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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源取付部を有し、金属からなる本体と、
　前記本体の前記光源取付部に取り付けられたセラミックからなる基板と、前記基板上に
実装された発光素子とを有する光源と、
　前記光源取付部に対向して設けられたガラスからなる透光カバーと、
　前記光源取付部と前記透光カバーとの間で、前記本体及び前記光源に対して非接触で前
記本体に保持され、金属からなる反射体と、
　前記反射体と前記透光カバーとを、互いに非接触の状態で、前記本体に対して保持する
共通の絶縁部材と、
　を備え、
　前記絶縁部材は、
　　前記本体と前記反射体との間に介在された第１のリング部と、
　　前記反射体と前記透光カバーとの間に介在された第２のリング部と、
　　前記第２のリング部の反対側で前記透光カバーの外縁部を覆う第３のリング部と、
　　前記反射体の側面と前記本体の内壁との間、および、前記透光カバーの側面と前記本
体の内壁との間に介在された側面部と、
　　前記第１のリング部から前記光源側に突出して設けられ、前記本体の内壁に対して離
間し、前記本体の内壁に接していない延長部と、
　を有し、
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　前記光源取付部と前記透光カバーとの間において、前記発光素子から出射された光が照
射される部分は、前記光源における一部を除いて樹脂を含まない照明器具。
【請求項２】
　前記光源は、樹脂を含む前記一部として、前記発光素子の表面を覆う樹脂層を有し、前
記樹脂層に蛍光体が分散されている請求項１記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ（Light Emitting Diode）素子を用いた照明器具においては、年々高出力化が進
み、発熱量、光束量が増加してきている。特に光束量の増加により、照明器具で使われて
いる樹脂の、光吸収による劣化が懸念される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１１－２１６３１３号公報
【特許文献２】特開２０１０－３６７７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　信頼性を向上させた照明器具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　実施形態によれば、照明器具は、光源取付部を有し、金属からなる本体と、前記本体の
前記光源取付部に取り付けられたセラミックからなる基板と、前記基板上に実装された発
光素子とを有する光源と、前記光源取付部に対向して設けられたガラスからなる透光カバ
ーと、前記光源取付部と前記透光カバーとの間で、前記本体及び前記光源に対して非接触
で前記本体に保持され、金属からなる反射体と、前記反射体と前記透光カバーとを、互い
に非接触の状態で、前記本体に対して保持する共通の絶縁部材と、を備えている。前記絶
縁部材は、前記本体と前記反射体との間に介在された第１のリング部と、前記反射体と前
記透光カバーとの間に介在された第２のリング部と、前記第２のリング部の反対側で前記
透光カバーの外縁部を覆う第３のリング部と、前記反射体の側面と前記本体の内壁との間
、および、前記透光カバーの側面と前記本体の内壁との間に介在された側面部と、前記第
１のリング部から前記光源側に突出して設けられ、前記本体の内壁に対して離間し、前記
本体の内壁に接していない延長部と、を有する。前記光源取付部と前記透光カバーとの間
において、前記発光素子から出射された光が照射される部分は、前記光源における一部を
除いて樹脂を含まない。
【発明の効果】
【０００６】
　光源の一部のみを樹脂としたので、光耐性のよい樹脂を使用しても少量でよく、他の部
分は樹脂を使用しないので、高価な光耐性のよい樹脂の使用量を抑えながら、器具全体と
して長寿命の照明器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】第１実施形態の照明器具の斜視図。
【図２】第１実施形態の照明器具の斜視図。
【図３】第１実施形態の照明器具における本体の斜視図。
【図４】第１実施形態の照明器具における本体の斜視図。
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【図５】第１実施形態の照明器具における光源の平面図。
【図６】第１実施形態の照明器具における本体に対する光源の取付構造の拡大斜視図。
【図７】第１実施形態の照明器具の模式断面図。
【図８】第１実施形態の照明器具における本体の下面図。
【図９】図７に示す絶縁部材の斜視図。
【図１０】第１実施形態の照明器具における本体の斜視図。
【図１１】第１実施形態の照明器具における本体の斜視図。
【図１２】第１実施形態の照明器具における保持部材の斜視図。
【図１３】第１実施形態の照明器具における保持部材の斜視図。
【図１４】第２実施形態の照明器具の斜視図。
【図１５】第２実施形態の照明器具の斜視図。
【図１６】第２実施形態の照明器具の分解斜視図。
