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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】建築物の支持面に直接実現することができる間
接照明の照明灯具を提供する。
【解決手段】外部ハウジング体１１０と、透明基板１２
０と、少なくとも１つの光源１３０とを含む。外部ハウ
ジング体１１０は開口１１１及び少なくとも１つの収容
室１１２を有し、収容室１１２は開口１１１の片側に位
置し、外部ハウジング体１１０は、互いに平行な少なく
とも２つの縦方向支持フレームに実装されている。外部
ハウジング体１１０は、複数のネジ穴１１３が設けられ
、ネジ穴１１３に対応する複数のネジ１４０によって、
縦方向支持フレームに固定されており、ネジ穴１１３の
距離は、縦方向支持フレームの距離に対応する。透明基
板１２０は外部ハウジング体１１０の収容室１１２内に
設けられ、外部ハウジング体１１０の開口１１１から透
明基板１２０の発光面１２１が露出している。光源１３
０は外部ハウジング体１１０の収容室１１２内に設けら
れ、光源１３０が発する光線は発光面１２１を通して外
部に射出する。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　照明灯具であって、外部ハウジング体と、透明基板と、少なくとも１つの光源とを含み
、
　前記外部ハウジング体は開口及び少なくとも１つの収容室を有し、前記収容室は前記開
口の少なくとも片側に位置し、前記外部ハウジング体は、天井において互いに平行する少
なくとも２つの縦方向支持フレームに実装されており、前記外部ハウジング体は、複数の
ネジ穴が設けられ、これらのネジ穴に対応する複数のネジによって、これらの縦方向支持
フレームに固定されており、隣接するこれらのネジ穴の距離は、隣接するこれらの縦方向
支持フレームの距離に対応しており、
　前記透明基板は、前記外部ハウジング体の収容室内に設けられ、前記外部ハウジング体
の前記開口から前記透明基板の発光面が露出しており、
　前記少なくとも１つの光源は、前記外部ハウジング体の収容室内に設けられて、透明基
板に発光し、前記光源から発する光線は前記透明基板の前記発光面を通して外部に射出す
る、ことを特徴とする照明灯具。
【請求項２】
　これらのネジ穴は、前記外部ハウジング体の外周枠部材に設けられていることを特徴と
する請求項１に記載の照明灯具。
【請求項３】
　前記外部ハウジング体は矩形であり、且つ前記外部ハウジング体の外周枠部材には縦方
向枠部材及び横方向枠部材が設けられ、前記横方向枠部材において隣接するこれらのネジ
穴の距離の範囲は、１８８．５ミリメートル～２６６．５ミリメートルであり、又は２６
４ミリメートル～３４２ミリメートルであることを特徴とする請求項２に記載の照明灯具
。
【請求項４】
　前記外部ハウジング体の、前記縦方向枠部材に対応する長さの範囲は、９０３．５ミリ
メートル～９１３．５ミリメートルであることを特徴とする請求項３に記載の照明灯具。
【請求項５】
　前記外部ハウジング体の、前記横方向枠部材に対応する幅の範囲は、１８７．５ミリメ
ートル～２６７．５ミリメートル、２６３ミリメートル～３４３ミリメートル、４４９．
５ミリメートル～４６１．５ミリメートル、及び９０３ミリメートル～９１４ミリメート
ルからなる群から選択されることを特徴とする請求項３に記載の照明灯具。
【請求項６】
　前記外部ハウジング体には、前記縦方向枠部材又は前記横方向枠部材に位置する少なく
とも１つのケーブル引出孔がさらに設けられていることを特徴とする請求項３に記載の照
明灯具。
【請求項７】
　前記外部ハウジング体の外周枠部材は傾斜包囲壁を有し、前記傾斜包囲壁と前記天井と
の夾角は０度より大きく、９０度未満であることを特徴とする請求項２に記載の照明灯具
。
【請求項８】
　前記夾角は、３０度と６０度との間であることを特徴とする請求項７に記載の照明灯具
。
【請求項９】
　前記外部ハウジング体は更に、前記天井において互いに平行する少なくとも２つの横方
向支持フレームに実装されており、且つ前記外部ハウジング体は、これらのネジによりこ
れらの横方向支持フレームに固定されていることを特徴とする請求項１に記載の照明灯具
。
【請求項１０】
　前記外部ハウジング体で露出した前記発光面は、矩形、円形、楕円形又は三角形である
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ことを特徴とする請求項１に記載の照明灯具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は照明灯具に関し、特に間接照明のための照明灯具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光ダイオード（ＬＥＤ）の高出力化及び高効率化に伴って、光源としてＬＥＤ
を用いた室内又は室外で使用され長寿命化が期待できる照明器具が開発されている。前記
