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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
非常時に外部の予備電源から電力の供給を受けて器具本体に備えた光源部を点灯する電
源別置型の非常用照明器具であって、
前記光源部としてＬＥＤを備え、該ＬＥＤを一表面側に実装するとともに前記ＬＥＤを
点灯させる点灯回路における回路部品の少なくとも一部を他表面側に実装する配線基板と
、該配線基板の他表面側を覆って前記配線基板を保持する樹脂ケースと、該樹脂ケースを
収容し前記光源部からの光を取り出す第１開口部を備えた前記器具本体とを有し、
前記樹脂ケースは、開口端部に第２開口部側に向かって突出する突出部を前記樹脂ケー
スの奥行き方向に沿って一対設けており、前記樹脂ケースは、前記配線基板の端部を一対
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の前記突出部の間に挟持させて前記配線基板を保持しており、
前記器具本体と前記樹脂ケースとは、前記器具本体と前記樹脂ケースとの隙間に挿入さ
れた保持枠により一体化されていることを特徴とする非常用照明器具。
【請求項２】
前記樹脂ケースは、該樹脂ケースの外周面側に設けられた係合爪を備え、前記器具本体
に貫設された係合孔と前記係合爪とを係合することにより前記器具本体に固定されてなる
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】
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本発明は、商用電源の停電時に点灯する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起きる商用電源の停電で周囲
の状況を把握できなくなり避難が困難になることを防止するため、避難通路の照度を確保
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には、光源部と、非常用の予備電源として機能する蓄電池（た
とえば、ニッケル水素二次電池など）とを器具本体に内蔵した電源内蔵型の非常用照明器
具と、商用電源が停電する非常時に外部の予備電源（たとえば、非常用の直流電源装置な
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ど）から電力の供給を受けて器具本体の光源部を点灯する電源別置型の非常用照明器具と
がある。
【０００４】
ここで、電源別置型の非常用照明器具は、たとえば、病院、映画館、百貨店などの特殊
施設やオフィスビルやマンションなどの大規模施設において数百個から数千個も設置され
る。各非常用照明器具は、光源部を点灯するため、耐火電線などにより外部の予備電源と
電気的に接続している。電源別置型の非常用照明器具は、商用電源の停電時に予備電源が
即時に起動し所定の時間（たとえば、３０分）の間、予備電源から耐火電線を介して電力
の供給を受け、光源部を点灯することが可能に構成している。
【０００５】
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電源別置型の非常用照明器具は、電源内蔵型の非常用照明器具のように、各非常用照明
器具の器具本体に蓄電池を内蔵していない。そのため、電源別置型の非常用照明器具は、
電源内蔵型の非常用照明器具のように、蓄電池の寿命に伴い各非常用照明器具それぞれか
ら個別に蓄電池を取り出して交換する作業が必要でない。電源別置型の非常用照明器具は
、非常用照明器具に共通の外部の予備電源を保守点検などするだけで済む。そのため、電
源別置型の非常用照明器具は、電源内蔵型の非常用照明器具を数百個から数千個設置させ
た場合と比較して、数百個から数千個にもおよぶ個別の非常用照明器具の各蓄電池を点検
交換する手間を省くことが可能というメリットがある。
【０００６】
ところで、非常用照明器具は、一般に、光源部としてハロゲン電球やシリカ電球などの
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白熱電球が使用されている。そのため、非常用照明器具は、消費電力（たとえば、ハロゲ
ン電球では、４０Ｗ）が大きい。非常用照明器具を数百個から数千個も設置する場合、電
源別置型の非常用照明器具と電気的に接続される予備電源は、電源容量が比較的大きなも
のを必要とし、電源別置型の非常用照明器具の設置時における初期費用が高くなる傾向に
ある。また、電源別置型の非常用照明器具と電気的に接続する電源容量が大きな予備電源
は、予備電源自体の大きさが大型であるため、予備電源の設置場所を確保するのが難しい
という問題も生ずる。
【０００７】
また、非常用照明器具を天井材に設置した場合、非常用照明器具は、器具本体直下から
所定の半径内の床面の水平面照度を所定の照度以上とできるようにすることが求められる
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。光源部にハロゲン電球などを用いた非常用照明器具では、器具本体から照射される軸上
光度が低く、且つ周囲にいくほど光度が高くなるような配光特性を得られる反射鏡が必要
となる。また、光源部にハロゲン電球などを用いた非常用照明器具は、ハロゲン電球など
の寿命を考慮して定期的に取り替え可能なようにソケットが必要となる。そのため、電源
別置型の非常用照明器具は、電源内蔵型の非常用照明器具のように、蓄電池が内蔵されて
いないにもかかわらず、器具本体の高さ方向の寸法を小さくすることが難しい問題がある
。
【０００８】
ところで、近年、ハロゲン電球などと比較して、長寿命で小型且つ、低消費電力である
ＬＥＤを光源部として備えた照明器具が開発されている。ここで、非常用照明器具ではな
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いが、光源部としてＬＥＤを備えた照明器具として、たとえば、図３に示すように、ラン
プ装置３０と、ランプ装置３０の口金部３５が挿入される嵌合孔を備えたソケット装置１
３と、ソケット装置１３が当接する平板部１７および平板部１７と繋がった反射板部１８
を備えた器具本体１２とを有するダウンライトが知られている（たとえば、特許文献１）
。
【０００９】
ここで、ランプ装置３０は、光源部として複数個のＬＥＤ３２を備え、これらＬＥＤ３
２を一表面側に実装する配線基板４８と、ＬＥＤ３２を点灯する点灯回路の回路部品５０
を実装する回路基板４９と、配線基板４８の他表面３６側と回路基板４９側とを密着させ
る平円盤状の金属部品３９とを有し、熱伝導接続手段たる螺子４２によって金属部品３９
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をランプ装置本体３１に螺子止めしている。
【００１０】
上述の特許文献１のランプ装置３０は、金属部品３９がランプ装置本体３１の金属部３
８である外周部４０の接触面４１に当接している。ランプ装置３０は、リード線５１を介