【図１７】第２実施形態の照明器具における反射体および光源の模式平面図。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下、図面を参照し、実施形態について説明する。なお、各図面中、同じ要素には同じ
符号を付している。
【０００９】
　（第１実施形態）
　図１は、第１実施形態の照明器具１の斜視図である。　
　図２は、図１に示す照明器具１を下面側から見た斜視図である。
【００１０】
　第１実施形態の照明器具１は、本体１０と、本体１０の内部に設けられた光源４０と、
本体１０を保持する保持部材８０とを有する。
【００１１】
　図３は、本体１０の斜視図である。　
　図４は、本体１０を下面側から見た斜視図である。　
　図５は、本体１０の下面図である。
【００１２】
　本体１０は、金属からなり、放熱体を兼ねている。なお、本明細書において「金属」は
純金属に限らず、合金も含む。本体１０は、例えばアルミニウムのダイカスト成形体であ
る。
【００１３】
　本体１０は、椀状容器形状の光源収容部１１を有する。光源収容部１１は、図４に示す
ように、筒状の側壁部１３と、側壁部１３の上端部に設けられた光源取付部１２とを有す
る。側壁部１３の下端側には光源取付部１２に対向した開口９８（図７に示す）が形成さ
れ、その開口９８の周縁部にはフランジ部１４が設けられている。側壁部１３は、光源取
付部１２と開口９８の縁部との間に設けられている。
【００１４】
　側壁部１３の内側における開口９８よりも光源取付部１２側には、リング状の反射体支
持部１５が設けられている。フランジ部１４と反射体支持部１５との間に段差が形成され
ている。
【００１５】
　光源取付部１２の裏面である光源収容部１１の上面上（光源取付部１２の背面側）、お
よび側壁部１３の外壁には、複数の第１のフィン１６が設けられている。第１のフィン１
６は、本体１０の高さ方向（図３においてＺ方向）に延びている。
【００１６】
　複数の第１のフィン１６は、Ｚ方向に対して直交するＸ方向に配列され、Ｘ方向で隣り
合う第１のフィン１６間に隙間２４が形成されている。
【００１７】
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　光源収容部１１の上面上には、Ｘ方向に延びる隔壁２０が設けられている。第１のフィ
ン１６は、隔壁２０を挟んで、Ｚ方向及びＸ方向に対して直交するＹ方向に延びている。
【００１８】
　それぞれの第１のフィン１６におけるＺ方向の途中には、段部１９が設けられている。
第１のフィン１６は、光源収容部１１の側壁部１３の外壁に設けられた下部１６ｂと、光
源収容部１１の上面上に設けられた上部１６ａとを有する。段部１９は、第１のフィン１
６の上部１６ａと下部１６ｂとの間に設けられている。下部１６ｂは、上部１６ａよりも
Ｙ方向の外側に出っ張っている。本体１０の上面視にて、複数の段部１９は円を描く軌跡
上に配列されている。
【００１９】
　Ｘ方向の最も外側に設けられた第１のフィン１６の外壁には、第２のフィン１７が設け
られている。隔壁２０におけるＸ方向の一端部に２つの第２のフィン１７がＹ方向に離間
して設けられ、隔壁２０におけるＸ方向の他端部にも２つの第２のフィン１７がＹ方向に
離間して設けられている。
【００２０】
　第２のフィン１７は、段部１９よりも上方に延び、段部１９より下方には延びていない
。したがって、第２のフィン１７のＺ方向の長さは、第１のフィン１６のＺ方向の長さよ
りも短い。
【００２１】
　Ｙ方向で隣り合う２つの第２のフィン１７の下端部の間には、図１及び図４に示すよう
に、ネジ止め部１８が設けられている。第２のフィン１７およびネジ止め部１８は、Ｘ方
向の最も外側の第１のフィン１６の側壁からＸ方向の外側に突出している。
【００２２】
　図４に示す本体１０の光源取付部１２には、図５に示すように光源４０が取り付けられ
る。
【００２３】
　光源４０は、セラミックからなる基板４１と、基板４１上に実装された複数の発光素子
４２とを有する。発光素子４２は、例えばＬＥＤ（Light Emitting Diode）素子である。
【００２４】
　ＬＥＤの活性層の材料として、例えば窒化ガリウム（ＧａＮ）系化合物半導体を用いる
と、波長５００ｎｍ以下の短波長光が得られる。ただし、活性層の材料は、窒化ガリウム
系化合物半導体に限られるものではない。
【００２５】
　また、発光素子４２としては、ＬＥＤのほかにも、例えば、有機発光ダイオード（Orga
nic Light Emitting Diode：ＯＬＥＤ）、無機エレクトロルミネッセンス（Inorganic El
ectroLuminescence）発光素子、有機エレクトロルミネッセンス（Organic ElectroLumine
scence）発光素子、あるいはその他の電界発光型の発光素子などを用いることができる。
【００２６】
　発光素子４２の表面は、蛍光体層４３で覆われている。蛍光体層４３は、樹脂層と樹脂
層中に分散された複数の粒子状の蛍光体とを有する。
【００２７】
　発光素子４２の実装領域の周囲は例えばシリコーンなどの樹脂４４で囲まれ、その樹脂
４４で囲まれた領域に蛍光体層４３が供給される。蛍光体層４３は液状の状態で供給され
た後、熱硬化される。樹脂４４によって液状の蛍光体層４３の広がりが規制される。
【００２８】
　実施形態においては、例えば、青色光を発光する発光素子（ＬＥＤ）４２と、その青色
光（励起光）を吸収して黄色光に変換する蛍光体を含む蛍光体層４３との組み合わせによ
