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(57)【要約】
【課題】　構造が複雑化せず製作が容易であって、広範
囲の照明が可能なＬＥＤ照明具を提供する。
【解決手段】　ＬＥＤ照明具１は、側周面が例えば、六
角形の外観を有し、その六角形の１面が平坦な平面基板
２で構成される。その平面基板２が隣り合う平面基板２
と例えば内角１２０°で接続する例えば６つの平面基板
２を備える。それら６つの平面基板２のそれぞれの平面
板面には、多数の発光ダイオードであるＬＥＤ３が隣接
して配置され、各ＬＥＤ３の発光部４がその平面基板２
の表面に露出し、各平面基板２のＬＥＤ３の発光部４が
隣り合う平面基板２同士のなす内角１２０°をもって広
角に発光される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側周面が多角形の外観又は多角形の少なくとも１角を含む外観を有し、
　その多角形の１面が平坦な平面基板で構成され、その平面基板が隣り合う平面基板と所
定のなす角度で接続する複数の平面基板を備え、
　それら複数の平面基板のそれぞれの平面板面には、多数のＬＥＤが隣接して配置され、
各ＬＥＤの発光部がその平面基板の表面に露出し、各平面基板のＬＥＤから少なくとも隣
り合う平面基板同士のなす角度をもって広角に発光されることを特徴とするＬＥＤ照明具
。
【請求項２】
　前記側周面と交差する端面も、全体が１平面、又は各構成平面を有する端面構成用の平
面基板が相互に接続された複数平面とされ、その平面又は各構成平面にも多数のＬＥＤが
隣接配置されている請求項１に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項３】
　前記側周面が正ｎ角形（ｎは整数）をなし、ｎ個の平面基板に多数のＬＥＤが隣接配置
されている請求項１又は２に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項４】
　前記側周面の横断面が正八角形、正六角形、正五角形、正四角形、正三角形のいずれか
から選ばれた正多角形である請求項３に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項５】
　前記側周面の横断面が正ｎ角形（ｎは整数）の１以上の角部を含む部分的正ｎ角形の形
態をなし、その部分的正ｎ角形を構成する各平面基板に多数のＬＥＤが隣接配置されてい
る請求項１又は２に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項６】
　前記側周面の横断面が正ｎ角形（ｎは整数）を２等分した半正ｎ角形の形態をなし、そ
の半ｎ角形における互いに連接された少なくとも２個の平面基板に多数のＬＥＤが隣接配
置されている請求項１又は２に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項７】
　前記平面基板が複数集合したＬＥＤ照明具の照明本体が、内面に反射面を備えた所定の
方向に開口する反射フードの内側に配置され、その照明本体における複数の平面基板に配
置された多数のＬＥＤから広角的に発光した光が、その反射フードの反射面で反射して前
記開口から外方に向かって照射される請求項１ないし６のいずれか１項に記載のＬＥＤ照
明具。
【請求項８】
　前記多角形、半正ｎ角形又は部分的正ｎ角形の内側空間に、各平面基板に装着された状
態で、各ＬＥＤを駆動制御する駆動制御部が格納される請求項１ないし７のいずれか１項
に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項９】
　前記平面基板に装着された複数のＬＥＤは、発光部となる本体と、その本体を該平面基
板に固定する少なくとも一対の脚部とを備え、その脚部は、該本体と平面基板との間に放
熱のための隙間ができるように該平面基板に固定されて前記本体を該基板に支持する請求
項１ないし８のいずれか１項に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項１０】
　前記平面基板に実装されるＬＥＤは、発光部を有する本体と、脚部とを備え、脚部が平