して回路基板４９と電気的に接続したランプピン４５の径大部４７を、ソケット装置１３
の接続孔に挿入して固定するとともに電気的に接続している。このとき、ランプ装置３０
は、ソケット装置１３と当接面４３で当接している。なお、ランプピン４５は、絶縁材４
６でランプ装置本体３１と電気的に絶縁されている。また、ランプ装置３０のランプ装置
本体３１は、放熱のためアルミダイカスト製としている。
【００１１】
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上述の特許文献１のダウンライトを非常用照明器具に応用した場合、非常用照明器具は
、光源部としてＬＥＤ３２を備えることで、一般の非常用照明器具におけるハロゲン電球
などと比較して、光源部の寿命に伴う交換の手間を少なくすることができる。また、特許
文献１のダウンライトを応用した非常用照明器具は、非常用照明器具の配光特性に合わせ
たハロゲン電球用の反射鏡を用ける必要もない。そのため、特許文献１のＬＥＤ３２を光
源部としたダウンライトを電源別置型の非常用照明器具に応用した場合、非常用照明器具
を小型化することが可能となる。
【００１２】
ここで、ランプ装置３０は、光源部となるＬＥＤ３２の点灯に伴う発熱により、ＬＥＤ
３２自体の温度が高くなる。ＬＥＤ３２は、ＬＥＤ３２自体の温度が高くなり過ぎると、
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熱劣化してＬＥＤ３２の寿命が急激に短くなる特性を備えている。光源部としてＬＥＤ３
２を備えた上述の特許文献１のダウンライトでは、ＬＥＤ３２の寿命を長寿命(たとえば
、２万時間から４万時間)とするため、ＬＥＤ３２自体の温度を下げる放熱構造を備えて
いる。すなわち、特許文献１のランプ装置３０では、ＬＥＤ３２の発熱により生じた熱を
配線基板４８と接触させた平円盤状の金属部品３９および金属部品３９をランプ装置本体
３１に螺子止めする螺子４２を介してアルミダイカスト製のランプ装置本体３１側に放熱
させる構成としている。これにより、特許文献１のランプ装置３０は、光源部のＬＥＤ３
２の温度を所定の許容温度以下に維持することでＬＥＤ３２の寿命を確保している。
【先行技術文献】
【特許文献】
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【００１３】
【特許文献１】特開２０１０−１２９４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１４】
しかしながら、上述した特許文献１の光源部としてＬＥＤ３２を備えたランプ装置３０
では、放熱のためにアルミダイカスト製のランプ装置本体３１を使用しているため、製造
コストの上昇も招くという問題がある。また、ランプ装置３０は、ＬＥＤ３２からの熱を
外部に放出させるため、ＬＥＤ３２からの熱を金属部品３９や螺子４２を介してランプ装
置本体３１側に熱伝導させる構造が必要となる。そのため、ランプ装置３０は、構造が複
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雑で製造に手間が掛かり製造コストの上昇を招くという問題がある。
【００１５】
特に、電源別置型の非常用照明器具は、大規模施設などに一度に数百個から数千個も設
置されるものであり、より簡単な構造で、製造コストの上昇を招くことなく小型化が可能
なものが望まれている。そのため、単純に、光源部としてＬＥＤを備えたダウンライトを
電源別置型の非常用照明器具の構成とするだけでは、十分ではない。
【００１６】
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、低消費電力化、小型化お
よび製造コストの低減を図ることが可能な電源別置型の非常用照明器具を提供することに
ある。
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【課題を解決するための手段】
【００１７】
本発明の非常用照明器具は、非常時に外部の予備電源から電力の供給を受けて器具本体
に備えた光源部を点灯する電源別置型の非常用照明器具であって、上記光源部としてＬＥ
Ｄを備え、該ＬＥＤを一表面側に実装するとともに上記ＬＥＤを点灯させる点灯回路にお
ける回路部品の少なくとも一部を他表面側に実装する配線基板と、該配線基板の他表面側
を覆って上記配線基板を保持する樹脂ケースと、該樹脂ケースを収容し上記光源部からの
光を取り出す第１開口部を備えた上記器具本体とを有し、上記樹脂ケースは、開口端部に
第２開口部側に向かって突出する突出部を上記樹脂ケースの奥行き方向に沿って一対設け
ており、上記樹脂ケースは、上記配線基板の端部を一対の上記突出部の間に挟持させて上
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記配線基板を保持しており、上記器具本体と上記樹脂ケースとは、上記器具本体と上記樹
脂ケースとの隙間に挿入された保持枠により一体化されていることを特徴とする。
【００１８】
この非常用照明器具において、上記樹脂ケースは、該樹脂ケースの外周面側に設けられ
た係合爪を備え、上記器具本体に貫設された係合孔と上記係合爪とを係合することにより
上記器具本体に固定されてなることが好ましい。
【発明の効果】
【００１９】
本発明の非常用照明器具は、低消費電力化、小型化および製造コストの低減を図ること
が可能な電源別置型の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。
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【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】実施形態１の非常用照明器具の概略断面図である。
【図２】実施形態２の非常用照明器具の概略断面図である。
【図３】従来の照明器具の概略断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
（実施形態１）
以下、本実施形態の電源別置型の非常用照明器具１０を図１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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【００２２】
本実施形態の非常用照明器具１０は、非常時に外部の図示していない予備電源（たとえ
ば、複数個の蓄電池を直並列に接続させた非常用の直流電源装置）からの電力の供給を受
けて器具本体１に備えた光源部３を点灯する。非常用照明器具１０は、有底円筒状の外殻
部となる器具本体１と、該器具本体１の内部に収容できるように、外周面２ｃが器具本体
１の内周面と相似形で器具本体１よりも若干小さい有底円筒状の樹脂ケース２とを備えて
いる。また、非常用照明器具１０は、光源部３を構成する複数個（ここでは、３個）のＬ
ＥＤ３ａが一表面５ａ側に実装されたガラスエポキシ樹脂材料からなる配線基板５が樹脂
ケース２の開口部２ａを覆うように設けられている。
【００２３】