照明器具は、基板に複数のＬＥＤを実装して所定の光量を得るようにしたものである。
【０００３】
　しかし、前記照明器具において、ＬＥＤから出射される光は指向性が強くグレア（ｇｌ
ａｒｅ）が生じやすい。
【０００４】
　また、現在の室内用の間接照明は主にスペーサーを用いて光線の直接照射を回避してい
る。しかしながら、この間接照明方式では、光線は複数回の反射又は拡散を受けてから照
明に用いられるため、光線の利用効率が低く、エネルギーを消耗する。
【０００５】
　また、現在の照明灯具は、天井の支持フレームに固定するための設計がないため、統一
規格の固定方式を有していない。
【０００６】
　そのため、従来技術に存在している問題を解決するための照明灯具を提供する必要があ
る。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案の主な目的は、照明灯具を提供することである。前記照明灯具は、外部ハウジン
グ体と、透明基板と、少なくとも１つの光源とを含む。前記外部ハウジング体は開口及び
少なくとも１つの収容室を有し、前記収容室は前記開口の少なくとも片側に位置し、前記
外部ハウジング体は、互いに平行な少なくとも２つの縦方向支持フレームに実装されてお
り、前記外部ハウジング体は、複数のネジ穴が設けられ、これらのネジ穴に対応する複数
のネジによって、これらの縦方向支持フレームに固定されており、隣接するこれらのネジ
穴の距離は、隣接するこれらの縦方向支持フレームの距離に対応する。前記透明基板は前
記外部ハウジング体の収容室内に設けられ、前記外部ハウジング体の前記開口から前記透
明基板の発光面が露出している。前記少なくとも１つの光源は、前記外部ハウジング体の
収容室内に設けられて、透明基板に発光し、前記光源から発する光線は前記透明基板の前
記発光面を通して外部に射出する。
【０００８】
　本考案の１つの実施例において、これらのネジ穴は、前記外部ハウジング体の外周枠部
材に設けられている。
【０００９】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体は矩形であり、且つ前記外部ハ
ウジング体の外周枠部材には縦方向枠部材及び横方向枠部材が設けられ、前記横方向枠部
材において隣接するこれらのネジ穴の距離の範囲は、１８８．５ミリメートル～２６６．
５ミリメートルであり、又は２６４ミリメートル～３４２ミリメートルである。
【００１０】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体の、前記縦方向枠部材に対応す
る長さの範囲は、９０３．５ミリメートル～９１３．５ミリメートルである。
【００１１】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体の、前記横方向枠部材に対応す
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る幅の範囲は、１８７．５ミリメートル～２６７．５ミリメートル、２６３ミリメートル
～３４３ミリメートル、４４９．５ミリメートル～４６１．５ミリメートル、及び９０３
ミリメートル～９１４ミリメートルからなる群から選択される。
【００１２】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体には、前記縦方向枠部材又は前
記横方向枠部材に位置する少なくとも１つのケーブル引出孔が更に設けられている。
【００１３】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体の外周枠部材は傾斜包囲壁を有
し、前記傾斜包囲壁と前記天井との夾角は０度より大きく、９０度未満である。
【００１４】
　本考案の１つの実施例において、前記夾角は３０度と６０度との間にある。
【００１５】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体は更に、前記天井において互い
に平行する少なくとも２つの横方向支持フレームに実装されており、且つ前記外部ハウジ
ング体は、これらのネジによりこれらの横方向支持フレームに固定されている。
【００１６】
　本考案の１つの実施例において、前記外部ハウジング体で露出した前記発光面は、矩形
、円形、楕円形又は三角形である。
【００１７】
　従って、本考案の照明灯具は、間接照明を提供し、グレアを回避するために、建築物の
支持面に直接実装することができる。光源の光線は一回の反射のみを受け、間接照明とし
て射出することができるため、光エネルギーの損失を回避し、光線の利用率を向上させる
とともに、更に省エネルギーの効果を達成することができる。さらに、前記照明灯具の外
部ハウジング体は、複数のネジ穴が設けられ、且つ隣接するこれらのネジ穴の距離が隣接
するこれらの縦方向支持フレームの距離に対応するため、前記照明灯具に対してこれらの
縦方向支持フレームに固定する統一規格の固定方式を提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】図１は、本考案の実施例に係る照明灯具の天井における状態の断面模式図である