面基板に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤの本体と該平面基板との間に隙間が
確保されて、各ＬＥＤの本体が該平面基板に密着しないようにされて、その隙間から放熱
される請求項１ないし８のいずれか１項に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項１１】
　前記平面基板に実装されるＬＥＤは、発光部を有する本体と、脚部とを備え、脚部が平
面基板に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤの本体と該平面基板との間に隙間が
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確保されて、各ＬＥＤの本体が該平面基板に密着しないようにされ、かつ各ＬＥＤの直下
の前記隙間を隔てた前記平面基板の部位には、その平面基板を貫通してその内外を連通さ
せる通気孔が形成されている請求項１ないし１０のいずれか１項に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項１２】
　前記平面基板に実装されるＬＥＤは、発光部を有する本体と、脚部とを備え、脚部が平
面基板に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤの本体と該平面基板との間に隙間が
確保されて、各ＬＥＤの本体が該平面基板に密着しないようにされ、かつ各ＬＥＤの直下
の前記隙間を隔てた前記平面基板の部位には、その平面基板を貫通してその内外を連通さ
せる通気孔が形成されており、さらに前記平面基板で形成される内側空間には、駆動部に
より回転させられて気流を生じさせるファンが設けられ、そのファンの送風作用により該
平面基板の内部空間から前記各ＬＥＤに対応して形成された前記通気孔及び前記隙間を経
て外部へ流れる気流が生じ、各ＬＥＤが冷却される請求項１１に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項１３】
　前記各ＬＥＤは本体とその本体を支持する４本の脚部を備え、その４本の脚部において
前記平面基板に固定されるとともに、４本の脚部のうち２本が通電用の正負端子を兼ねて
いる請求項１ないし１２のいずれか１項に記載のＬＥＤ照明具。
【請求項１４】
　多数の前記ＬＥＤは、前記平面基板の内側に設けられた通電ラインに対し、全て並列接
続され、任意のＬＥＤが断線又は通電不能になっても他のＬＥＤの通電状態（発光状態）
が維持される請求項１ないし１３のいずれか１項に記載のＬＥＤ照明具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、多数のＬＥＤを光源とするＬＥＤ照明具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、特許文献１に開示されているように、凸型形状の回路基板を用いるＬＥＤ照明装
置が知られている。これは、その凸型形状の回路基板に（凸曲面上に）複数のＬＥＤ素子
を配置することにより、均一でかつ広範囲な照明を得ようとするものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－９１１６１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、上記特許文献１のＬＥＤ照明装置では、回路基板が凸型形状であるから
その曲面に多数のＬＥＤを装着することは容易ではない。さらに、その凸曲面上でＬＥＤ
間の隙間が発生しやすいため、高光度が必要な場合に多数のＬＥＤを密集配置しにくい。
また、凸型曲面状の回路基板の製作工程は複雑であり、製作コストが高くなることは避け
得ない。
【０００５】
　本発明の課題は、構造が複雑化せず製作が容易であって、広範囲の照明が可能なＬＥＤ
照明具を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のＬＥＤ照明具は、
　側周面が多角形の外観又は多角形の少なくとも１角を含む外観を有し、
　その多角形の１面が平坦な平面基板で構成され、その平面基板が隣り合う平面基板と所
定のなす角度で接続する複数の平面基板を備え、