50

(5)

JP 5635883 B2 2014.12.3

配線基板５のＬＥＤ３ａが実装された一表面５ａと対向する他表面５ｂ側には、ＬＥＤ
３ａを点灯するための点灯回路の回路部品４が半田などを用いて実装されている。配線基
板５は、ＬＥＤ３ａが実装された一表面５ａ側の配線パターン（図示していない）と、Ｌ
ＥＤ３ａの点灯回路を構成する回路部品４が実装された他表面５ｂ側の配線パターン（図
示していない）とが配線基板５の厚み方向に貫設した貫通配線（図示していない）を介し
て電気的に接続されている。また、配線基板５の他表面５ｂ側には、非常時に予備電源か
ら電力の供給を受ける耐火電線（図示していない）と電気的に接続可能な端子台８を備え
ている。端子台８は、ＬＥＤ３ａに電力を供給するため、点灯回路を介してＬＥＤ３ａと
電気的に接続されている。
【００２４】
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樹脂ケース２は、開口端部に開口部２ａ側に向かって突出する突出部２ｂ，２ｂを樹脂
ケース２の奥行き方向（図１の上下方向）に沿って一対設けている。樹脂ケース２は、配
線基板５の端部が一対の突出部２ｂ，２ｂの間に挟持させて、配線基板５を保持している
。すなわち、非常用照明器具１０の樹脂ケース２は、配線基板５の他表面５ｂ側を覆って
配線基板５を保持することになる。
【００２５】
これにより、本実施形態の非常用照明器具１０は、ＬＥＤ３ａと、ＬＥＤ３ａが一表面
５ａ側に実装された配線基板５と、配線基板５の他表面５ｂ側に実装された点灯回路の回
路部品４と、端子台８とが一体化して構成されたＬＥＤユニット１１を備えている。本実
施形態の非常用照明器具１０では、樹脂ケース２がＬＥＤユニット１１を保持しているこ
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とになる。また、非常用照明器具１０は、光源部３から光が取り出すことができるように
、ＬＥＤユニット１１を保持する樹脂ケース２ごと、器具本体１の内部に収容している。
【００２６】
また、非常用照明器具１０は、光源部３からの光を取り出す器具本体１の開口部１ａを
覆うように、ＬＥＤ３ａからの光を所定の配光とするレンズ９を備えた枠体部６を、器具
本体１の前面側に設けている。枠体部６は、円盤状であって中央部に開口６ａが設けられ
ている。枠体部６の開口６ａにおける内端部にレンズ９を保持する保持突起部６ｂが一対
設けられている。枠体部６は、レンズ９の外周部に設けられた鍔部９ａを枠体部６の開口
６ａの外周に沿って設けられた一対の保持突起部６ｂ，６ｂで保持している。枠体部６は
、器具本体１に収容された樹脂ケース２と器具本体１との隙間に、該隙間よりも若干厚み
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が厚く、枠体部６からレンズ９を囲むように突出した円筒状の保持枠６ｃを挿入して樹脂
ケース２や保持枠６ｃの弾性力により器具本体１と一体化している。
【００２７】
すなわち、本実施形態の非常用照明器具１０は、有底円筒状の器具本体１と、ＬＥＤ３
ａからの光を外部に所定の配光で照射するためのレンズ９を保持する枠体部６とで、ＬＥ
Ｄユニット１１を保持する樹脂ケース２を器具本体１の内部に収容して固定している。な
お、非常用照明器具１０の光源部３となる複数個のＬＥＤ３ａから照射される光の配光を
個別に制御するため複数個の反射部（図示していない）を配線基板５の一表面５ａ側に別
途に設けてもよい。光源部３としてＬＥＤ３ａを備えた非常用照明器具１０は、ＬＥＤ３
ａ自体が小型であるため、光源部にハロゲン電球などを用いたものと比較して、レンズ９
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や反射部を備えていても、小型化を比較的容易に行うことが可能となる。
【００２８】
非常用照明器具１０の器具本体１は、器具本体１の開口部１ａの開口縁から外方へ延設
された外鍔部１ｂを備えている。また、器具本体１の外側面１ｃには、非常用照明器具１
０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（ここでは、２個）の板状の取
付ばね７，７を設けている。取付ばね７は、取付ばね７の幅方向の端部を挟持する器具本
体１の外側面１ｃに設けられた挟持部（図示していない）に、外形がＬ字形状の取付ばね
７の一端部７ａを嵌め込み器具本体１側に係止させている。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（ここでは、２個）の取付
ばね７，７と、器具本体１の外鍔部１ｂとにより、天井材Ｃを挟持して固定する。
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【００２９】
本実施形態の非常用照明器具１０は、外部の上記予備電源と電気的に接続された上記耐
火電線を、器具本体１および樹脂ケース２に貫設された図示しない貫通孔を通して端子台
８に接続させて、ＬＥＤユニット１１に給電可能としている。
【００３０】
非常用照明器具１０の施工にあたっては、端子台８を上記耐火電線と電気的に接続させ
た後、器具本体１の外側面１ｃに設けられた各取付ばね７，７の他端部７ｂ，７ｂを、器
具本体１の外側面１ｃ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１の外鍔部１ｂが天井材Ｃの取付孔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７，７が器具本体１の外側面１ｃ
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から離れる方向に開く。ここで、非常用照明器具１０は、取付ばね７の一部が取付孔Ｃ１
の周部に弾接し、取付ばね７の一部と、器具本体１の外鍔部１ｂとで天井材Ｃを挟持する
ことにより、天井材Ｃに取り付けられる。
【００３１】
こうして天井材Ｃに取り付けられた本実施形態の非常用照明器具１０は、非常時に点灯
すると、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とす
る。すなわち、非常用照明器具１０は、ＬＥＤ３ａが発光した光がレンズ９に入射され、
