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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上にＬＥＤパッケージを直線状に配列したＬＥＤユニットと、
　前記ＬＥＤユニットを長手方向に連結させた際に電気的に連続させるための電源送り線
と、を有し、
　前記電源送り線が、前記ＬＥＤユニット同士の接続部において端部に設けられた前記Ｌ
ＥＤパッケージを跨がって配線された場合に、前記ＬＥＤパッケージを回避するように前
記電源送り線を両外側位置に保持する電線ホルダを設けた照明器具。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明器具において、
　前記電線ホルダが、ねじにより前記基板および基板固定台のうちの少なくとも一方に取
り付けられる照明器具。
【請求項３】
　請求項１に記載の照明器具において、
　前記電線ホルダが、前記基板を両外側から抱え込む抱え込み部を有し、前記抱え込み部
で固定される照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、例えば天井や壁等の被取付面に、ＬＥＤパッケージを直線状に連結して取り
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付けるＬＥＤ照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、ＬＥＤパッケージを直線状に配列した照明器具が知られている（例えば、特
許文献１参照）。
　特許文献１に記載のＬＥＤ照明器具では、複数個のＬＥＤパッケージを放熱板に直線状
に取り付け、ＬＥＤパッケージに電力を供給する回路が形成された電源供給用基板を、放
熱板からずらして設ける。そして、ＬＥＤパッケージを電源供給用基板の回路と接続する
。
　これにより、放熱板には電源供給用の回路が不要となるので、ＬＥＤパッケージを直接
放熱板に取り付けることができ、放熱性能の向上を図っている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－３０５４３５号公報（段落０００７）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、ＬＥＤパッケージが直線状に所定間隔で設けられている照明器具を長手方向
に連結して、長い距離略等間隔でＬＥＤパッケージを配置する場合がある。このとき、隣
接する照明器具の電源供給回路同士を接続する際に、コネクタ付きの電源送り線で接続す
る場合がある。
【０００５】
　しかしながら、隣接する照明器具において、電源送り線のコネクタを受ける受けコネク
タの外側（すなわち端部側）にもＬＥＤパッケージが設けられている場合がある。このよ
うな場合には、電源送り線が基板から浮いて配線されていると、電源送り線がＬＥＤパッ
ケージからの光を遮断するおそれがある。あるいは、電源送り線の影がカバーに映って、
外観を損ねる場合がある。
【０００６】
　本発明は、従来の問題を解決するためになされたもので、ＬＥＤユニット同士を電源送
り線で接続する際に、電源送り線が光を遮断したり、電源送り線の影が映ることにより外
観を損ねることを防止できる照明器具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】
　本発明の照明器具は、基板上にＬＥＤパッケージを直線状に配列したＬＥＤユニットと
、前記ＬＥＤユニットを長手方向に連結させた際に電気的に連続させるための電源送り線
と、を有し、前記電源送り線が、前記ＬＥＤユニット同士の接続部において端部に設けら
れた前記ＬＥＤパッケージを跨がって配線された場合に、前記ＬＥＤパッケージを回避す
るように前記電源送り線を両外側位置に保持する電線ホルダを設けたものである。
【０００８】
　また、本発明の照明器具は、前記電線ホルダが、ねじにより前記基板および基板固定台
のうちの少なくとも一方に取り付けられるものである。
【０００９】
　あるいは、本発明の照明器具は、前記電線ホルダが、前記基板を両外側から抱え込む抱
え込み部を有し、前記抱え込み部で固定されるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、基板上にＬＥＤパッケージを直線状に配列したＬＥＤユニットを、長手方向
に連結する際に、端部のＬＥＤパッケージ同士を電源送り線で接続するが、接続部に電線
ホルダを設けたので、電源送り線を両外側位置に保持できる。
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　これにより、電源送り線が端部のＬＥＤパッケージの光を遮断したり、影が映るのを防
止して、外観を損ねるのを防止できるという効果を有する照明器具を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】（Ａ）は本発明に係る第１実施形態の照明器具の正面図であり、（Ｂ）は照明器
