から供給される交流電力を整流した後、平滑化
して直流電流を出力する整流平滑部（図示していない）を備えている。点灯回路部３は、
整流平滑部からの直流電流を光源部１のＬＥＤに適した一定の電流として供給する定電流
電源部（図示していない）を備えている。点灯回路部３は、定電流電源部の制御を行う適
宜の制御プログラムを搭載したマイクロコンピュータを備えた構成とすることができる。
なお、点灯回路部３は、報知部４の点灯を制御するように構成することもできる。点灯回
路部３は、制御ユニット１５に内蔵して構成することができる。制御ユニット１５には、
点灯回路部３、非常用電源２の充電を制御する充電制御回路部、上記外部電源の停電を検
出する停電検出回路部も内蔵している。
【００４５】
　非常用照明器具１０は、上記停電検出回路部によって上記外部電源の停電が検出される
と、点灯回路部３のマイクロコンピュータにより上記充電制御回路部がオフにされ、非常
用電源２を充電状態から光源部１への給電に切替える。非常用照明器具１０では、非常用
電源２からの電力の供給を受けて光源部１が点灯する。
【００４６】
　報知部４は、非常用電源２の状態を報知可能なものである。報知部４は、たとえば、Ｌ
ＥＤや電球などを使用して構成することができる。非常用照明器具１０は、たとえば、報
知部４に緑色ＬＥＤを使用する場合、非常用電源２の状態を緑色ＬＥＤの点灯状態により
報知させることができる。非常用照明器具１０は、非常用電源２が外れるなどして、非常
用電源２と点灯回路部３とが電気的に接続されていない場合、緑色ＬＥＤを消灯させる。
非常用照明器具１０は、非常時に光源部１を非常用電源２で点灯させるには非常用電源２
の電池容量が十分ではない場合、点灯回路部３が緑色ＬＥＤを点滅させる。
【００４７】
　非常用照明器具１０は、たとえば、上記外部電源から電力が供給されており上記停電検
出回路部などが上記外部電源の非常時を検出していない場合、上記充電制御回路部が非常
用電源２の両端電圧に基づいて、非常用電源２の充電状態を判断することができる。非常
用照明器具１０では、非常用電源２の両端電圧が所定の電圧以上であることを上記充電制
御回路部により検知すれば、点灯回路部３は、報知部４となる緑色ＬＥＤを点灯するよう
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に制御する。また、非常用照明器具１０では、たとえば、非常用電源２が未接続など上記
充電制御回路部により非常用電源２の両端電圧が検出できない場合、点灯回路部３が緑色
ＬＥＤを消灯させる。非常用照明器具１０は、上記充電制御回路部が非常用電源２の両端
電圧に基づいて非常用電源２の寿命と判断すると、点灯回路部３が緑色ＬＥＤを点滅させ
る。上記充電制御回路部は、たとえば、非常用電源２を点検する場合、非常用電源２の充
電状態から適宜の抵抗などからなる擬似負荷（図示していない）への放電状態へと切り替
える。上記充電制御回路部は、たとえば、所定時間が経過したときの非常用電源２におけ
る端子間の電圧を測定して、測定した電圧が、非常用電源２が適正値となる予め規定した
所定の電圧以上であれば、非常用電源２が適正であると判断すればよい。また、上記充電
制御回路部は、非常用電源２が過放電に伴う高インピーダンス化などにより、非常用電源
２の端子間の測定電圧が予め規定した所定の電圧未満であれば、非常用電源２が寿命と判
断すればよい。
【００４８】
　点検スイッチ部５は、非常用電源２の点検を開始できるものであればよい。点検スイッ
チ部５は、たとえば、非常用電源２の点検を開始する点検開始信号を出力可能な入力手段
を備えて構成することができる。点検スイッチ部５は、入力手段として、押しボタン式の
点検スイッチ５ａや外部のリモートコントローラからの無線や赤外線などの信号を受けて