レンズ９のレンズ効果により屈折することで、ＬＥＤ３ａから照射された光の配光分布よ
りも、より広い非常用照明器具１０の配光分布に適した所定の広角な光を照射するように
構成している。
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【００３２】
ところで、電源別置型の非常用照明器具１０では、ＬＥＤ３ａの寿命が、たとえば、１
００時間程度あればよい。そのため、非常用照明器具１０は、一般照明の光源部としてＬ
ＥＤ３ａを備えた場合におけるＬＥＤ３ａの目標寿命（たとえば、２万時間から４万時間
）よりも短く設計することができる。したがって、非常用照明器具１０は、光源部３とし
てＬＥＤ３ａを備えたダウンライトなどと比較して、放熱用の構造に関し、より簡易な構
造とすることができる。
【００３３】
非常用照明器具１０は、光源部３を配線基板５に実装させたＬＥＤユニット１１を、金
属材料と比較して一般に熱伝導性が低いが加工性に優れた樹脂ケース２に保持させている
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。すなわち、非常用照明器具１０は、ＬＥＤユニット１１を樹脂ケース２に保持した場合
でも、非常用照明器具１０におけるＬＥＤ３ａの寿命を満足するＬＥＤ３ａ自体の許容温
度にすることができる。なお、非常用照明器具１０は、配線基板５の一表面５ａにＬＥＤ
３ａを実装するとともに、配線基板５の他表面５ｂ側に点灯回路の回路部品４を実装する
構造とすることにより、点灯回路用の基板を別途に設ける必要もなく、より小型化が可能
としている。
【００３４】
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。
【００３５】
本実施形態の非常用照明器具１０に用いられる器具本体１は、金属材料（たとえば、ア
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ルミニウムやステンレスなど）や各種の樹脂材料で構成することができる。器具本体１を
金属材料で構成する場合、非常用照明器具１０の施工時などに収容する樹脂ケース２が外
力により撓んで変形することを抑制することが可能となる。また、器具本体１を金属材料
で構成することにより、樹脂材料で形成させたものと比較して、非常用照明器具１０の耐
火性を向上させることができる。器具本体１は、樹脂ケース２および配線基板５を、枠体
部６を用いて器具本体１の内部側に収容させて固定することができる。また、器具本体１
には、樹脂ケース２を収容する開口部１ａの開口縁から外方へ延設され、非常用照明器具
１０の天井材Ｃ側への固定に利用することができる外鍔部１ｂを好適に備えているが、器
具本体１を天井材Ｃへ直接螺子止めする場合などでは必ずしも必要ではない。本実施形態
の非常用照明器具１０に用いられる器具本体１は、有底の円筒状に形成しているが、円筒
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状に限られず、有底の矩形筒状や椀形状であってもよい。
【００３６】
本実施形態の非常用照明器具１０に用いられる樹脂ケース２は、ＬＥＤ３ａが一表面５
ａ側に実装され、他表面５ｂ側に回路部品４および端子台８が実装された配線基板５から
なるＬＥＤユニット１１を保持することが可能なものである。このような樹脂ケース２は
、各種の樹脂材料（たとえば、ＰＢＴなど）を用いて射出形成などにより形成することが
できる。本実施形態の非常用照明器具１０に用いられる樹脂ケース２は、器具本体１の内
部に収容できるように、外周面２ｃが器具本体１の内周面と相似形で、器具本体１よりも
若干小さい有底円筒状に形成させているが、ＬＥＤユニット１１を保持し、器具本体１の
内部に収容可能であれば、矩形筒状など適宜の形状とすることができる。樹脂ケース２は
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、ＬＥＤユニット１１を保持させることで、ＬＥＤユニット１１と一体として取り扱うこ
とができ、非常用照明器具１０の組み立てや設置を簡便に行うことが可能となる。
【００３７】
本実施形態の非常用照明器具１０に用いられる光源部３を構成するＬＥＤ３ａは、給電
により光を照射することが可能な半導体発光素子である。このようなＬＥＤ３ａとして、
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（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）が含有された色
変換部材とを備えることで、白色光などの混色光を照射させることができる。
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【００３８】
ＬＥＤ３ａの構造は、図示しないが、たとえば、ＬＥＤチップから放射された光の配光
を制御するドーム状に形成され、パッケージ基板との間に、上記ＬＥＤチップを収納する
形で、上記パッケージ基板の一表面側とで囲まれた空間で上記ＬＥＤチップおよび該ＬＥ
Ｄチップと電気的に接続されたボンディングワイヤを封止した透光性材料（たとえば、シ
リコーン樹脂、エポキシ樹脂やガラスなど）からなる封止部と、パッケージ基板の上記一
表面側から上記封止部を覆う形で配設され上記ＬＥＤチップから放射され上記封止部を透
過した光によって励起され上記ＬＥＤチップとは異なる色の光を放射する蛍光体を含有し
た透光性材料により、ドーム状に形成された色変換部材とを備えたものを用いることがで
きる。また、上記色変換部材と上記封止部の表面との間には、空気層を備えて形成するこ
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ともできる。
【００３９】
ここで、ＬＥＤ３ａは、たとえば、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チップと、青色光を吸収して補色となる黄色光など
を放射するＥｕで付活された（Ｓｒ，Ｂａ）２ＳｉＯ４などの希土類でドープされた珪酸
塩系の蛍光体、Ｃｅで付活されたＹ３Ａｌ５Ｏ１２やＣｅで付活されたＴｂ３Ａｌ５Ｏ１
２などの希土類でドープされたアルミネート系の蛍光体などが透光性材料中に含有された