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　それら複数の平面基板のそれぞれの平面板面には、多数のＬＥＤが隣接して配置され、
各ＬＥＤの発光部がその平面基板の表面に露出し、各平面基板のＬＥＤから少なくとも隣
り合う平面基板同士のなす角度をもって広角に発光されることを特徴とする。
【０００７】
　上記ＬＥＤ照明具は、平面基板の組合せによって構成されており、平面にＬＥＤを装着
すればよいから、構造が簡単で製作も容易である。さらに、複数の平面基板を多角形状ま
たはその一部をなすように所定のなす角度で連結することにより、光を広角的に発散する
ことができる。
【０００８】
　また、本発明において、前記側周面と交差する端面も、全体が１平面、又は各構成平面
を有する端面構成用の平面基板が相互に接続された複数平面とされ、その平面又は各構成
平面にも多数のＬＥＤが隣接配置されている。
【０００９】
　このようにすれば、側周面のみならず底面からも光を例えば下方に照射することができ
、照明度が増し、また照明域が拡がる。
【００１０】
　また、本発明において、前記側周面が正ｎ角形（ｎは整数）をなし、ｎ個の平面基板に
多数のＬＥＤが隣接配置されている。
【００１１】
　また、本発明において、前記側周面の横断面が正八角形、正六角形、正五角形、正四角
形、正三角形のいずれかから選ばれた正多角形である。
【００１２】
　また、本発明において、前記側周面の横断面が正ｎ角形（ｎは整数）の１以上の角部を
含む部分的正ｎ角形の形態をなし、その部分的正ｎ角形を構成する各平面基板に多数のＬ
ＥＤが隣接配置されている。
【００１３】
　このようにすれば、側周面の全体的な発光を正多角形で近似することができ、構造も簡
単になる。
【００１４】
　また、本発明において、前記側周面の横断面が正ｎ角形（ｎは整数）を２等分した半正
ｎ角形の形態をなし、その半ｎ角形における互いに連接された少なくとも２個の平面基板
に多数のＬＥＤが隣接配置されている。
【００１５】
　このようにすれば、製作が容易で、ＬＥＤの装着も楽な平面基板の組合せにより広角発
光が可能となる。
【００１６】
　また、本発明において、前記平面基板が複数集合したＬＥＤ照明具の照明本体が、内面
に反射面を備えた所定の方向に開口する反射フードの内側に配置され、その照明本体にお
ける複数の平面基板に配置された多数のＬＥＤから広角的に発光した光が、その反射フー
ドの反射面で反射して前記開口から外方に向かって照射される。
【００１７】
　このようにすれば、複数集合したＬＥＤから広角的に発光したそれぞれの光を反射フー
ドにより効率よく所定の方向へ照射することができる。
【００１８】
　また、本発明において、前記多角形、半正ｎ角形又は部分的正ｎ角形の内側空間に、各
平面基板に装着された状態で、各ＬＥＤを駆動制御する駆動制御部が格納される。
【００１９】
　このようにすれば、外形がよりシンプルになり、意匠的な美感も向上する。
【００２０】
　また、本発明において、前記平面基板に装着された複数のＬＥＤは、発光部となる本体
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と、その本体を該平面基板に固定する少なくとも一対の脚部とを備え、その脚部は、該本
体と平面基板との間に放熱のための隙間ができるように該平面基板に固定されて前記本体
を該基板に支持する。
【００２１】
　このようにすれば、上記隙間による放熱効果が高まり、フィン等の放熱部を省略するこ
とも可能となる。
【００２２】
　また、本発明において、前記平面基板に実装されるＬＥＤは、発光部を有する本体と、
脚部とを備え、脚部が平面基板に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤの本体と該
平面基板との間に隙間が確保されて、各ＬＥＤの本体が該平面基板に密着しないようにさ
れて、その隙間から放熱される。
【００２３】
　このようにすれば、ＬＥＤの発光時の発熱を緩和することができ、場合によっては、放
熱板等で構成される放熱部を設けることなくＬＥＤの過熱を防ぐことができる。また、放
熱効果が高いことから各ＬＥＤの出力を上げて、照度を高めることも容易となる。
【００２４】