。
【図２】図２は、本考案の実施例に係る照明灯具が天井の縦方向支持フレームに固定され
た状態の底面図である。
【図３】図３は、本考案の他の実施例に係る照明灯具が天井の縦方向支持フレームに固定
された状態の底面図である。
【図４】図４は、本考案の別の実施例に係る照明灯具が天井の縦方向支持フレームに固定
された状態の底面図である。
【図５】図５は、本考案の更に別の実施例に係る照明灯具の天井における状態の断面模式
図である。
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　本考案の上述と他の目的、特徴、利点を更に詳しく分かりやすくさせるために、下記で
は好ましい実施例と図面を用いて、詳細に説明する。更に、本考案で用いる用語、例えば
、上、下、頂部、底部、前、後、左、右、側面、周囲、中央、水平、横方向、垂直、縦方
向、軸方向、径方向、最上層または最下層等は、図面を参考するためのものである。その
ため、使用される用語は本考案を説明と理解させるためのものであり、本考案を制限する
ものではない。
【００２０】
　本質上で、図面と明細書に記載されたものは本考案を説明するためであり、本考案を制
限するものではない。図面において、構造の類似するユニットは同じ符号を用いて説明す
る。更に、本考案を理解、更に詳細に説明するために、図面に示される各部材のサイズと
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厚さは任意で示し、本考案を制限するのもではない。
【００２１】
　図面において、更に明確にさせるため、層、膜、パネル、領域などにおける厚さを拡大
している。図面では、本考案を理解、更に詳細に説明するため、一部の層と領域の厚さを
拡大している。ここで、理解すべきことは、例えば層、膜、領域または基底の部材は他の
部材"上"に"位置"する時、前記部材は直接前記他の部材上に位置し、または介在部材が存
在されることも可能である。
【００２２】
　具体的実施方式において、図面を用いて本考案の実施例を更に詳しく説明し、図面では
本考案の実施例が示されている。しかし、本考案は多くの異なる形式により示されている
が、本考案の実施例に制限されない。これに反して、前記実施例により本考案で公開され
た技術手段を更に簡単で徹底的に理解して、当業者に本考案の技術範囲を伝達することが
できる。同じ符号は各箇所で同じ部材を示している。
【００２３】
　本考案の用語における第１、第２等で各種部材を記述するが、これらの部材は前記用語
により制限されないことを理解すべきである。これらの用語は部材と他の部材を区別する
ためである。例えば、本考案の技術的範囲から離れない状態で、第１部材は第２部材とし
て称することが可能で、同じく、第２部材も第１部材として称されることができる。本考
案で使用される、用語"及び／または"は１つ以上の関連する項目の任意の組合せと全ての
組合せを含んでいる。
【００２４】
　ここで理解すべきことは、モジュール（例えば、層、領域またはは基底）は他のモジュ
ール上で、または他のモジュール上に延伸されることは、直接他のモジュール上で、また
は他のモジュール上に直接延伸され、または介在するモジュールが存在することができる
。これに反して、部材が、直接他のモジュール上で、または他のモジュール上に直接延伸
されることは、介在するモジュールが存在しないことを示す。更に、部材が、他の部材上
に"連結"または"接続"されることは、他の部材上に直接連結または接続され、または介在
するモジュールが存在可能と理解することができる。これに反して、部材が、他の部材上
に"直接連結"または"直接接続"されることは、介在する部材の連結が存在しないと理解す
べきである。
【００２５】
　本考案に用いる用語は、具体的実施例を記述するためであり、本考案を制限するもので
はない。本考案に用いる、単数形式"１つ"、"１種"、"これ"は複数形式を含むが、上下文
が他の記述によりはっきりと指摘された場合はこの限りではない。ここで理解すべきこと
は、本考案に用いる用語"含む"、"包含"、"有する"及び／または"設けられている"を使用
する時、記述する特徴、全体、手順、操作、部材、及び／または構造部品の存在を指定す
るが、１つまたは複数の他の特徴、全体、手順、操作、部材、構造部品、及び／またはそ
れらの組合せの存在または付加は除かない。
【００２６】
　特に限定しない限り、本考案で用いる全ての用語（技術用語と科学用語を含む）は、全
て本考案の当業者における一般の技術員が通常理解できる意味と同じ意味である。更に理
解すべきことは、本考案で用いる用語は、明細書の上下文と関連領域での意味が一致し、
明細書で明確に提言された場合を除く、理想化または過度形式の意味として解釈してはい
けない。
【００２７】
　他に明確に指摘されていない限り、比較的用語（例えば、"比較的少ない"と"比較的大