り、光源４０は、青色光と黄色光との混合色として白色や電球色などの光を放出する。な
お、蛍光体としては、赤色光を発光する赤色蛍光体および緑色光を発光する緑色蛍光体を
含むものを使ってもよい。
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【００２９】
　光源４０の基板４１は、本体１０の光源取付部１２に対して、金属バネ部材５０によっ
て固定されている。図５に示すように、基板４１の例えば四隅近傍が、金属バネ部材５０
によって光源取付部１２に対して固定されている。
【００３０】
　図６に、光源取付部１２に対する基板４１の、金属バネ部材５０による取付部の拡大斜
視図を示す。
【００３１】
　金属バネ部材５０は、ネジ止め部５１と、ネジ止め部５１から突出した一対の突出部５
２、５３と、一対の突出部５２、５３の間でネジ止め部５１から突出した板バネ部５４と
が一体に設けられた金属板状に形成されている。
【００３２】
　光源取付部１２には、平面形状がＵ字状のリブ４６が設けられ、そのリブ４６の内側に
ネジ止め部５１が収まっている。ネジ止め部５１はネジ５５によって光源取付部１２に対
して固定される。リブ４６は、ネジ止め部５１の回り止めとして機能する。
【００３３】
　一対の突出部５２、５３のうち一方の突出部５３の突出長さは、他方の突出部５２の突
出長さよりも短い。図５に示すように、一対の突出部５２、５３のうち、少なくとも突出
長さの長い突出部５２が、基板４１に重なる位置にまで延びている。
【００３４】
　板バネ部５４は、ネジ止め部５１に片持ち支持された板バネであり、その付勢力（弾性
復元力）によって基板４１を光源取付部１２に押し付けている。板バネ部５４の先端部は
、基板４１に設けられた掛止部４５に引っ掛けられ、基板４１に対する板バネ部５４の押
圧部の位置変動が規制されている。
【００３５】
　一対の突出部５２、５３のうち一方の突出部５３は他方の突出部５２よりも短いため、
板バネ部５４を指や工具でつかんで、その先端部を掛止部５４に挿入して引っ掛ける作業
性がよい。
【００３６】
　図７は、本体１０の光源収容部１１の内部の模式断面図である。　
　図８は、図７における透光カバー７５側から光源４０を見た下面図である。
【００３７】
　光源４０の発光面（発光素子４２が実装された面、または蛍光体層４３の表面）は、光
源収容部１１の側壁部１３で囲まれた空間に向けられる。その空間内には、反射体６１が
設けられている。
【００３８】
　反射体６１は、金属からなる。反射体６１は、例えば、表面がバフ研磨された後、アル
マイト処理（酸化皮膜処理）されることで光沢が与えられたアルミニウムからなる。
【００３９】
　反射体６１は、リング状のフランジ部６２と、フランジ部６２の内側の周縁部から光源
４０側に突出した筒部６３とを有する。
【００４０】
　筒部６３の先端（図７において上端）は、光源４０の発光面（発光素子４２及び蛍光体
層４３が設けられた領域）の近傍にまで突出し、光源４０の発光面は、反射体６１の筒部
６３の内側の空間に面している。筒部６３は、光源４０に対して離間し、光源４０に接触
していない。
【００４１】
　筒部６３における光源４０側には採光開口９６が形成され、筒部６３におけるフランジ
部６２側には投光開口９７が形成されている。採光開口９６は光源４０の発光面に向き合
い、投光開口９７は透光カバー７５を介して、本体１０の下端の開口９８に向き合ってい
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る。
【００４２】
　採光開口９６及び投光開口９７は、互いの中心を一致させた円形状または円形に近い形
状に形成され、採光開口９６の面積は投光開口９７の面積よりも小さい。筒部６３は、採
光開口９６から投光開口９７に向かって拡開し、その内壁面に反射面６３ａが形成されて
いる。
【００４３】
　反射体６１の下方であって、本体１０の開口９８側には、透光カバー７５が設けられて
いる。透光カバー７５は、光源４０から出射される光に対する透過性を有し、ガラスから
なる。透光カバー７５は、円形板状に形成され、反射体６１の下方で、反射体６１に対し
て離間して、光源収容部１３の内部空間を覆っている。
【００４４】
　反射体６１と透光カバー７５は、両者に共通の（１つの）絶縁部材６５に保持されて、
本体１０に対して取り付けられている。
【００４５】
　図９は、絶縁部材６５の斜視図である。
【００４６】
　絶縁部材６５は、電気絶縁性を有するとともに、反射体６１の金属および透光カバー７
５のガラスよりも軟らかい材料の樹脂またはゴムからなる。例えば、絶縁部材６５は、シ
リコーンを主成分として含む材料からなる。
【００４７】
　絶縁部材６５は、反射体６１のフランジ部６２及び透光カバー７５の外縁部を保持する
とともに、反射体６１のフランジ部６２と透光カバー７５の外縁部との間、および反射体
６１のフランジ部６２と本体１０の反射体支持部１５との間に介在されている。
【００４８】
　絶縁部材６５は、本体１０の反射体支持部１５と反射体６１のフランジ部６２との間に
介在された第１のリング部６６を有する。さらに、絶縁部材６５は、反射体６１のフラン
ジ部６２と透光カバー７５の外縁部との間に介在された第２のリング部６７を有する。さ
らに、絶縁部材６５は、第２のリング部６７の反対側で透光カバー７５の外縁部を覆う第