　また、本発明において、前記平面基板に実装されるＬＥＤは、発光部を有する本体と、
脚部とを備え、脚部が平面基板に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤの本体と該
平面基板との間に隙間が確保されて、各ＬＥＤの本体が該平面基板に密着しないようにさ
れ、かつ各ＬＥＤの直下の前記隙間を隔てた前記平面基板の部位には、その平面基板を貫
通してその内外を連通させる通気孔が形成されている。
【００２５】
　また、本発明において、前記平面基板に実装されるＬＥＤは、発光部を有する本体と、
脚部とを備え、脚部が平面基板に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤの本体と該
平面基板との間に隙間が確保されて、各ＬＥＤの本体が該平面基板に密着しないようにさ
れ、かつ各ＬＥＤの直下の前記隙間を隔てた前記平面基板の部位には、その平面基板を貫
通してその内外を連通させる通気孔が形成されており、さらに前記平面基板で形成される
内側空間には、駆動部により回転させられて気流を生じさせるファンが設けられ、そのフ
ァンの送風作用により該平面基板の内部空間から前記各ＬＥＤに対応して形成された前記
通気孔及び前記隙間を経て外部へ流れる気流が生じ、各ＬＥＤが冷却される。
【００２６】
　このようにすれば、各ＬＥＤが冷却されるから発熱による劣化を抑え、効率よく放熱す
ることができる。
【００２７】
　また、本発明において、前記各ＬＥＤは本体とその本体を支持する４本の脚部を備え、
その４本の脚部において前記平面基板に固定されるとともに、４本の脚部のうち２本が通
電用の正負端子を兼ねている。このようにすれば、ＬＥＤを平面基板に安定して装着させ
ることができる。
【００２８】
　また、本発明において、多数の前記ＬＥＤは、前記平面基板の内側に設けられた通電ラ
インに対し、全て並列接続され、任意のＬＥＤが断線又は通電不能になっても他のＬＥＤ
の通電状態（発光状態）が維持される。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明の実施例１である正六角形状のＬＥＤ照明具の斜視図。
【図２】図１の（ａ）正面図、（ｂ）右側面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。
【図３】図１のＡ－Ａ部分拡大斜視図。
【図４】図２（ｃ）のＢ－Ｂ断面図。
【図５】側周面を正四角形（正方形）にした実施例２を示す斜視図。
【図６】図５の（ａ）正面図、（ｂ）右側面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。
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【図７】図５のＣ－Ｃ部分拡大斜視図。
【図８】図６（ｃ）のＤ－Ｄ断面図。
【図９】側周面を正五角形にした実施例３を示す斜視図。
【図１０】図９の（ａ）正面図、（ｂ）右側面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。
【図１１】図９のＥ－Ｅ部分拡大斜視図。
【図１２】図１０（ｃ）のＦ－Ｆ断面図。
【図１３】側周面を正八角形にした実施例４を示す斜視図。
【図１４】図１３の（ａ）正面図、（ｂ）右側面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。
【図１５】図１３のＧ－Ｇ部分拡大斜視図。
【図１６】図１４（ｃ）のＨ－Ｈ断面図。
【図１７】側周面を正三角形にした実施例５を示す簡略な断面図。
【図１７Ａ】底面に傾斜面を形成した変形例を示す正面図。
【図１８】ＬＥＤの取付け状態を示す図２（Ｃ）の拡大平面図。
【図１９】本発明の等価回路の一例を示す回路図。
【図２０】反射フード内に図１のＬＥＤ照明具を配置した説明図。
【図２１】図２１の横挿し状態を示す説明図。
【図２２】図１の側周面を２等分にした実施例６を示す説明図。
【図２３】図２２の他の変形例を示す説明図。
【図２４】図１３の側周面を２等分にした実施例７を示す説明図。
【図２５】図５の側周面を２等分にした実施例８を示す説明図。
【図２６】図２２、２３の更に他の変形例を示す説明図。
【図２７】ＬＥＤの配列パターン変形例を示す説明図。