きい"）は包含するものが同じである概念を示す。例えば、"比較的少ない"用語は、数学
での意味"比較的少ない"を示し、更に"少ないまたは同等"の意味も示す。
【００２８】
　図１及び図２に示すように、図１は、本考案の実施例に係る照明灯具の天井における状
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態を示す断面模式図であり、図２は、本考案の実施例に係る照明灯具が壁に実装された状
態を示す底面図である。本考案の照明灯具は部屋の室内又は屋外環境に設けられて、室内
又は屋外照明に使用されてもよい。具体的には、本考案の照明灯具は建築物の支持面、例
えば室内の天井（例えば天井ボード）、壁若しくはガラス基板、又は屋外の建物の外壁若
しくはガラス幕に直接実装することができる。
【００２９】
　先ず、本考案は、中華民国実用新案第１０４２１１３３１号による優先権を主張する。
この内容は全てここに含めておく。図１と２を参照する。図１は、本考案の実施例に係る
照明灯具の天井における状態を示す断面模式図である。図２は、本考案の実施例に係る照
明灯具が天井の縦方向支持フレームに固定された状態の底面模式図である。本考案の照明
灯具は部屋の室内環境に設けられて、室内照明に使用されてもよい。具体的には、本考案
の照明灯具は建築物の支持面、例えば室内の天井（例えば天井ボード）において互いに平
行する少なくとも２つの縦方向支持フレームに設置又は実装することができる。
【００３０】
　図１及び図２に示すように、本実施例の照明灯具は、外部ハウジング体１１０、透明基
板１２０及び少なくとも１つの光源１３０を含んでもよい。透明基板１２０及び光源１３
０は外部ハウジング体１１０内に設けられている。光源１３０は、透明基板１２０の少な
くとも片側に位置して、透明基板１２０内に光線を射出することに用いられる。
【００３１】
　本実施例の照明灯具が室内又は屋外照明に用いられるとき、外部ハウジング体１１０は
建築物の支持面（例えば室内の天井、壁若しくはガラス基板、又は屋外の建物の外壁若し
くはガラス幕）に実装されて、透明基板１２０及び光源１３０を保持し、透明基板１２０
の発光面１２１のみを露出する。照明灯具が照明を提供するとき、光源１３０から発した
光線は透明基板１２０内に進入し、発光面１２１を通して部屋内又は屋外に射出すること
ができる。
【００３２】
　本実施例の照明灯具が室内で用いられるとき、外部ハウジング体１１０は、室内の天井
において互いに平行する少なくとも２つの縦方向支持フレームに実装されて、前記透明基
板１２０及び前記光源１３０を保持し、前記透明基板１２０の発光面１２１のみを露出す
る。照明灯具が照明を提供するとき、前記光源１３０から発した光線は前記透明基板１２
０内に進入し、発光面１２１を通して部屋内に射出することができる。
【００３３】
　図１及び図２に示すように、照明灯具の外部ハウジング体１１０は非光透過性材料、例
えば金属材料、可塑化材料又は上述の材料の組み合わせからなってもよい。外部ハウジン
グ体１１０は、高熱伝導性の金属材料からなっており、照明灯具の放熱効率を向上させる
。外部ハウジング体１１０は、開口１１１及び少なくとも１つの収容室１１２を有し、開
口１１１は室内又は屋外に向かって、透明基板１２０の発光面１２１を露出しており、収
容室１１２は開口１１１の少なくとも片側に位置し、開口１１１で連通して、光源１３０
を収容する。
【００３４】
　図１及び図２に示すように、本実施例の照明灯具１００の透明基板１２０は完全に透明
又は半透明であってもよい。透明基板１２０は平板形構造と構成されてもよく、且つ透明
基板１２０は任意形状の平板、例えば矩形、円形、楕円形、長方形、三角形又は不規則な
形状の平板であってもよい。透明基板１２０の材料は、例えばガラス、ケイ素含有材料、
光硬化型樹脂、ポリメタクリル酸メチル（ＰＭＭＡ）、又はポリカーボネート（ＰＣ）で
あってもよい。照明灯具１００が屋外照明のために用いられるとき、この透明基板１２０
は強化ガラスからなっており、基板の強度及び耐久性を向上させる。透明基板１２０の材
料に透明又は白色の顔料を用いた光拡散材料を混合してもよい。透明基板１２０は、発光
面１２１、反射面１２２、側入光面１２３、及び反射微細構造１２４を有してもよい。発
光面１２１は、透明基板１２０の正面に位置して、光線を透明基板１２０の内部から外部
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環境に射出することができる。反射面１２２は透明基板１２０の底面に位置し、且つ発光
面１２１に対向する。ここで、外部ハウジング体１１０の露出された発光面１２１は任意
の形状、例えば矩形、円形、楕円形、長方形、三角形又は不規則な形状であって、様々な
形状の平面照明を提供する。
【００３５】
　図１及び図２に示すように、透明基板１２０の側入光面１２３は、透明基板１２０の少
なくとも片側に形成され、光源１３０の位置に対応して、光源１３０から発した光線を透
明基板１２０内に進入させる。１つの実施例において、この側入光面１２３は、例えばＶ