３のリング部６８を有する。さらに、絶縁部材６５は、反射体６１のフランジ部６２の側
面と光源収容部１１の内壁との間、および透光カバー７５の側面と光源収容部１１の内壁
との間に介在された側面部６９を有する。
【００４９】
　第１のリング部６６と第２のリング部６７との間には環状の第１の溝７２が形成され、
反射体６１のフランジ部６２は第１の溝７２に挿入されている。
【００５０】
　第２のリング部６７と第３のリング部６８との間には環状の第２の溝７３が形成され、
透光カバー７５の外縁部は第２の溝７３に挿入されている。
【００５１】
　第２のリング部６７を挟んで、第１の溝７２の下に第２の溝７３が形成されている。反
射体６１のフランジ部６２の下に、第２のリング部６７を介在させて透光カバー７５の外
縁部が重ねられている。透光カバー７５は反射体６１のフランジ部６２に対して離間し、
接触していない。
【００５２】
　絶縁部材６５の第３のリング部６８および本体１０の下端部５６に対して、リング状の
押さえ部材７６が重ねられている。押さえ部材７６は、金属からなり、図８に示すネジ７
７によって本体１０の下端部５６にネジ止めされている。
【００５３】
　図７に示すように、絶縁部材６５、この絶縁部材６５に保持された反射体６１および透
光カバー７５は、押さえ部材７６と本体１０の反射体支持部１５との間に挟まれて、本体
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１０に対して保持されている。
【００５４】
　反射体６１のフランジ部６２と本体１０との間には絶縁部材６５が介在され、反射体６
１のフランジ部６２は本体１０に対して接触していない。また、反射体６１の筒部６３は
、本体１０に対して離間し、接触していない。
【００５５】
　金属からなる本体１０は接地されている。反射体６１は、本体１０及び光源４０に接触
しておらず、電気的にフローティングである。
【００５６】
　光の反射機能は反射体６１の筒部６３が主に担う。一方、反射体６１のフランジ部６２
は本体１０に対して支持される部分であることから、筒部６３に比べて本体１０との距離
が近くなる。
【００５７】
　実施形態によれば、光吸収による劣化が懸念される樹脂ではなく、樹脂よりも耐久性に
優れた金属で反射体６１を構成することで高い信頼性を実現しつつ、反射体６１のフラン
ジ部６２と本体１０との間に絶縁部材６５を介在させることで、反射体６１のフランジ部
６２と本体１０との間に、十分な沿面距離（２つの導電性部分間の、絶縁物表面に沿った
最短距離）を確保することができる。
【００５８】
　また、透光カバー７５も樹脂ではなく、ガラスを用いることで、樹脂劣化による不具合
を回避できる。ガラスの透光カバー７５は、金属の反射体６１に対して直接接触させると
破損が懸念されるが、実施形態によれば、上記絶縁部材６５を反射体６１のフランジ部６
２と透光カバー７５との間に介在させることで、ガラスの透光カバー７５を保護している
。
【００５９】
　ガラスの透光カバー７５の保護、および反射体６１と本体１０との絶縁を、１つの絶縁
部材６５に兼用させることで、部品点数の増大を抑えることができる。この結果、コスト
低減を図れる。さらに、本体１０に対して、絶縁部材６５、反射体６１および透光カバー
７５を取り付ける組み立て性を向上できる。
【００６０】
　また、実施形態によれば、図７に示すように、絶縁部材６５は、第１のリング部６６か
ら光源４０側に突出した延長部７１をさらに有する。延長部７１は、本体１０の側壁部１
３と、反射体６１の筒部６３との間に介在され、反射体６１の筒部６３の周囲を囲むリン
グ状または筒状に形成されている。
【００６１】
　反射体６１の筒部６３において、フランジ部６２に近い下部は、光源４０側の上部より
も本体１０の側壁部１３に対する距離が短い。その筒部６３の下部と本体１０との間に絶
縁部材６５の延長部７１が介在することで、筒部６３の下部と本体１０との間の沿面距離
を十分に確保することができる。
【００６２】
　絶縁部材６５の延長部７１は、反射体６１の筒部６３に対して離間し、筒部６３に密着
していない。このため、種々のサイズ、形状の筒部６３を有する反射体６１に対して汎用
的に絶縁部材６５を使える。
【００６３】
　また、絶縁部材６５の延長部７１は、本体１０の内壁に対して離間し、本体１０の内壁
に接していない。このため、リング状の絶縁部材６５を本体１０内に挿入する際に、延長
部７１が本体１０の内壁にぶつかることによる挿入作業性の低下をまねかない。
【００６４】
　発光素子４２から出射された光の一部は、反射体６１や透光カバー７５で反射されて光
源４０側に戻されて基板４１に照射される。基板４１に照射された上記反射光は、基板４
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１で再び反射されて透光カバー７５側に向かう。したがって、光源４０と透光カバー７５
との間の空間において、反射体６１、透光カバー７５および基板４１が光の照射を受ける
。
【００６５】
　実施形態によれば、反射体６１は金属であり、透光カバー７５はガラスであり、ともに
樹脂を含まない。
【００６６】
　また、光源４０の基板４１はセラミックであり、その基板４１は、図５に示すように、
いずれも金属であるネジ５５及び金属バネ部材５０によって、金属である本体１１の光源
取付部１２に取り付けられている。さらに、基板４１には金属の配線パターンが形成され