【図２８】実施例１の他の変形例を示すＢ－Ｂ断面図。
【図２９】ＬＥＤの本体及び脚部を示す斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
（実施例１）
　以下、本発明の実施例の形態を図面を参照しつつ説明する。図１は、本発明の実施例１
である正六角形状のＬＥＤ照明具の斜視図。図２は、図１の（ａ）正面図、（ｂ）右側面
図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。図３は、図１のＡ－Ａ部分拡大斜視図。図４は、図２
（ｃ）のＢ－Ｂ断面図をそれぞれ示している。
【００３１】
　図１に示すように、概略として、本発明のＬＥＤ照明具１は、側周面が例えば、六角形
の外観を有し、その六角形の１面が平坦な平面基板２で構成される。その平面基板２が隣
り合う平面基板２と例えば内角１２０°で接続する例えば６つの平面基板２を備える。そ
れら６つの平面基板２のそれぞれの平面板面には、多数の発光ダイオードであるＬＥＤ３
が隣接して配置され、各ＬＥＤ３の発光部４がその平面基板２の表面に露出し、それらＬ
ＥＤ３の発光部４が隣り合う平面基板２同士のなす内角１２０°をもって広角に発光され
ることを特徴とする。
【００３２】
　図２に示すように、より具体的には、本体部８が平面基板２によって、有底状の六角筒
状の形態をなしており、その上方には、半球状の本体上部５が形成されている。その本体
上部５のさらに上方に、天井等に設けられるソケットに接続される螺子状の凹凸を有する
口金６が設けられる。平面基板２のそれぞれの表面には、複数のＬＥＤ３が密集して隣接
配置される。
【００３３】
　図３に示すように、平面基板２と交差する端面も、全体が１平面なす各構成平面を有す
る端面構成用の平面基板２が相互に接続された平面とされる。つまり、底面視では、正六
角形の形態をなす底面基板７が、六角筒状の本体部８の底面として接続されているのであ
る。そして、その底面基板７の表面には、平面基板２と同じく多数のＬＥＤ３が隣接配置
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され、この例では底面基板７の中心線を中心とする複数の同心円に沿って、多数のＬＥＤ
３が配列されている。これにより、ＬＥＤ照明具１の直下にＬＥＤ３の光を照射すること
ができ、かつ上記した六角筒状の本体部８のＬＥＤ３は広角的に光を照射することができ
るから、非常に広範囲の照明具として使用することができる。
【００３４】
　図４に示すように、本体部８の内側空間に、各平面基板２及び底面基板７に装着された
状態で、各ＬＥＤ３を駆動制御する駆動制御部１０が格納される。これが内部に格納され
ることで、六角筒状の本体部８のスペースを有効的に利用することができ、外観もシンプ
ルな形状とされるから意匠面においても優れる。なお、各ＬＥＤ３や駆動制御部１０等の
接続に関する説明は後で行う。
【００３５】
（実施例２）
　以下、上記した実施例１の他の実施例を図面を参照しつつ説明する。なお、以下の実施
例２～４は、実施例１との違いを重点的に説明することとし、共通の部分に関しては、同
一の符号を付して説明を省略する。図５は、側周面を正四角形（正方形）にした実施例２
を示す斜視図。図６は、図５の（ａ）正面図、（ｂ）右側面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底
面図。図７は、図５のＣ－Ｃ部分拡大斜視図。図８は、図６（ｃ）のＤ－Ｄ断面図をそれ
ぞれ示している。
【００３６】
　図５に示すように、側周面が例えば、四角形の外観を有し、その四角形の１面が平坦な
平面基板２で構成される。その平面基板２が隣り合う平面基板２と例えば内角９０°で接
続する例えば４つの平面基板２を備える。それら４つの平面基板２のそれぞれの平面板面
には、多数の発光ダイオードであるＬＥＤ３が隣接して配置され、各ＬＥＤ３の発光部４
がその平面基板２の表面に露出し、それらＬＥＤ３の発光部４が隣り合う平面基板２同士
のなす内角９０°をもって広角に発光される。
【００３７】
　図６に示すように、本体部８が平面基板２によって、有底状の四角筒状の形態をなして
おり、平面基板２のそれぞれの表面には、複数のＬＥＤ３が密集して隣接配置される。
【００３８】