具を下方から見た底面図
【図２】本発明に係る第１実施形態の照明器具の断面図
【図３】（Ａ）は本発明に係る第１実施形態の照明器具におけるＬＥＤユニットの接続部
近傍を示す斜視図であり、（Ｂ）は電線ホルダの斜視図
【図４】本発明に係る第２実施形態の照明器具の断面図
【図５】（Ａ）は本発明に係る第２実施形態の照明器具におけるＬＥＤユニットの接続部
近傍を示す斜視図であり、（Ｂ）は電線ホルダの斜視図
【発明を実施するための形態】
【００１２】
（第１実施形態）
　以下、本発明に係る第１実施形態の照明器具について、図面を用いて説明する。
　図１に示すように、本発明に係る第１実施形態の照明器具１０Ａは、例えば、天井面等
の被取付部１１に取り付けて使用される。
　照明器具１０Ａは、全体細長い矩形状のＬＥＤユニット２０Ａを長手方向に複数個連続
して取り付けられ、直線状の照明光を発する。
【００１３】
　図２および図３に示すように、ＬＥＤユニット２０Ａは、矩形板状の器具本体２１を有
する。器具本体２１の被取付部側面である裏面２１１には、点灯電力を供給する電源装置
２８が取り付けられており、被取付部１１に設けられている埋込孔１２に埋め込まれる。
また、器具本体２１の表面２１２には、矩形箱状の台座２１５が取り付けられている。
　器具本体２１の幅方向両端面には、それぞれ縦壁２１３，２１４が設けられており、縦
壁２１３，２１４の下側には枠２３が各々取り付けられている。この枠２３の下部に設け
られているカバー取付部２３１，２３２には、透光性を有する例えば樹脂製のカバー５０
が取り付けられる。
【００１４】
　器具本体２１の表面２１２に設けられている台座２１５の表面には、熱伝導性が良好な
金属製の放熱シャーシ２２が取り付けられており、放熱シャーシ２２の下面には基板２４
が取り付けられる。基板２４は、端部においてねじ２４２により放熱シャーシ２２に固定
される。
【００１５】
　図３（Ａ）に示すように、基板２４は矩形板状の部材であり、表面２４１には、ＬＥＤ
パッケージ３０が長手方向に略一定間隔で直線状に実装されており、基板２４の表面２４
１は反射板の機能を有する。また、基板２４の裏面には、回路（図示省略）が設けられて
おり、電源装置２８に接続されて電力の供給を受ける。
　ＬＥＤパッケージ３０は、光源であるＬＥＤチップ３１を板状のパッケージ基板３２上
に実装し、封入樹脂（図示省略）により封止したものであり、パッケージ基板３２が基板
２４の表面２４１に機械的および電気的に取り付けられる。
【００１６】
　隣接するＬＥＤユニット２０Ａ同士は、電源送り線２５により電気的に接続されて点灯
電力を供給する。電源送り線２５は、一対の電線２５２と、電線２５２の端部に取り付け
られた受けソケット２５１を有する。
　従って、電源送り線２５側の受けソケット２５１と接続するためのソケット２６が、基
板２４の表面２４１に取り付けられる。このソケット２６は、基板２４裏面の回路に接続
されている。
【００１７】
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　なお、隣接するＬＥＤユニット２０Ａ同士の接続部２７においても、基板２４端部のＬ
ＥＤパッケージ３０１，３０２の間隔を他の部分の間隔とできるだけ近くするのが望まし
い。
　このため、隣接する基板２４上のソケット２６は、端部のＬＥＤパッケージ３０１，３
０２よりもそれぞれ基板２４の長手方向中央側に設けられている。このため、電源送り線
２５の一対の電線２５２は、電線ホルダ４０Ａにより基板２４の幅方向両外側位置に広げ
て保持されて、ＬＥＤパッケージ３０１，３０２を回避している。
【００１８】
　図３（Ｂ）に示すように、電線ホルダ４０Ａは、樹脂やゴム製で全体矩形状を呈してお
り、中央に平板状の支持部４１Ａを有し、支持部４１Ａの両端部に電線保持部４２を有す
る。
　支持部４１Ａは、基板２４の幅と略同じ幅を有するとともに、端部のＬＥＤパッケージ
３０１，３０２の純間隔よりも小さめの長さを有する。これにより、端部のＬＥＤパッケ
ージ３０１，３０２と干渉することなく取り付け可能となる。また、支持部４１Ａの中央
には、取付用の貫通孔４３を有する。
【００１９】
　支持部４１Ａは、隣接する基板２４の接続部２７を跨ぐため、貫通孔４３が２個設けら
れており、ねじ２４２により支持部４１Ａを基板２４とともに放熱シャーシ２２に共締め
して固定することができる。
　これにより、狭いスペースでも、電線ホルダ４０Ａの取り付けが可能になる。
　なお、電線ホルダ４０Ａを、基板２４の取付とは別個に取り付けることも可能である。
【００２０】
　電線保持部４２は、基板２４の長手方向に沿って内部空間４５を有する円柱状をしてお
り、一部切りかかれて外側へ開口（開口部４４）している。内部空間４５の内径は、電源
送り線２５の電線２５２の外径より大きめであり、開口部４４の大きさは、電線２５２の
外径よりも小さくなっている。