、その配線パターンを通じて発光素子４２は、基板４１に実装されたコネクタ１４５に接
続されている。そのコネクタ１４５は金属からなる。基板４１は絶縁性のセラミックから
なるので、基板４１上に形成された配線パターンどうしは、基板４１を通じて短絡しない
。
【００６７】
　すなわち、光源４０の発光面と透光カバー７５との間における光が照射される部分は、
光源４０の蛍光体層４３とその周囲の樹脂４４を除いて、樹脂を含まない。現状、樹脂を
使わざるを得ない必要最小限の要素に樹脂の使用を制限している。
【００６８】
　したがって、光源４０の発光面と透光カバー７５との間における光が照射される部分の
、温度上昇や光照射による劣化を抑えることができ、信頼性の高い照明器具１を提供する
ことができる。
【００６９】
　図３に示すように、本体１０の光源収容部１１の上面上には、一部の第１のフィン１６
のＹ方向の突出長さが他の第１のフィン１６よりも短くされることで形成された、コネク
タ取付スペース２３が設けられている。
【００７０】
　コネクタ取付スペース２３のＸ方向の両端には、第１のフィン１６がコネクタ取付スペ
ース２３を仕切るように位置している。それら第１のフィン１６は、コネクタ取付スペー
ス２３をＸ方向に挟んで位置している。コネクタ取付スペース２３の底面（光源収容部１
１の上面）２１には、貫通孔２２が形成されている。
【００７１】
　コネクタ取付スペース２３には、図１０に示すように、コネクタ固定金具１１０が設け
られる。コネクタ取付金具１１０は、ネジ１１４によって第１のフィン１６にネジ止めさ
れている。
【００７２】
　コネクタ取付スペース２３における底面側の空間は、コネクタ固定金具１１０の側板部
１１２とコネクタ支持板１１１とで囲まれている。コネクタ支持板１１１には、開口１１
３が形成されている。
【００７３】
　コネクタ支持板板１１１上には、図１１に示すように、コネクタ（または端子台）１１
６が設けられる。コネクタ１１６は、コネクタ支持板１１１に形成された開口１１３、お
よび光源収容部１１の上面に形成された貫通孔２２を通される配線ケーブルによって、光
源収容部１１の上面の裏側の図５に示す光源取付部１２に設けられた光源４０のコネクタ
１４５と電気的に接続されている。
【００７４】
　コネクタ１１６の配線挿入口は、本体１０の高さ方向（Ｚ方向）の上方に向けられてい
る。また、コネクタ固定金具１１０には、ケーブルガイド１１７が取り付けられている。
【００７５】
　照明器具１とは別に設けられた点灯ユニットと接続された配線ケーブルが、ケーブルガ
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イド１１７の上方から下方に通され、そのままケーブルガイド１１７の下方のコネクタ１
１６の配線挿入口に差し込まれる。コネクタ１１６を介して、点灯ユニットと光源４０と
が電気的に接続され、点灯ユニットの出力が光源４０に送られる。
【００７６】
　コネクタ１１６に、点灯ユニットの配線ケーブルを接続した後、コネクタ取付スペース
２３は、図１に示すコネクタカバー１１５でカバーされる。ネジ１４１によって、コネク
タカバー１１５は、コネクタ固定金具１１０の側板部１１２にネジ止めされる。コネクタ
カバー１１５によって、コネクタ１１６と配線ケーブルとの接続部が、ほこりなどから保
護される。
【００７７】
　コネクタカバー１１５の内側のコネクタ取付スペース２３内でコネクタ１１６に接続さ
れた配線ケーブルは、コネクタカバー１１５とコネクタ固定金具１１０との間に形成され
た切欠き１１９を通じてコネクタ取付スペース２３の外に導出され、さらにコネクタカバ
ー１１５の上面に設けられたケーブルガイド１１８を通されて、点灯ユニットに接続され
ている。
【００７８】
　図１１に示すように、コネクタ１１６の配線挿入口は上方に向けられており、さらにケ
ーブルガイド１１７のガイドによって、配線ケーブルは本体１０の高さ方向に延びて本体
１０の上方に引き出される。また、コネクタ固定金具１１０およびそのコネクタ固定金具
１１０に取り付けられたコネクタ１１６は、第１のフィン１６間のスペース２３に設けら
れ、第１のフィン１６よりもＹ方向に出っ張っていない。
【００７９】
　このため、後述する本体取付リング８１の内側に本体１０を通す際に、コネクタ１１６
および配線ケーブルがじゃまにならず、組み立て作業性に優れる。
【００８０】
　次に、保持部材８０について説明する。
【００８１】
　図１２及び図１３は、保持部材８０の斜視図である。
【００８２】
　保持部材８０は、前述した本体１０が取り付けられる本体取付リング（以下、単に取付
リングともいう）８１を有する。
【００８３】
　取付リング８１の外周側の縁部には、下方に突出するリブ８２が、取付リング８１の周
方向に沿って連続して設けられている。このリブ８２は、取付リング８１の強度を高める
。
【００８４】
　取付リング８１には、内周側が開口された一対の切欠き８３が形成されている。一対の
切欠き８３は、取付リング８１の中心を直径方向に挟んだ位置に形成されている。切欠き
８３において、取付リング８１の周方向の一端部には、切欠き８３に連続してつながった
Ｕ字溝８４が周方向に形成されている。
【００８５】
　取付リング８１の上方にはアングル部材９３が設けられている。アングル部材９３の下
端部が、取付リング８１に対してネジ止めされている。
【００８６】