　図７に示すように、底面視では、正四角形の形態をなす底面基板７が、四角筒状の本体
部８の底面として接続されている。そして、その底面基板７の表面には、平面基板２と同
じく多数のＬＥＤ３が隣接配置される。
【００３９】
　図８に示すように、本体部８の内側空間に、各平面基板２及び底面基板７に装着された
状態で、各ＬＥＤ３を駆動制御する駆動制御部１０が格納される。
【００４０】
（実施例３）
　以下、上記した実施例１、２の他の実施例を図面を参照しつつ説明する。図９は、側周
面を正五角形にした実施例３を示す斜視図。図１０は、図９の（ａ）正面図、（ｂ）右側
面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。図１１は、図９のＥ－Ｅ部分拡大斜視図。図１２は
、図１０（ｃ）のＦ－Ｆ断面図をそれぞれ示している。
【００４１】
　図９に示すように、側周面が例えば、五角形の外観を有し、その五角形の１面が平坦な
平面基板２で構成される。その平面基板２が隣り合う平面基板２と例えば内角１０８°で
接続する例えば５つの平面基板２を備える。それら５つの平面基板２のそれぞれの平面板
面には、多数の発光ダイオードであるＬＥＤ３が隣接配置され、各ＬＥＤ３の発光部４が
その平面基板２の表面に露出し、それらＬＥＤ３の発光部４が隣り合う平面基板２同士の
なす内角１０８°をもって広角に発光される。
【００４２】
　図１０に示すように、本体部８が平面基板２によって、有底状の五角筒状の形態をなし
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ており、平面基板２のそれぞれの表面には、複数のＬＥＤ３が密集して隣接配置される。
【００４３】
　図１１に示すように、底面視では、正五角形の形態をなす底面基板７が、五角筒状の本
体部８の底面として接続されている。そして、その底面基板７の表面には、平面基板２と
同じく多数のＬＥＤ３が隣接配置される。
【００４４】
　図１２に示すように、本体部８の内側空間に、各平面基板２及び底面基板７に装着され
た状態で、各ＬＥＤ３を駆動制御する駆動制御部１０が格納される。
【００４５】
（実施例４）
　以下、上記した実施例１～３の他の実施例を図面を参照しつつ説明する。図１３は、側
周面を正八角形にした実施例４を示す斜視図。図１４は、図１３の（ａ）正面図、（ｂ）
右側面図、（ｃ）平面図、（ｄ）底面図。図１５は、図１３のＧ－Ｇ部分拡大斜視図。図
１６は、図１４（ｃ）のＨ－Ｈ断面図をそれぞれ示している。
【００４６】
　図１３に示すように、側周面が例えば、八角形の外観を有し、その八角形の１面が平坦
な平面基板２で構成される。その平面基板２が隣り合う平面基板２と例えば内角１３５°
で接続する例えば８つの平面基板２を備える。それら８つの平面基板２のそれぞれの平面
板面には、多数の発光ダイオードであるＬＥＤ３が隣接して配置され、各ＬＥＤ３の発光
部４がその平面基板２の表面に露出し、それらＬＥＤ３の発光部４が隣り合う平面基板２
同士のなす内角１３５°をもって広角に発光される。
【００４７】
　図１４に示すように、本体部８が平面基板２によって、有底状の八角筒状の形態をなし
ており、平面基板２のそれぞれの表面には、複数のＬＥＤ３が隣接して隣接配置される。
【００４８】
　図１５に示すように、底面視では、正八角形の形態をなす底面基板７が、八角筒状の本
体部８の底面として接続されている。そして、その底面基板７の表面には、平面基板２と
同じく多数のＬＥＤ３が隣接配置される。
【００４９】
　図１６に示すように、本体部８の内側空間に、各平面基板２及び底面基板７に装着され
た状態で、各ＬＥＤ３を駆動制御する駆動制御部１０が格納される。
【００５０】
（実施例５）
　図１７に示すように、本体部８が平面基板２によって、有底状の三角筒状の形態をなし
、底面基板７は、正三角形の形態をなすように構成することができる。また、平面基板２
のそれぞれの表面には、複数のＬＥＤ３が密集して隣接配置される点についても、実施例
１～４と同様である。
【００５１】
　図１７Ａに示すように、本体部８の下端に傾斜面を構成する傾斜面基板１２を設けるこ
とができる。この傾斜面基板１２は側面視で、台形状の形態をなし、それぞれの傾斜面基
板１２の表面に、多数のＬＥＤ３が密集配置される。