字形の構造（Ｖ－Ｃｕｔ）、Ｓ字形の波形構造又は表面粗化処理を有して（図示せず）、
光線の入射効率及び光結合効率を向上させる。本実施例において、この側入光面１２３は
平面であって、実質的に発光面１２１及び反射面１２２に直交する。
【００３６】
　本実施例の反射微細構造１２４は透明基板１２０の反射面１２２に配置されてもよく、
反射微細構造１２４は連続的に又は非連続的に反射面１２２の全部又は局所領域に配置さ
れてもよい。反射微細構造１２４の断面形状は三角形、矩形、台形又は半円形であっても
よい。又は、反射微細構造１２４は、複数の柱状、円錐、ピラミッド状又は半球状の形式
であってもよい。又は、反射微細構造１２４の底面は多角形、円形、不規則な形状又は任
意の形状であってもよい。反射微細構造１２４は少なくとも１つの幅対深さ比率（ｗｉｄ
ｔｈ－ｄｅｐｔｈ　ｒａｔｉｏ、Ｗ／Ｄ）を有してもよい。なお、反射微細構造１２４の
幅対深さ比率は反射微細構造１２４の幅と深さの比率（Ｗ／Ｄ）である。この幅Ｗは反射
微細構造１２４が反射面１２２に形成した凹部の開口の幅であり、深さは反射微細構造１
２４が反射面１２２に形成した凹部の深さである。本実施例において、反射微細構造１２
４の幅は約５００ミクロン（μｍ）～１５００μｍであり、その深さは約５０μｍ～１５
０μｍである。
【００３７】
　１つの実施例において、反射微細構造１２４の幅対深さ比率（Ｗ／Ｄ）を調整すること
で、照明灯具１００の輝度分布を調整することができる。実際には、透明基板１２０にお
ける各反射微細構造１２４の間の幅対深さ比率は微小な差異が存在する可能性があるが、
本実施例の照明灯具１００の各反射微細構造１２４の幅対深さ比率は適切な幅対深さ比率
の範囲内にあり、例えば１０以上であり、これにより照明灯具１００が射出した光線の輝
度分布を期待される照明要求に符合させることができ、即ち透明基板１２０の内部の光線
は適切な距離まで伝播し、且つ照明灯具１００の輝度は予想の輝度より高くできる。１つ
の実施例において、反射微細構造１２４の幅対深さ比率は約１０～３０であり、これによ
り照明灯具１００の輝度分布を調整する。１つの実施例において、反射微細構造１２４の
幅対深さ比率は約１３～２７であり、これにより照明灯具１００の輝度分布を調整する。
【００３８】
　図１及び図２に示すように、照明灯具の光源１３０は外部ハウジング体１１０の収容室
１１２内に設けられ、且つ透明基板１２０の側入光面１２３に対向して、光線を射出して
側入光面１２３を通過する。光源１３０は、例えば、冷陰極蛍光ランプ（Ｃｏｌｄ　Ｃａ
ｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ、ＣＣＦＬ）、熱陰極蛍光ランプ（Ｈｏ
ｔ　Ｃａｔｈｏｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ、ＨＣＦＬ）、発光ダイオード
（Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、ＬＥＤ）、有機発光ダイオード（Ｏｒｇ
ａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ、ＯＬＥＤ）、平面蛍光ランプ（
Ｆｌａｔ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ、ＦＦＬ）、エレクトロルミネセンス（Ｅ
ｌｅｃｔｒｏ－Ｌｕｍｉｎｅｓｃｅｎｃｅ、ＥＬ）、ライトバー（Ｌｉｇｈｔ　Ｂａｒ）
、無電極ランプ、又はこれらの任意の組み合わせであってもよい。
【００３９】
　１つの実施例において、光源１３０はＬＥＤライトバーであってもよく、ＬＥＤ素子（
図示せず）及び基板（図示せず）を含み、ＬＥＤ素子が表面実装型ＬＥＤパッケージであ
る。複数の前記ＬＥＤパッケージを基板の長手方向に沿って直線状に配列する。ＬＥＤパ
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ッケージは本質的に、磁器又は合成樹脂からなる中空キャビティ内に配置されたＬＥＤウ
ェーハー、及び前記ＬＥＤウェーハーを封止するエポキシ系樹脂又はシリコーン（ｓｉｌ
ｉｃｏｎｅ）などの鋳型用光透過性樹脂により構成される。ＬＥＤウェーハーは、青色光
を発光するＬＥＤウェーハーであってもよい。光透過性樹脂に蛍光体を混入し、白色光を
発光するために、青色光と補色の関係になる黄色光を発光する黄色の蛍光体を用いる。
【００４０】
　照明灯具１００はアダプタ（図示せず）及び点灯装置（図示せず）を更に含んでもよい
。点灯装置は、箱状の外部ハウジング内に収容された回路基板及び前記基板に実装された
回路部品を含んでもよい。点灯装置は、アダプタを介して商用交流電源に接続し、且つ前
記交流電源を受けて直流出力を生成する。よって、点灯装置は、光源１３０と電気接続す
ることができ、前記直流出力を光源１３０に提供して、光源１３０を点灯制御する。この
点灯装置は外部ハウジング体１１０の外部又は内部（例えば収容室１１２内）に位置して