上記色変換部材とを用いることで白色光を得ることができる。
【００４０】
さらに、ＬＥＤ３ａ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
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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チップを覆った構成として、白色光を発光させることもできる
。このような、ＬＥＤ３ａは、リフロー半田付けなどにより、配線基板５の一表面５ａ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。
【００４１】
このほか、ＬＥＤ３ａ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。
【００４２】
非常用照明器具１０に用いられるＬＥＤ３ａは、所望に応じて配線基板５の一表面５ａ

50

(8)

JP 5635883 B2 2014.12.3

上に複数個設けることができ、各ＬＥＤ３ａを配線基板５の一表面５ａ側の上記配線パタ
ーンを用いて電気的に直列接続、並列接続や直並列接続させてもよい。配線基板５の一表
面５ａ側のＬＥＤ３ａは、平面視において、マトリックス状、千鳥状や円形状など適宜に
配置させることができる。
【００４３】
本実施形態の非常用照明器具１０における点灯回路の回路部品４は、外部の予備電源か
ら供給される電力に基づいて光源部３のＬＥＤ３ａを点灯可能な点灯回路の構成に用いて
いる。非常用照明器具１０は、少なくとも商用電源などの停電時に外部の予備電源からの
電力の供給を受けて、非常用照明器具１０におけるＬＥＤ３ａの寿命を満足するＬＥＤ３
ａ自体の許容温度で点灯できればよい。したがって、非常用照明器具１０は、非常用照明
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器具１０におけるＬＥＤ３ａの寿命を満足するＬＥＤ３ａ自体の許容温度であれば、平常
時に外部の商用電源を利用して光源部３のＬＥＤ３ａを点灯させることもできる。すなわ
ち、点灯回路は、平常時に外部の商用電源（図示していない）から供給される交流電力を
整流した後に、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）と、該整流
平滑部からの直流電流をＬＥＤ３ａに一定の電流として供給するための定電流電源部（図
示していない）とを備えた構成としてもよい。なお、非常用照明器具１０は、非常用照明
器具１０におけるＬＥＤ３ａの寿命を満足するＬＥＤ３ａ自体の許容温度内であるかを温
度センセで検知してＬＥＤ３ａを消灯させる機能を備えてもよいし、所定の時間経過後に
ＬＥＤ３ａを消灯させるタイマ機能を備えてもよい。
【００４４】
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また、非常用照明器具１０は、点灯回路を構成する回路部品４として、図示していない
手動のスイッチおよび該スイッチと連動するタイマを備えさせ、スイッチを操作すること
により、ＬＥＤ３ａをタイマの所定時間の間だけ点灯させてＬＥＤ３ａの動作を確認する
機能を備えてもよい。さらに、非常用照明器具１０は、外部のリモートコントローラから
送信される無線信号などに基づいて、ＬＥＤ３ａへの出力を制御してＬＥＤ３ａの点灯や
消灯を制御させる制御回路部を備えた点灯回路の構成としてもよい。これにより、非常用
照明器具１０が正常に動作するか否かの確認を行うことができる。
【００４５】
また、非常用照明器具１０は、人の存在の有無を検知するための人体検知センサや周囲
の明るさを検知する明るさセンサの出力に基づいてＬＥＤ３ａへの出力を制御してＬＥＤ