【００５２】
　図１８に示すように、平面基板２に実装されるＬＥＤ３は、発光部４を有する本体１３
と、脚部１４とを備え、脚部１４が平面基板２に固定されるとともに、その固定状態でＬ
ＥＤ３の本体１３と平面基板２との間に隙間Ｓが確保されて、各ＬＥＤ３の本体１３が平
面基板２に密着しないようにされて、その隙間Ｓから放熱される。より具体的には、ＬＥ
Ｄ３は、その本体１３を平面基板２に固定する脚部１４を備え、平面基板２の上面からＬ
ＥＤ３の本体１３の下面の隙間Ｓを、例えば約３～５ｍｍ程度とするとよい。
【００５３】
　図１９は、ＬＥＤ３や駆動制御部１０等の電気的接続を示す等価回路の一例である。Ｌ
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ＥＤ３は、例えば白色光又は白色光に近い光を発光するものを使用する。多数のＬＥＤ３
は、平面基板２の内側に設けられた通電ライン２２に対し、全て並列接続され、任意のＬ
ＥＤ３が断線又は通電不能になっても他のＬＥＤの通電状態が維持される。複数のＬＥＤ
３は、抵抗Ｒに接続され、代替として定電流ダイオードでも電流を制限することが可能で
ある。口金６は電源ユニット２０と接続され、その電源ユニット２０とＬＥＤ３との間に
、周知のコンデンサ等を含む駆動制御部１０が接続されている。
【００５４】
　図２０に示すように、平面基板２が複数集合したＬＥＤ照明具１の本体部８が、内面に
反射面１５を備えるとともに所定の方向に開口する開口部１６を備える反射フード１７の
内側に配置されるように構成してもよい。この場合、その本体部８における複数の平面基
板２に配置された多数のＬＥＤ３から広角的に発光した光Ｌが、その反射フード１７の反
射面１５で反射して開口部１６から外方に向かって照射される。より具体的には反射フー
ド１７は、例えば傘状の形態をなしており、本体部８を縦にして口金６を例えばソケット
ＳＣに対し、縦挿しするように使用する（以下、縦挿し状態と言う）場合は、光Ｌが、反
射面１５で反射して開口部１６から下方に向かって照射される。なお、開口部１６を透光
性カバー１５ａで被うこともできる。
【００５５】
　図２１に示すように、本体部８を横にして口金６を例えばソケットＳＣに対し、横挿し
するように使用する（以下、横挿し状態と言う）場合は、反射フード１７も横向きに形成
され、略台形状の形態をなす。そして、ＬＥＤ３から広角的に発光した光Ｌが、その反射
フード１７の反射面１５で反射して開口部１６から下方に向かって照射される。
【００５６】
　図２０、２１に示すような反射フード１７の内側にＬＥＤ照明具１の本体部８が、配置
されるようにすれば、照射角度を例えば下方に限定したい等の使用者の意向にも、仕様変
更を加えることなく対応することができる。
【００５７】
（実施例６）
　図２２に示すように、側周面が例えば正六角形を２等分した半正六角形の形態をなし、
その半正六角形を構成する各平面基板２に多数のＬＥＤ３が密集して隣接配置することも
できる。この場合は、横挿し状態で使用して、本体部８の上面にあたる上面部１１にはＬ
ＥＤ３が配置されない。よって、部品数を少なくすることができ、低コストでＬＥＤ照明
具１を製作することが可能になる。また、本体部８を上記した反射フード１７の内側に配
置することも可能であり、同様に光Ｌが反射面１５で反射して下方に照射される。
【００５８】
　図２３に示すように、図２２の変形例として、側周面が例えば台形状の形態をなし、そ
の台形状を構成する各平面基板２に多数のＬＥＤ３が密集して隣接配置することもできる
。この場合も同様に、横挿し状態で使用して、本体部８の上面にあたる上面部１１にはＬ
ＥＤ３が配置されない。
【００５９】
（実施例７）
　図２４に示すように、側周面が例えば半正八角形の形態をなし、その半正八角形を構成
する各平面基板２に多数のＬＥＤ３が密集して隣接配置することもできる。この場合も、
同様に横挿し状態で使用して、本体部８の上面にあたる上面部１１にはＬＥＤ３が配置さ
れない。
【００６０】
（実施例８）
　図２５に示すように、側周面が例えば半正四角形の形態をなし、その半正四角形を構成
する各平面基板２に多数のＬＥＤ３が密集して隣接配置されてもよい。この場合も同様に
、横挿し状態で使用して、本体部８の上面にあたる上面部１１にはＬＥＤ３が配置されな