　取付リング８１の下方には、リング状の化粧枠８６が設けられている。化粧枠８６は、
内周側の縁部から取付リング８１側に突出した筒部８７を有する。
【００８７】
　取付リング８１と化粧枠８６は、２本のシャーシ８８によって連結されている。２本の
シャーシ８８は、取付リング８１の中心を直径方向に挟んだ位置、および化粧枠８６の中
心を直径方向に挟んだ位置に設けられている。取付リング８１と化粧枠８６は、それぞれ
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の中心を一致させて上下に離間して重なっている。
【００８８】
　シャーシ８８の上端部は、取付リング８１の下面に対してネジ止めされている。シャー
シ８８の下端部は、化粧枠８６の筒部８７に対してネジ止めされている。
【００８９】
　化粧枠８６の内側には、筒状の反射鏡９２が取り付けられている。反射鏡９２の上端部
側の一部は、化粧枠８６の筒部８７よりも上方に（取付リング８１側に）突出し、その反
射鏡９２の突出部の外周面に、筒状の取付金具９１が取り付けられている。反射鏡９２及
び取付金具９１は、化粧枠８６及びシャーシ８８に対して固定されずに着脱自在になって
いる。
【００９０】
　取付金具９１の外壁には一対のカップリング９０がネジ止めされ、それぞれのカップリ
ング９０にはＶ字バネ８９が結合されている。一対のＶ字バネ８９が、化粧枠８６の中心
を直径方向に挟んだ位置に設けられている。
【００９１】
　次に、保持部材８０に対する本体１０の取り付け方法について説明する。
【００９２】
　本体１０は、取付リング８１の軸方向に、保持部材８０に対して相対的に移動され、取
付リング８１の内側を通される。本体１０は、フィン１６及び１７の上端部側から化粧枠
８６の内側および反射鏡９２の内側に挿入される。
【００９３】
　第２のフィン１７が取付リング８１の切欠き８３に位置決めされた状態で、取付リング
８１の内側に本体１０が通され、第２のフィン１７が取付リング８１の上方に移動される
。
【００９４】
　取付リング８１の下面側から取付リング８１の内側を通された本体１０は、第１のフィ
ン１６の高さ方向の途中に形成された段部１９が取付リング８１の下面に当たることで、
取付リング８１に対する上方への移動が規制される。このため、本体１０を確実に保持部
材８０に対して位置決めすることができる。
【００９５】
　また、第１のフィン１６に形成した段部１９を利用することで、本体１０の保持部材８
０に対する位置決めに別の部品を使用しなくてよく、部品の削減および構造簡略化による
コスト低減を図れる。
【００９６】
　第２のフィン１７が取付リング８１の上方に移動されると、本体１０と取付リング８１
とは相対的に取付リング８１の周方向に回転され、第２のフィン１７の下端部のネジ止め
部１８は、切欠き８３から外れた取付リング８１上の支持位置に移動される。
【００９７】
　具体的には、第２のフィン１７のネジ止め部１８が、取付リング８１における切欠き８
３から、Ｕ字溝８４が形成された位置に移動される。第２のフィン１７は、取付リング８
１におけるＵ字溝８４の周辺部分の上に支持され、取付リング８１の上方に延びている。
【００９８】
　そして、第２のフィン１７の下端部１８は、取付リング８１に対してネジ止め固定され
る。図１及び図２に示すネジ１４２が、取付リング８１の下面側から、取付リング８１の
Ｕ字溝８４を貫通して、第２のフィン１７のネジ止め部１８に形成されたネジ孔に結合さ
れる。ネジ１４２の軸部は、図１に示すように、第２のフィン１７の間の空間に突出する
。ネジ１４２の頭部と、取付リング８１の下面との間には、ワッシャーが介在されている
。
【００９９】
　本体１０の下端部にネジ止めされた図７及び図８に示す押さえ部材７６は、保持部材８
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０の反射鏡９２の上端および取付金具９１の上端に対してわずかな隙間をあけて対向する
。透光カバー７５は、反射鏡９２の上端の上方で、反射鏡９２の内側の空間に臨む。
【０１００】
　光源４０から出射された光は、反射体６１、透光カバー７５および反射鏡９２によって
配光制御されて、化粧枠８６の下方の外部に放出される。
【０１０１】
　実施形態によれば、放熱機能を担う第２のフィン１７に、本体１０を取付リング８１に
対して固定させる機能も担わせている。このため、無駄を省いた効率の良い設計を行え、
部品点数の削減による小型化、軽量化および低コスト化を図れる。
【０１０２】
　第２のフィン１７よりも高さ方向（Ｚ方向）の長さが長い第１のフィン１６は、取付リ
ング８１の上方および下方に延びている。複数の第１のフィン１６の間には、取付リング
８１の下方から上方にかけて連続した隙間２４が形成されている。したがって、第１のフ
ィン１６のＺ方向に沿った空気の対流が取付リング８１によって妨げられず、本体１０の
放熱器としての機能を十分に発揮できる。
【０１０３】
　本体１０を保持した保持部材８０は、例えばアングル部材９３を介して、天井などの照
明器具取付対象に取り付けることができる。天井から吊り下げられたボルトが、アングル
部材９３の貫通孔９４に通され、アングル部材９３の下面側に突出したボルトに対してナ
ットが結合される。
【０１０４】
　図１３に示すように、シャーシ８８には、２本のスリット８８ａが形成されている。２