実装されてもよい。
【００４１】
　図３は、本考案の１つの実施例に係る天井に固定された照明灯具の断面を示す図である
。１つの実施例において、外部ハウジング体１１０はネジ１４０により支持面（例えば天
井板材又は壁）に固定されてもよい。外部ハウジング体１１０には複数のネジ穴１１３が
設けられてもよく、ネジ穴１１３は外部ハウジング体１１０の外側に設置されてもよい。
そのため、ネジ１４０と外部ハウジング体１１０のネジ穴１１３との螺着により、外部ハ
ウジング体１１０を支持面に固定することができる。しかしながら、これに限らない。照
明灯具の外部ハウジング体１１０は、他の固定素子又は補助素子（図示せず）により支持
面に固定されてもよい。
【００４２】
　照明灯具が天井に固定されるとき、照明灯具の外部ハウジング体１１０は天井の支持枠
に実装することができ、外部ハウジング体１１０のサイズ又はその少なくとも１つの長さ
は隣接の支持枠の間の天井開口の幅より大きい。天井の異なる仕様に応じて、隣接の支持
枠の間の天井開口の幅は９１０ｍｍ～４５０ｍｍであってもよく、例えば９１０ｍｍ、９
００ｍｍ、６００ｍｍ、５９０ｍｍ、４５５ｍｍ又は４５０ｍｍであってもよい。このよ
うに、照明灯具が天井の支持枠の間に実装されるとき、外部ハウジング体１１０の両側又
は少なくとも片側は天井の支持枠と接触でき、且つ外部ハウジング体１１０の両側又は少
なくとも片側は枠を支持することができる。そのため、照明灯具の外部ハウジング体１１
０と天井の支持枠の間の固定により、照明灯具を天井に実装することができ、且つ外部ハ
ウジング体１１０の開口１１１が露出した発光面１２１は支持枠の間の天井開口内に位置
する。１つの実施例にいて、照明灯具の発光面１２１のサイズは、天井開口（又は天井板
材）のサイズと実質的に等しく又はわずかに小さく、例えば９１０ｍｍ＊４５５ｍｍ、６
００ｍｍ＊６００ｍｍ又は９１０　ｍｍ＊９１０ｍｍであってもよい。または、発光面１
２１の長さは天井開口の幅Ｗと実質的に等しく又はわずかに小さく、例えば９１０ｍｍ、
９００ｍｍ、６００ｍｍ、５９０ｍｍ、４５５ｍｍ又は４５０ｍｍであってもよい。よっ
て、本考案の照明灯具は少なくとも１つの天井板材の代りに天井に実装され、同時に照明
を提供することができる。
【００４３】
　本実施例の照明灯具１００が例えば室内照明に用いられるとき、外部ハウジング体１１
０は室内の壁又は天井に実装されて、透明基板１２０及び光源１３０を載置し、透明基板
１２０の発光面１２１のみを露出する。照明灯具１００が照明を提供するとき、光源１３
０が発生する光線は透明基板１２０内に進入し、反射面１２２における反射微細構造１２
４又はドットパターン（図示せず）により一次反射され、透明基板１２０の内部の光線が
発光面１２１を通して部屋内（外部環境）に射出される。
【００４４】
　照明灯具１００が照明を提供するとき、光源１３０から発する光線は側入光面１２３を
通過して透明基板１２０内に進入し、透明基板１２０の内部において伝播する。反射面１
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２２における反射微細構造１２４により光線の全反射伝播を破壊することができ、透明基
板１２０の内部の光線を発光面１２１の外部に反射する。なお、このとき、反射微細構造
１２４の適当の幅対深さ比（Ｗ／Ｄ）により、照明灯具１００の輝度分布を調整すること
ができる。
【００４５】
　図１及び図２に示すように、前記外部ハウジング体１１０は、複数のネジ１４０により
前記天井９００において互いに平行する少なくとも２つの縦方向支持フレーム９１０に固
定することができる。外部ハウジング体１１０には複数のネジ穴１１３が設けられてもよ
い。これらのネジ穴１１３に対応するこれら複数のネジ１４０により、前記外部ハウジン
グ体１１０はこれらの縦方向支持フレーム９１０に固定され、隣接するこれらのネジ穴１
１３の距離Ｌ１は隣接するこれらの縦方向支持フレーム９１０の距離Ｌ２に対応する。詳
しくは、距離Ｌ１は１つのネジ穴１１３の中心軸から隣接する他のネジ穴１１３までの長
さを指し、距離Ｌ２は１つの縦方向支持フレーム９１０の中央線から隣接する他の縦方向
支持フレーム９１０の中央線までの距離を指す。
【００４６】
　本考案の１つの実施例において、これらのネジ穴１１３は、前記外部ハウジング体１１
０の外周枠部材１１４に設けられている。図２に示すように、前記外部ハウジング体１１
０は略矩形であり、且つ前記外周枠部材１１４には縦方向枠部材１１４Ａ及び横方向枠部
材１１４Ｂが設けられている。前記横方向枠部材１１４Ｂにおいて隣接するこれらのネジ
穴１１３の距離Ｌ１の範囲は、１８８．５ミリメートル～２６６．５ミリメートル、又は
２６４ミリメートル～３４２ミリメートルである。１つの例示的な実施例において、日本
の建築関連法規によって、本考案に記載の隣接する縦方向支持フレーム９１０の距離Ｌ２
は、２２７．５ミリメートル又は３０３ミリメートルとする必要があるので、本考案の実