い。
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【００６１】
　図２６に示すように、図２２の変形例として、側周面が例えば半正六角形の形態をなし
、横挿し状態において、本体部８の底面にあたる傾斜面を構成する各平面基板２にのみ、
多数のＬＥＤ３が密集して隣接配置されてもよい。この場合は、本体部８の上面にあたる
上面部１１や、上面部１１に接続されて本体部８の側面を構成する側面部１８にはＬＥＤ
３が配置されない。
【００６２】
　なお、図２２～２６に示したＬＥＤ照明具１は、反射フード１７の内側に配置させて光
を反射させることもできるし、反射フード１７を用いないで使用することもできる。
【００６３】
　また、以上説明した実施例で多数のＬＥＤ３は、縦横の格子基準線（仮想マトリックス
）の全格子点に縦横に直線上に整列するように配置されていたが、それに代え、例えば図
２７（ａ）に示すような千鳥状の配列（又は斜め基準線に沿った配列ということもできる
）、図２７（ｂ）に示すような横基準線に沿った配列、図２７（ｃ）に示すような縦基準
線に沿った配列等を採用してもよい。
【００６４】
（実施例９）
　図２８は、多数のＬＥＤ３を効率的に冷却する構造を例えば実施例１に適用した例を示
すものであり、平面基板２に実装されるＬＥＤ３は、発光部４を有する本体１３と、脚部
１４とを備え、脚部１４が平面基板２に固定されるとともに、その固定状態でＬＥＤ３の
本体１３と平面基板２との間に隙間Ｓが確保されて、各ＬＥＤ３の本体１３が平面基板２
に密着しないようにされ、かつ各ＬＥＤ３の直下の隙間Ｓを隔てた平面基板２の部位には
、その平面基板２を貫通してその内外を連通させる通気孔２５が形成されている。
【００６５】
　さらに平面基板２で形成される内側空間の例えば端部近傍には、駆動部（モータ）２６
により回転させられて気流を生じさせるファン２７が設けられ、そのファン２７の送風作
用により平面基板２の内部空間から各ＬＥＤ３に対応して形成された通気孔２５及び隙間
Ｓを経て外部へ流れる気流Ａが生じ、各ＬＥＤ３が冷却される。なお、この実施例９は、
以上で説明した全ての実施例で適用できる。
【００６６】
　図２９に示すように、各ＬＥＤ３は本体１３とその本体１３を支持する４本の脚部１４
を備え、その４本の脚部１４において、平面基板２に固定されるとともに４本の脚部１４
のうち２本が通電用の正負端子を兼ねている。
【００６７】
　以上、本発明の実施の形態を説明したが、これらはあくまで例示にすぎず、本発明はこ
れらに限定されるものではなく、特許請求の範囲の趣旨を逸脱しない限りにおいて、当業
者の知識に基づく種々の変更が可能である。
【符号の説明】
【００６８】
　１　ＬＥＤ照明具
　２　平面基板
　３　ＬＥＤ
　４　発光部
　７　底面基板
　８　本体部
　１０　駆動制御部
　１３　本体
　１４　脚部
　１５　反射面
　１６　開口部（開口）
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　１７　反射フード
　２２　通電ライン
　２５　通気孔
　２６　駆動部
　２７　ファン
　Ｓ　隙間
　Ｌ　光（ＬＥＤから広角的に発光した光）
　Ａ　気流

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】
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【図９】 【図１０】
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【図１２】

【図１３】
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【図１４】 【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１７Ａ】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】

【図２４】

【図２５】

【図２６】

【図２７】

【図２８】

【図２９】
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