30

３ａの点灯を制御する制御回路部を備えた点灯回路の構成としてもよい。すなわち、非常
用照明器具１０は、ＬＥＤユニット１１に上記リモートコントローラからの無線信号を受
信する信号受信用素子など各種のセンサを設けて、センサからの出力に基づいて、上記定
電流電源部から出力される電流を制御する制御回路部によってＬＥＤ３ａに流れる電流を
制御することもできる。なお、制御回路部は、適宜の制御プログラムを搭載したマイクロ
コンピュータなどで構成すればよい。さらに、非常用照明器具１０は、制御回路で点滅点
灯することができるように点灯回路を構成してもよい。
【００４６】
本実施形態の非常用照明器具１０における配線基板５は、ＬＥＤ３ａが実装された一表
面５ａ側に、ＬＥＤ３ａに電力を供給する上記配線パターンが形成されている。また、Ｌ
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ＥＤ３ａを点灯させる点灯回路における回路部品４の少なくとも一部を他表面５ｂ側に実
装して電気的に接続させる配線パターンが形成されている。さらに、配線基板５は、一表
面５ａ側の配線パターンと、他表面５ｂ側の配線パターンとを配線基板５の厚み方向に貫
設させた貫通配線で電気的に接続させている。このような配線基板５としては、たとえば
、ガラスエポキシ樹脂基板だけに限られず、アルミナセラミック基板や窒化アルミニウム
基板などのセラミック基板からなる絶縁性基板上に、金属材料（たとえば、Ａｕなど）を
用いた配線パターンが形成されたもの、金属ベース基板などを用いることもできる。なお
、非常用照明器具１０は、回路部品４の形状などに合わせて、ＬＥＤ３ａを点灯させる点
灯回路における回路部品４の一部を別途に設けた回路基板（図示していない）に実装させ
るとともに、回路基板と配線基板５とを電気的に接続させた構造としてもよい。
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【００４７】
配線基板５は、非常用照明器具１０における樹脂ケース２に保持できればよい。したが
って、配線基板５は、平面視において、円形状、楕円形状や多角形状など適宜の形状とす
ることができる。なお、本実施形態の非常用照明器具１０に用いられる配線基板５は、た
とえば、円形状の場合、樹脂ケース２の一対の突出部２ｂ，２ｂで保持できるように、外
径が樹脂ケース２の開口部２ａの内径よりも若干小さな円形状としている。配線基板５は
、樹脂材料の弾性を利用して、樹脂ケース２の一対の突出部２ｂ，２ｂの間に嵌め込んで
保持させればよい。また、樹脂ケース２は、たとえば、樹脂ケース２の一対の突出部２ｂ
，２ｂの少なくとも一方に図示していない切欠部を備え、該切欠部から配線基板５の外周
部に部分的に突出した端部を挿入し、配線基板５と樹脂ケース２とを相対的に回動させる
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ことにより、配線基板５を保持させる構成としてもよい。
【００４８】
配線基板５は、ＬＥＤ３ａを配線基板５の一表面５ａ上に設けられた上記配線パターン
の一部からなるダイパッド部にＡｕＳｎ、半田や銀ペーストなどの接合材料を用いて接合
することができる。配線基板５の一表面５ａ上には、上記配線パターンを電気的や機械的
に保護するため、適宜に合成樹脂などからなる保護膜を形成させてもよい。配線基板５の
一表面５ａ側は、所望に応じて、白色塗装膜を形成させてもよい。これにより、配線基板
５は、ＬＥＤ３ａからの光を効率よく反射させることもできる。
【００４９】
非常用照明器具１０の枠体部６は、ＬＥＤユニット１１を保持する樹脂ケース２を器具