　従って、電線２５２を開口部４４を広げながら内部空間４５に押し込むと、電線２５２
が通過した後に開口部４４は電線２５２の外径よりも小さくなるので、電線２５２は内部
空間４５に保持される。
【００２１】
　次に、照明器具１０Ａの取り付け作業について説明する。
　まず、被取付面１１に、ＬＥＤユニット２０Ａの器具本体２１を取り付ける。このとき
、ＬＥＤユニット２０Ａを複数個、直線状に連結する場合には、器具本体２１を直線状に
複数個連結して取り付ける。
【００２２】
　次いで、器具本体２１の台座２１５に取り付けられている放熱シャーシ２２に、基板２
４を取り付ける。この際、接続部２７においては、基板２４の表面２４１に電線ホルダ４
０Ａを当接させ、ねじ２４２を電線ホルダ４０Ａの貫通孔４３および基板２４の貫通孔（
図示省略）に通して、放熱シャーシ２２に締結する。
【００２３】
　その後、電源送り線２５の受けソケット２５１の一方を基板２４のソケット２６に接続
し、電線２５２を電線ホルダ４０Ａの電線保持部４２に押し込み、他方の受けソケット２
５１を隣接する基板２４のソケット２６に接続する。
　最後に、カバー５０を器具本体２１のカバー取付部２３１，２３２に取り付ける。
【００２４】
　以上、説明した本発明に係る第１実施形態の照明器具１０Ａによれば、基板２４上に複
数個のＬＥＤパッケージ３０を直線状に配列したＬＥＤユニット２０Ａを、長手方向に連
結する。このとき、隣接するＬＥＤユニット２０Ａを電源送り線２５で接続するが、電源
送り線２５が、ＬＥＤユニット２０Ａ同士の接続部２７において端部に設けられたＬＥＤ
パッケージ３０１，３０２を跨がって配線された場合に、接続部２７に電線ホルダ４０Ａ
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を設けて電源送り線２５の電線２５２を両外側位置に保持するので、電線２５２がＬＥＤ
パッケージ３０の光を遮断したり、影がカバー５０に映るのを防止して、外観を損ねるの
を防止できる。
　また、ＬＥＤユニット２０Ａを基板２４上に取り付けた後に、電線ホルダ４０Ａを取り
付けることができ、電源送り線２５を容易に取り付けることができるので、作業性がよい
。
【００２５】
　また、電線ホルダ４０Ａは、接続部２７においてねじ２４２により基板２４あるいは放
熱シャーシ２２に取り付けられるので、基板２４を取り付けた後から容易に取り付けるこ
とができる。
　また、電線ホルダ４０Ａは、ねじ２４２により基板２４に取り付けられるため、電線ホ
ルダ４０Ａの幅を基板２４の幅の範囲に抑えることができる。
【００２６】
（第２実施形態）
　次に、本発明に係る第２実施形態の照明器具１０Ｂについて、図面を用いて説明する。
　なお、前述した第１実施形態にかかる照明器具１０Ａと共通する部位には同じ符号を付
して、重複する説明を省略することとする。
【００２７】
　図４および図５に示すように、本発明に係る第２実施形態の照明器具１０Ｂでは、電源
送り線２５の電線２５２を保持する電線ホルダ４０Ｂが、基板２４を両外側から抱え込む
抱え込み部４６を有する。抱え込み部４６は、外側へ弾性変形可能であり、基板２４を抱
え込む方向へ弾性力が作用する。
　抱え込み部４６は基板２４の側端面を保持するため、基板２４の幅を放熱シャーシ２２
の幅よりもある程度大きくして、基板２４が放熱シャーシ２２から外側へ例えば、２ｍｍ
程度突出するようにするのが望ましい。
【００２８】
　また、電線ホルダ４０Ｂの支持部４１Ｂの中央には、隣接する基板２４を放熱シャーシ
２２に取り付けている２本のねじ２４２の頭部との干渉を回避するために、例えば長方形
や長円形状の切欠４７が設けられている。
　なお、切欠４７は、ねじ２４２毎に分割して設けることもできる。
【００２９】
　以上、説明した本発明に係る第２実施形態の照明器具１０Ｂによれば、電線ホルダ４０
Ｂは、接続部２７において、抱え込み部４６が基板２４を両外側から抱え込むので、別途
取り付け具を用いることなく、電線ホルダ４０Ｂを容易に取り付けることができる。
【００３０】
　なお、本発明の照明器具１０Ａ、１０Ｂは、前述した各実施形態に限定されるものでな
く、適宜な変形，改良等が可能である。
　例えば、前述した各実施形態においては、ＬＥＤユニット２０Ａ、２０Ｂとして基板２
４上にＬＥＤパッケージ３０のみを設けた場合を例示したが、ＬＥＤパッケージ３０の前
方に反射板を設けることも可能である。
【符号の説明】
【００３１】
　１０Ａ，１０Ｂ　照明器具
　２０Ａ、２０Ｂ　ＬＥＤユニット
　２４　基板
　２４２　ねじ
　２５　電源送り線
　２７　接続部
　３０　ＬＥＤパッケージ
　３０１，３０２　端部のＬＥＤパッケージ
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　４０Ａ，４０Ｂ　電線ホルダ
　４６　抱え込み部

【図１】 【図２】
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