、上記点検開始信号を出力可能な半導体受光素子などを用いることができる。また、点検
スイッチ部５の点検スイッチ５ａとしては、引き紐と結び付けられた機械的なスイッチを
用いてもよい。点灯回路部３は、点検スイッチ部５からの点灯開始信号の入力を受けて、
非常用電源２に対して充電状態から光源部１への給電状態に切り替え、所定時間が経過し
た後の電圧を測定する。点灯回路部３は、非常用電源２の状態に応じて、報知部４に表示
させればよい。
【００４９】
　器具本体６は、少なくとも光源部１と、非常用電源２と、点灯回路部３とを内蔵可能な
ものである。器具本体６は、たとえば、金属材料（アルミニウムやステンレスなど）や各
種の樹脂材料を用いて有底円筒状に構成することができる。器具本体６は、器具本体６の
形状が、有底円筒状だけに限られず、有底矩形筒状や椀形状であってもよい。
【００５０】
　枠体部７は、器具本体６の開口部６ａを覆い光源部１からの光を出射可能なように器具
本体６に着脱可能に固定されている。枠体部７は、アルミニウムなどの金属材料や合成樹
脂材料を用いて形成することができる。枠体部７には、光源部１からの光を外部に照射す
る照射窓７ａを備えている。照射窓７ａは、枠体部７に貫設された貫通孔であってもよい
し、枠体部７に貫設された貫通孔を覆う透光性の窓材であってもよい。枠体部７は、反射
部８やレンズ部９を好適に保持することができるように構成することもできる。
【００５１】
　反射部８は、光源部１からの光を器具本体６の外部に向かうように反射させるために好
適に設けられている。反射部８は、たとえば、反射部８の材料として、ステンレス材など
適宜の金属材料を利用して構成することができる。
【００５２】
　レンズ部９は、光源部１からの光を屈折させ所定の配光にするために好適に設けられて
いる。レンズ部９は、たとえば、レンズ部９の材料として、ガラスやアクリル樹脂などを
用いることができる。レンズ部９は、照射窓７ａの窓材としても機能させることができる
。
【００５３】
　（実施形態２）
　図４に示す本実施形態の非常用照明器具１０は、図１に示した実施形態１のレンズ部９
と反射部８を備える代わりに、反射部８のみを備えた点が主として相違する。なお、図中
において実施形態１と同じ部材に対しては、同じ番号を付して説明を省略している。
【００５４】
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　本実施形態の非常用照明器具１０は、図４に示すように、器具本体６に保持された配線
基板１１上の光源部１を囲み外部に向かって広がる椀状の反射部８を設けている。反射部
８は、光源部１の光軸Ｘに対して、軸非対称な形状としている。本実施形態の非常用照明
器具１０では、光源部１から照射された光を非常用照明器具１０の被照射面に対して正円
形に広げるために、反射部８は、光源部１の光軸Ｘに対し軸非対称な形状としている。
【００５５】
　反射部８は、図示していないが平面視において、照射窓７ａにおける一部７ａａ側が照
射窓７ａの形状に合わせ上記仮想の円形の一部より若干大きい相似形に形成している。反
射部８は、平面視において、照射窓７ａにおける他部７ａｂ側が上記仮想の円形よりも上
記仮想の円形の中心Ｏ側にあって上記仮想の円形の中心Ｏから離れる向きに突出する曲線
状に形成している。
【００５６】
　また、反射部８は、断面視において、照射窓７ａにおける一部７ａａ側の内側面８ｅの
曲率半径が他部７ａｂ側の内側面８ｆの曲率半径よりも大きく、一部７ａａ側よりも他部
７ａｂ側に光源部１からの光が広がるような椀状に形成している。
【００５７】
　これにより、本実施形態の非常用照明器具１０は、反射部８を用いて特定形状の照射窓
７ａから照射される光源部１からの光を被照射面側において、たとえば、正円形などに制
御することを可能としている。
【００５８】