20

本体１の内部に収容し保持するために好適に用いられる。特に、本実施形態の非常用照明
器具１０に用いられる枠体部６は、天井材Ｃに設置する非常用照明器具１０の外観に固定
螺子の螺子頭などが見えることで見栄えを損なうことなく、配線基板５が保持された樹脂
ケース２を器具本体１側に固定することができる。枠体部６は、たとえば、開口６ａの外
周に沿って設けられた一対の保持突起部６ｂ，６ｂで、レンズ９の外周部に設けられた鍔
部９ａを保持している。このような枠体部６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６は、たとえば、枠体部６の一対の保持突起
部６ｂ，６ｂの少なくとも一方に図示していない切欠部を備え、該切欠部からレンズ９の
外周部に部分的に設けられた鍔部９ａを挿入し、レンズ９と枠体部６とを相対的に回動さ
せることにより、レンズ９を保持させればよい。また、枠体部６は、枠体部６やレンズ９
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を構成する材料の弾性を利用して、一対の保持突起部６ｂ，６ｂの間に嵌め込んで保持さ
せる構成としてもよい。
【００５０】
取付ばね７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１の外側面１ｃに複数個、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。
【００５１】
端子台８は、非常時に図示していない外部の予備電源から電力の供給を受けて、器具本
体１に収容した光源部３たるＬＥＤ３ａに電力を供給するため、外部の耐火電線（図示し
ていない）と電気的に接続するための端子として好適に設けられている。
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【００５２】
本実施形態の非常用照明器具１０に用いられるレンズ９は、ＬＥＤ３ａからの光を所定
の配光にするために好適に設けられ、たとえば、レンズ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９は、たとえば、非常用照明器具１０からの光
を所望の配光が得られるように凸レンズ形状や平凸レンズ形状など適宜の形状に形成して
もよい。さらに、レンズ９の代わりに、器具本体１の内部側を保護する目的で、平板状の
透光性プレートを配置させるものだけでもよい。また、透光性プレートは、ＬＥＤ３ａか
ら照射され透光性プレートを透過する光に指向性を持たせるため、透光性プレートの表面
をプリズム状に加工させてもよい。
【００５３】
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なお、本実施形態の非常用照明器具１０では、図１に示すように、ＬＥＤ３ａから照射
された光の配光を広げるために、レンズ９の厚みが中央部側で窪んだ両凹面状に形成させ
ている。これにより、本実施形態の非常用照明器具１０のレンズ９は、ＬＥＤ３ａからレ
ンズ９の中央部に入射する光を側方に屈折させて非常用照明器具１０から照射させること
ができる。これにより、本実施形態の非常用照明器具１０は、非常用照明器具１０直下か
ら所定の半径内の床面の水平面照度を所定の照度（たとえば、１ｌｘ）以上としている。
【００５４】
（実施形態２）
図２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のように、樹
脂ケース２を枠体部６を用いて器具本体１側に保持する構成とする代わりに、樹脂ケース
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２自体に設けた係合爪２ｄによって器具本体１に固定した点が相違する。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。
【００５５】
以下、本実施形態の非常用照明器具１０を、図２を用いて説明する。
【００５６】
本実施形態の非常用照明器具１０は、非常時に外部の予備電源（図示していない）から
電力の供給を受けて器具本体１に備えた光源部３を点灯する電源別置型の非常用照明器具
１０である。非常用照明器具１０は、図２に示すように光源部３としてＬＥＤ３ａを備え