施例は日本の建築関連法規に適用することができる。なお、隣接するこれらのネジ穴１１
３の距離Ｌ１は、実際に前記外部ハウジング体１１０を縦方向支持フレーム９１０に実装
するとき調整されてもよい。これは以下の理由による。実際に適用するとき不可避的な公
差が生じ、例えば距離Ｌ１が２２７．５ミリメートル又は３０３ミリメートルの±０．０
１％～２５％で変動する可能性があり、且つ、縦方向支持フレーム９１０自身が空間に占
める一定の体積があるため、距離Ｌ１がちょうど２２７．５ミリメートル又は３０３ミリ
メートルに等しくない場合、前記外部ハウジング体１１０はまだこれらのネジ１４０によ
りこれらの縦方向支持フレーム９１０に固定することができる。例えば、各縦方向支持フ
レームの幅（単一の縦方向支持フレーム９１０の横方向距離のサイズ）の範囲は２５ミリ
メートル～５０ミリメートルであってもよい。例えば幅が５０ミリメートルである場合、
隣接するこれらの縦方向支持フレームの距離Ｌ２は２２７．５ミリメートルであるが、隣
接するこれらの縦方向支持フレームの最も近い境界の距離は実際に１７７．５ミリメート
ルである。このため、前記横方向枠部材１１４Ｂにおいて隣接するこれらのネジ穴１１３
の距離Ｌ１が１８８．５ミリメートルであっても、これらのネジ１４０によりこれらの縦
方向支持フレーム９１０に固定することができる。同様の理由で、隣接するこれらの縦方
向支持フレームの最も遠い境界の距離は実際に２７７．５ミリメートルであり、前記横方
向枠部材１１４Ｂにおいて隣接するこれらのネジ穴１１３の距離Ｌ１が２６６．５ミリメ
ートルであっても、これらのネジ１４０によりこれらの縦方向支持フレーム９１０に固定
することができる。
【００４７】
　１つの実施例において、略矩形である前記外部ハウジング体１１０は長さＸ及び幅Ｙを
有する。前記外部ハウジング体１１０の外周枠部材１１４は実質的に前記外部ハウジング
体１１０と外部環境との境界を画定するため、前記縦方向枠部材１１４Ａの全体的な距離
は前記外部ハウジング体１１０の長さＸとしてもよく、前記横方向枠部材１１４Ｂの全体
的な距離は前記外部ハウジング体１１０の幅Ｙとしてもよい。１つの例示的な実施例にお
いて、前記外部ハウジング体１１０の長さＸの範囲は、９０３．５ミリメートル～９１３
．５ミリメートルであってもよい。また、前記外部ハウジング体１１０の長さＸは、０よ
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り大きい任意の数値であってもよい。これは次の理由による。本考案は主に前記外部ハウ
ジング体１１０を少なくとも２つの縦方向支持フレーム９１０に固定するため、前記外部
ハウジング体１１０の長さＸは必要に応じて自由に変更し得る。
【００４８】
　前述のように、前記外部ハウジング体１１０の幅Ｙの範囲は、これらの縦方向支持フレ
ームの距離Ｌ２を考慮する必要がある。１つの実施例において、これらの縦方向支持フレ
ームの距離Ｌ２に基づいて、前記外部ハウジング体１１０の幅Ｙの範囲は、１８７．５ミ
リメートル～２６７．５ミリメートル、２６３ミリメートル～３４３ミリメートル、４４
９．５ミリメートル～４６１．５ミリメートル、及び９０３ミリメートル～９１４ミリメ
ートルからなる群から選択されてもよい。具体的な実施例において、前記外部ハウジング
体１１０の幅Ｙは、隣接するこれらの縦方向支持フレームの距離Ｌ２の略整数倍となり、
例えば略２倍、略３倍、略４倍又は略５倍以上であり、これにより前記外部ハウジング体
１１０は複数のネジ１４０により同時に３つ以上の縦方向支持フレーム９１０に固定する
ことができる。図２に示すように、前記外部ハウジング体１１０の幅Ｙはこれらの縦方向
支持フレームの距離Ｌ２の略４倍であるため、前記外部ハウジング体１１０は同時に５つ
の縦方向支持フレーム９１０に固定されて、前記外部ハウジング体１１０は縦方向支持フ
レーム９１０に安定的に固定される。他の実施例において、図３を参照する。図３は、本
考案の他の実施例に係る照明灯具３００が天井における縦方向支持フレーム９１０に固定
される状態を示す底面図である。前記照明灯具３００の構造は照明灯具１００と略同じで
あり、違いは、前記照明灯具３００が２つの縦方向支持フレーム９１０のみに固定される
ことである。即ち、本考案の照明灯具は外部ハウジング体１１０の異なる幅Ｙに基づいて
、隣接する２つの縦方向支持フレーム９１０又は３つ以上の縦方向支持フレーム９１０に
固定されてもよい。別の実施例において、図４を参照する。図４は、本考案の別の実施例
に係る照明灯具４００が天井における縦方向支持フレーム９１０に固定されている状態を
示す底面図である。前記照明灯具４００の構造は照明灯具１００と略同じであり、違いは
、前記照明灯具４００の外部ハウジング体１１０が複数のネジ１４０により縦方向支持フ
レーム９１０に固定するとともに、前記天井において互いに平行する少なくとも２つの横
方向支持フレーム９２０に実装され、且つ前記外部ハウジング体はこれらのネジ１４０に
よりこれらの横方向支持フレーム９２０に固定されることである。
【００４９】