本のスリット８８ａは、取付リング８１と化粧枠８６とを結ぶ方向に延びている。スリッ
ト８８ａにおける取付リング８１側には、スリット８８ａの幅方向に突出したＵ字溝８８
ｂが形成されている。２本のスリット８８ａのうち一方のスリット８８ａに形成されたＵ
字溝８８ｂは他方のスリット８８ａから離れる方向に突出している。
【０１０５】
　スリット８８ａには図示しない取付金具が上下動自在に差し込まれ、その取付金具がＵ
字溝８８ｂに引っ掛かることで取付金具の上方への移動が規制される。その上方への移動
が規制された取付金具が天井を押さえ込むことで、照明器具１は天井に対して保持される
。
【０１０６】
　Ｖ字バネ８９の一対のアーム８９ａは互いに近づく方向に押し縮められ、図３に示す本
体１０の下端のフランジ部１４に形成された切欠き９５に係合させられる。
【０１０７】
　図１に、Ｖ字バネ８９のアーム８９ａが、本体１０の切欠き９５に係合した状態を示す
。アーム８９ａを切欠き９５に係合させた後、アーム８９ａを押し縮めていた力を解除す
ると、一対のアーム８９ａは弾性復元力により広がる。
【０１０８】
　一対のアーム８９ａが広がる動作に伴い、Ｖ字バネ８９は本体１０に対して上方に移動
し、アーム８９ａの付け根部近傍が切欠き９５に対して係合する。すなわち、アーム８９
ａが広がる力が、Ｖ字バネ８９を本体１０に対して押し上げる力になり、Ｖ字バネ８９に
連結された反射鏡９２が化粧枠８６の内側に嵌まり込む。Ｖ字バネ８９を介して、取付金
具９１及び取付金具９１に取り付けられた反射鏡９２は、本体１０に対して支持される。
【０１０９】
　取付リング８１は、本体１０の高さ方向のほぼ中間に位置し、取付リング８１の下方に
Ｖ字バネ８９が露出しているため、取付リング８１はＶ字バネ８９の操作のじゃまになら
ない。
【０１１０】
　（第２実施形態）
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　次に、第２実施形態の照明器具１５０について説明する。
【０１１１】
　図１４及び図１５は、第２実施形態の照明器具１５０の斜視図である。　
　図１６は、第２実施形態の照明器具１５０の分解斜視図である。　
　図１７は、光源１７０および反射体１８０の模式平面図である。
【０１１２】
　実施形態の照明器具１５０は、器具本体１５１と点灯ユニット１５２とが一体にされた
状態で、天井に形成された埋込孔に取り付けられるダウンライトである。
【０１１３】
　器具本体１５１は、光源収容部１５３と、光源収容部１５３から、光源１７０の光軸に
対して直交する方向に延出して設けられた点灯ユニット取付部１５５とを有する。
【０１１４】
　光源収容部１５３の下面には光源取付部１５４が設けられている。光源収容部１５３の
上部には複数のフィン１５６が設けられ、光源収容部１５３は、光源１７０の熱を放熱す
る放熱器としても機能する。
【０１１５】
　光源１７０は、光源取付部１５４に対して取付プレート１５７を介して取り付けられて
いる。光源１７０は、基板１７１と、基板１７１上に実装された複数の発光素子１７２と
を有する。発光素子１７２は、例えばＬＥＤ素子である。
【０１１６】
　また、発光素子１７２としては、ＬＥＤのほかにも、例えば、有機発光ダイオード（Or
ganic Light Emitting Diode：ＯＬＥＤ）、無機エレクトロルミネッセンス（Inorganic 
ElectroLuminescence）発光素子、有機エレクトロルミネッセンス（Organic ElectroLumi
nescence）発光素子、あるいはその他の電界発光型の発光素子などを用いることができる
。
【０１１７】
　発光素子１７２の表面は、蛍光体層１７３で覆われている。蛍光体層１７３は、樹脂層
とその樹脂層中に分散された複数の粒子状の蛍光体とを有する。蛍光体層１７３の樹脂層
は、発光素子１７２の発光光（励起光）および蛍光体の蛍光発光に対して透明である。
【０１１８】
　例えば、青色光を発光する発光素子（ＬＥＤ）１７２と、その青色光（励起光）を吸収
して黄色光に変換する蛍光体を含む蛍光体層１７３との組み合わせにより、光源１７０は
、青色光と黄色光との混合色として白色や電球色などの光を放出する。なお、蛍光体とし
ては、赤色光を発光する赤色蛍光体および緑色光を発光する緑色蛍光体を含むものを使っ
てもよい。
【０１１９】
　基板１７１上における発光素子１７２の実装領域の外側には、コネクタ１７４が実装さ
れている。基板１７１には図示しない配線パターンが形成され、その配線パターンを通じ
て発光素子１７２とコネクタ１７４とが電気的に接続されている。
【０１２０】
　光源１７０は、その発光面（蛍光体層１７３の表面）を光源取付部１５４の反対側に向
けている。
【０１２１】
　光源収容部１５３における光源取付部１５４側には、反射体１８０が設けられている。
反射体１８０は樹脂材料からなり、反射体１８０の表面は例えば白色に形成され、光源１
７０から放出された光に対する反射性を有する。
【０１２２】
　反射体１８０は、リング状に形成され、その中央孔１８２に光源１７０の発光素子１７
２及び蛍光体層１７３を含む発光面を露出させる。光源１７０の基板１７１における発光
素子１７２の実装領域以外の領域のほとんどは、反射体１８０によって覆い隠される。
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【０１２３】