　本実施形態の非常用照明器具１０では、報知部４と点検スイッチ部５とを、平面視にお
いて、枠体部７における照射窓７ａの外側に配置させ、上記仮想の円形の中心Ｏに対し、
枠体部７における照射窓７ａの一部７ａａと反対側に設けていることにより、非常用照明
器具１０を、より小型化することが可能となる。
【００５９】
　また、本実施形態の非常用照明器具１０では、被照射面側において、光源部１から照射
された光を、たとえば、正円形とし、非常用照明器具１０直下から所定の半径内の床面の
水平面照度を所定の照度（たとえば、１ｌｘ）以上とすることが可能に構成している。
【００６０】
　（実施形態３）
　図５に示す本実施形態の非常用照明器具１０は、図１に示した実施形態１のレンズ部９
と反射部８を備える代わりに、レンズ部９のみを備えた点が主として相違する。なお、図
中において実施形態１と同じ部材に対しては、同じ番号を付して説明を省略している。
【００６１】
　本実施形態の非常用照明器具１０は、図５に示すように、器具本体６に保持された配線
基板１１上の光源部１を空間介して囲むレンズ部９を備えている。レンズ部９は、光源部
１の光軸Ｘに対して、軸非対称な形状としている。本実施形態の非常用照明器具１０では
、光源部１から照射された光を非常用照明器具１０の被照射面に対して正円形に広げるた
めに、レンズ部９は、光源部１の光軸Ｘに対し軸非対称な形状としている。
【００６２】
　レンズ部９は、図示していないが平面視において、照射窓７ａにおける一部７ａａ側が
照射窓７ａの形状に合わせ上記仮想の円形の一部より若干小さい相似形に形成している。
反射部８は、平面視において、照射窓７ａにおける他部７ａｂ側が上記仮想の円形よりも
上記仮想の円形の中心Ｏ側にあって上記仮想の円形の中心Ｏから離れる向きに突出する曲
線状に形成している。
【００６３】
　また、レンズ部９は、断面視において、光源部１の光軸Ｘ上において、レンズ部９の厚
みが中央部側で窪んだ光入射凹面９ｅおよび光出射凹面９ｆを備える両凹面状に形成させ
ている。また、レンズ部９は、レンズ部９の厚みが中央部側から外部側にかけて、レンズ
部９における一部７ａａ側の凸レンズ部分９ｇの表面における曲率半径が他部７ａｂ側の
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部７ａａ側よりも他部７ａｂ側に光源部１からの光が広がるような椀状に形成している。
【００６４】
　これにより、本実施形態の非常用照明器具１０は、反射部８を用いて特定形状の照射窓
７ａから照射される光源部１からの光を被照射面側において、たとえば、正円形などに制
御することを可能としている。なお、本実施形態の非常用照明器具１０では、光源部１か
らの光を有効に利用するため、枠体部７にレンズ部９を囲む側壁部７ｅを好適に備えてい
る。
【００６５】
　本実施形態の非常用照明器具１０では、報知部４と点検スイッチ部５とを、平面視にお
いて、枠体部７における照射窓７ａの外側に配置させ、上記仮想の円形の中心Ｏに対し、
枠体部７における照射窓７ａの一部７ａａと反対側に設けていることにより、非常用照明
器具１０を、より小型化することが可能となる。
【００６６】
　また、本実施形態の非常用照明器具１０では、被照射面側において、光源部１から照射
された光を、たとえば、正円形とし、非常用照明器具１０直下から所定の半径内の床面の
水平面照度を所定の照度（たとえば、１ｌｘ）以上とすることが可能に構成している。
【符号の説明】
【００６７】
　Ｏ　中心
　Ｇ　重心部
　１　光源部
　２　非常用電源
　３　点灯回路部
　４　報知部
　５　点検スイッチ部
　６　器具本体
　６ａ　開口部
　７　枠体部
　７ａ　照射窓
　８　反射部
　９　レンズ部
　１０　非常用照明器具
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