、該ＬＥＤ３ａを一表面５ａ側に実装するとともにＬＥＤ３ａを点灯させる点灯回路にお
ける回路部品４の少なくとも一部を他表面５ｂ側に実装する配線基板５と、該配線基板５
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の他表面５ｂ側を覆って配線基板５を保持する樹脂ケース２と、該樹脂ケース２を収容し
光源部３からの光を取り出す開口部１ａを備えた有底筒状の器具本体１とを有している。
【００５７】
特に、本実施形態の非常用照明器具１０は、樹脂ケース２が、該樹脂ケース２の外周面
２ｃ側に設けられた複数個（ここでは、２個）の係合爪２ｄを備え、器具本体１に貫設さ
れた複数個所（ここでは、２箇所）の係合孔１ｄと係合爪２ｄとをそれぞれ係合すること
により、器具本体１に固定が可能に構成している。
【００５８】
また、非常用照明器具１０は、一表面５ａ側に光源部３となるＬＥＤ３ａが実装され、
他表面５ｂ側にＬＥＤ３ａの点灯回路の回路部品４が実装された配線基板５を備えたＬＥ
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Ｄユニット１１を保持する樹脂ケース２を器具本体１に収容して保持している。また、レ
ンズ９を保持する枠体部６は、樹脂ケース２と、樹脂ケース２の係合爪２ｄが係合孔１ｄ
に係合された器具本体１との隙間に、該隙間よりも若干厚みが厚く、枠体部６からレンズ
９を囲むように突出した円筒状の保持枠６ｃを挿入して樹脂ケース２や保持枠６ｃの弾性
力により器具本体１と一体化している。ＬＥＤ３ａより発光した光は、レンズ９に入射さ
れ、屈折することにより、ＬＥＤ３ａから照射された光の配光分布よりも、より広い非常
用照明器具１０の配光分布に適した所定の広角な光を照射することが可能となる。
【００５９】
本実施形態の非常用照明器具１０の施工にあたっては、予め外部の耐火電線（図示して
いない）とＬＥＤユニット１１の端子台８とを電気的に接続させた後、ＬＥＤユニット１
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１を保持する樹脂ケース２を有底筒状の器具本体１の内部に押し込んで挿入する。樹脂ケ
ース２の外周面２ｃに設けられた係合爪２ｄは、器具本体１の内周面１ｅに当接すること
で、樹脂ケース２の周壁が撓む。樹脂ケース２の外周面２ｃに設けられた係合爪２ｄは、
器具本体１の係合孔１ｄで係合爪２ｄが器具本体１の外側面１ｃ側に突出することで固定
保持する。これにより、非常用照明器具１０は、樹脂ケース２を器具本体１に装着するこ
とが可能となる。なお、非常用照明器具１０は、樹脂ケース２の係合爪２ｄと、器具本体
１の係合孔１ｄとの位置を調整することで、樹脂ケース２の器具本体１の内部に収容する
深さを調整することができる。また、非常用照明器具１０は、樹脂ケース２と器具本体１
とを単に固定するだけであれば、樹脂ケース２に係合爪２ｄを設け、器具本体１側に係合
孔１ｄを設けてもよい。本実施形態の非常用照明器具１０では、樹脂ケース２の外周面２
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ｃに設けた係合爪２ｄを、器具本体１の係合孔１ｄから器具本体１の外側面１ｃ側に突出
させている。そのため、非常用照明器具１０は、係合爪２ｄを器具本体１の外部から器具
本体１の内部側に押圧しつつ、樹脂ケース２を器具本体１から取り出す方向に移動させる
ことで樹脂ケース２を器具本体１から取り出すこともできる。すなわち、非常用照明器具
１０は、樹脂ケース２を器具本体１から着脱自在に構成することができる。
【符号の説明】
【００６０】
１

器具本体

１ａ

開口部

１ｄ

係合孔

２

10

樹脂ケース

２ｃ

外周面

２ｄ

係合爪

３

光源部

３ａ

ＬＥＤ

４

回路部品

５

配線基板

５ａ

一表面

５ｂ

他表面

１０

非常用照明器具

【図１】
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【図２】

【図３】
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