　図１及び図２に示すように、１つの実施例において、前記外部ハウジング体１１０には
、少なくとも１つのケーブル引出孔１１５が更に設けられている。前記ケーブル引出孔１
１５は主に、前記外部ハウジング体１１０内に装着された電子部品（例えば前記光源を提
供する発光ユニット）のケーブルを外部の電力源に接続するために用いられる。前記ケー
ブル引出孔１１５は、例えば図２に示すように、前記横方向枠部材１１４Ｂに設けられて
もよい。なお、前記ケーブル引出孔１１５の位置は、横方向枠部材１１４Ｂにおけるネジ
穴１１３と重畳し又は部分的に重畳することができない。他の実施例において、前記ケー
ブル引出孔１１５は、例えば図４に示すように、前記縦方向枠部材１１４Ａに設けられて
もよい。なお、ケーブル引出孔１１５が前記縦方向枠部材１１４Ａに設けられる場合、ケ
ーブルは前記ケーブル引出孔１１５から伸びるとき、縦方向支持フレーム９１０の挟み込
みを受けて変形し破壊される可能性がある。よって、上述の問題を回避するために、前記
ケーブル引出孔１１５と前記縦方向支持フレーム９１０との間には段差を形成してもよい
。
【００５０】
　１つの実施例において、図５を参照する。図５は、本考案の更に別の実施例に係る照明
灯具５００の天井９００における状態の断面模式図である。照明灯具５００の構造は照明
灯具１００と略同じであり、違いは、前記外部ハウジング体１１０の外周枠部材１１４が
傾斜包囲壁１１４Ｃを有し、前記傾斜包囲壁１１４Ｃと前記天井９００との夾角θが０度
より大きく、９０度未満であることである。１つの例示的な実施例において、前記夾角θ
は３０度と６０度との間にあってもいい。前記傾斜包囲壁１１４Ｃは、前記外部ハウジン
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グ体１１０と天井９００とに直角でない夾角を形成させて、例えば夾角θが９０度である
場合、照明灯具５００と天井９００との間のすき間を清掃し難しくなる問題がない。この
利点は人手による清掃に限らず、自動清掃装置（例えば清掃ロボット）にも適用される。
【００５１】
　以上のことから、本考案の照明灯具は建築物の支持面、例えば天井又は壁に直接実装す
ることができ、間接照明を提供し、グレアを回避する。光源の光線は反射を一回だけ受け
、間接照明として射出することができるため、光エネルギーの損失を回避し、光線の利用
率を向上させるとともに、更に省エネルギーの効果を達成することができる。さらに、前
記照明灯具の外部ハウジング体は、複数のネジ穴が設けられ、且つ隣接するこれらのネジ
穴の距離が隣接するこれらの縦方向支持フレームの距離に対応するため、前記照明灯具に
対してこれらの縦方向支持フレームに固定する統一規格の固定方式を提供できる。
【００５２】
　これらの実施例におけるいろんな様態は当業者が、その領域の技術を他の当業者に伝達
する時に使用される用語を用いて本考案に記述する。当業者が理解すべきことは、本考案
の実施例はいくつかの記述された様態のみを用いて実施することができる。説明するめに
開示された、特定の数、材料と配置は、本考案の実施例を完全に理解させる目的である。
しかし、当業者が理解すべきことは、本考案の実施例は特定の内容がない状態でも実施す
ることができる。他の例で、従来の特徴は省略または簡素化することで、好ましい実施例
を妨げないようにしている。
【００５３】
　　"いくつかの実施例で"と"いろんな実施例で"などの用語は繰返して使用される。前記
用語は同じ実施例を示していないが、同じ実施例を示すこともできる。"含む"、"有する"
と"含有"などの用語は同義語で、前後文で他の意味を示す場合はこの限りではない。
　本考案は好ましい実施例を掲示しているが、これに制限されず、本考案における技術手
段に習熟している技術者は、本考案の精神と範囲内から離れない状態で、いろんな変動と
修飾を行うことができるため、本考案の保護範囲に属する実用新案登録請求の範囲を基準
にする。
【符号の説明】
【００５４】
　１００　　照明灯具
　１１０　　外部ハウジング体
　１１１　　開口
　１１２　　収容室
　１１３　　ネジ穴
　１１４　　外周枠部材
　１１４Ａ　縦方向枠部材
　１１４Ｂ　横方向枠部材
　１１５　　ケーブル引出孔
　１２０　　透明基板
　１２１　　発光面
　１２２　　反射面
　１２３　　側入光面
　１２４　　反射微細構造
　１３０　　光源
　１４０　　ネジ
　３００　　照明灯具
　４００　　照明灯具
　５００　　照明灯具
　９００　　天井
　９１０　　縦方向支持フレーム
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　９２０　　横方向支持フレーム
　Ｌ１　　　距離
　Ｌ２　　　距離
　Ｘ　　　　長さ
　Ｙ　　　　幅
　θ　　　夾角

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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