　また、反射体１８０の中央孔１８２の内周縁部の一部には、コネクタ遮蔽部１８１が設
けられている。コネクタ１７４は、発光素子１７２の実装領域側の一部が反射体１８０の
中央孔１８２から露出されるだけで、コネクタ１７４の大部分は反射体１８０のコネクタ
遮蔽部１８１によって覆い隠されている。発光面から斜めに広がって放射される光を遮蔽
しないように、コネクタ１７４における発光面側の一部は遮蔽しないようにしている。
【０１２４】
　反射体１８０の中央孔１８２は、光源１７０側に位置し、採光開口として機能する。反
射体１８０の採光開口の反対側には、採光開口よりも大きな開口面積の投光開口が形成さ
れている。反射体１８０は、採光開口から投光開口に向けて拡開し、その内壁面に反射面
１８４が形成されている。
【０１２５】
　反射体１８０の投光開口は、透光カバー１９１で覆われている。透光カバー１９１は、
光源１７０から放出される光に対する透過性を有する。また、透光カバー１９１に、光源
１７０から放出される光に対する拡散性を与えてもよい。
【０１２６】
　透光カバー１９１の下方（反射体１８０の反対側）には化粧枠１９５が設けられている
。化粧枠１９５は、照明器具１５０に外観意匠性を与えるとともに、光源１７０から放出
された光の反射、拡散、遮光などの配向制御部材としても機能する。
【０１２７】
　光源収容部１５３から延出して設けられた点灯ユニット取付部１５５上には、点灯装置
２０６が設けられている。点灯装置２０６は、回路基板と、その回路基板上に実装された
各種部品を有する。
【０１２８】
　点灯ユニット取付部１５５の先端部には、端子台取付板２０７が取り付けられ、その端
子台取付板２０７の下面に端子台２０３が取り付けられている。点灯装置２０６および端
子台２０３の上側は、カバー２０５で覆われている。
【０１２９】
　点灯装置２０６は、商用電源の交流を直流に変換して光源１７０に出力し、発光素子１
７２を点灯制御する。端子台２０３には、天井裏に配線された商用電源の引き込み配線（
電源線、アース線）や、天井裏に配線された調光信号線などの制御信号線が接続される。
【０１３０】
　端子台２０３は、図示しない内部電線を介して、点灯装置２０６と接続されている。点
灯装置２０６は、光源１７０および端子台２０７と電気的に接続され、端子台２０３に外
部から接続された電源線を介して供給される点灯電力を発光素子１７２に与えるとともに
、端子台２０３に外部から接続された制御信号線を介して入力される制御信号に基づいて
発光素子１７２の点灯状態を制御する。
【０１３１】
　化粧枠１９５の外壁には、複数（例えば３つ）の取付バネ２０１が取り付けられている
。取付バネ２０１は板バネであり、第２実施形態の照明器具１５０は取付バネ２０１の弾
性を利用して、天井に設けられた埋込孔に取り付けられる。
【０１３２】
　光源１７０から放出された光は、反射板１８０、透光カバー１９１および化粧枠１９５
を介して所望の配向性でもって、天井より下方の空間に向けて放出される。
【０１３３】
　第２実施形態によれば、光源１７０と透光カバー１９１との間に設けられた反射体１８
０は、光源１７０と透光カバー１９１との間の空間に対して、光源１７０の発光面（蛍光
体層１７３）を露出させ、基板１７１における発光素子１７２の実装領域以外の領域のほ
とんどと、コネクタ１７４の大部分を覆い隠している。
【０１３４】



(14) JP 6061072 B2 2017.1.18

10

20

30

　光源１７０から放出された光の一部は、反射体１８０や透光カバー１９１で反射されて
基板１７１側に戻される。そこで、基板面をレジストやシルクで白色にして反射性を持た
せたり、基板材料を高反射材料にしたりすることがある。しかし、レジストや基板１７１
に使う樹脂は、反射体１８０に使用する高反射樹脂材料と比較すると反射率が低く、劣化
しやすい。また、樹脂部品であるコネクタ１７４にも、基板１７１側に戻ってきた反射光
が照射され、コネクタ１７４が劣化することが懸念されている。
【０１３５】
　第２実施形態によれば、光源１７０における発光面以外の大部分（コネクタ１７４も含
む）の樹脂部分が反射体１８０で覆い隠される。このため、光取り出し方向への反射率が
上がり、器具効率を高めるとともに、コネクタ１７４などの樹脂部品を劣化させる要因と
なる光を遮ることで信頼性が向上する。
【０１３６】
　以上説明した実施形態によれば、光源の一部のみを樹脂としたので、光耐性のよい樹脂
を使用しても少量でよく、他の部分は樹脂を使用しないので、高価な光耐性のよい樹脂の
使用量を抑えながら、器具全体として長寿命の照明器具を提供することができる。
【０１３７】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１３８】
　１，１５０…照明器具、１０…本体、１２…光源取付部、１５…反射体保持部、１６…
第１のフィン、１７…第２のフィン、１９…段部、４０…光源、４１…基板、４２…発光
素子、４３…蛍光体層、６１…反射体、６２…フランジ部、６３…筒部、６５…絶縁部材
、６６…第１のリング部、６７…第２のリング部、６８…第３のリング部、７１…延長部
、７５，７５’…透光カバー、７６…押さえ部材、８０…保持部材、８１…取付リング、
８３…切欠き
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