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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、照明装置本体に対して固定され、前記光源により光が照射される被照射面の照
度を検出する照度センサとを備える照明装置において、
　前記照度センサの受光角を制限する制限孔を有し、該照度センサを覆う制限部材と、
　前記被照射面における前記光源による被照射領域内で前記照度センサの照度検出範囲を
、前記照明装置本体を回動軸の回りに回動させて可変する照度検出範囲可変部と
　を備え、
　前記照度センサは、
　受光方向の中心を前記回動軸に対して傾斜させてあり、
　前記制限孔は、
　傾斜させた前記受光方向の中心が該制限孔の略中央部を通るように配置してあることを
特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記制限孔は、
　前記受光角が、前記受光方向の中心に対して略均等になるように配置してあることを特
徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記制限孔は、
　前記受光角を、前記受光方向の中心に対して±２０度以内に制限することを特徴とする



(2) JP 4975145 B2 2012.7.11

10

20

30

40

50

請求項１又は請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記照度センサと該照度センサが実装されるセンサ基板との間に、一方の側面から他方
の側面に向かって厚みが減少するように形成されたスペーサを備えることを特徴とする請
求項１から請求項３までのいずれか１項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照度センサを備え、明るさを調整することができる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　住宅の室内用の照明装置としては、従来、白熱電球、蛍光灯などの光源を備えるものが
用いられている。一方で、近年、発光ダイオード（ＬＥＤ）の高輝度化に伴い、白熱電球
や蛍光灯などの光源に代えて、低消費電力、長寿命等の特性を有するＬＥＤが照明装置の
光源として用いられるようになりつつある。
【０００３】
　また、室内などの照明環境の明るさを一定に保つように、被照射面の明るさを検出する
ことができる照明装置がある。例えば、環形の蛍光ランプを用いた照明器具において、角
形の器具本体の角部でかつ蛍光ランプを覆うカバー部材の外に明るさを検出する明るさ検
出手段を設けることにより、蛍光ランプによる自発光の影響を抑制して照明環境の明るさ
を正確に把握することができる照明装置が開示されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１０－７３６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１の照明装置では、例えば、部屋の窓、扉又は外部との開口部などから外光が
入射し、部屋の一部が明るくなった場合、その明るさを検出して被照射面の照度を一定に
なるように光源から発する光の明るさを少なくする。しかしながら、特許文献１の照明装
置が備える明るさ検出手段としての照度センサは、器具本体に対して固定されて取り付け
られており、被照射面における照度センサの照度検出範囲が、器具本体の設置される位置
によって定められ、変更することができない。このため、例えば、器具本体が外光の入る
窓に近い場所に設置される場合、照度センサが被照射面において外光が当たって比較的照
度が高くなる領域の照度を検出し、外光が当たりにくい部屋の比較的照度が低い領域の照
度が検出しにくくなる。その結果、外光が当たりにくい領域において、過剰に照度を下げ
ることとなり部屋が却って暗くなるという問題がある。
【０００６】
　本発明は斯かる事情に鑑みてなされたものであり、外光が存在する場合でも、明るさの
調整を過剰に行うことを防止することができる照明装置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】
　本発明に係る照明装置は、光源と、照明装置本体に対して固定され、前記光源により光
が照射される被照射面の照度を検出する照度センサとを備える照明装置において、前記照
度センサの受光角を制限する制限孔を有し、該照度センサを覆う制限部材と、前記被照射
面における前記光源による被照射領域内で前記照度センサの照度検出範囲を、前記照明装
置本体を回動軸の回りに回動させて可変する照度検出範囲可変部とを備え、前記照度セン
サは、受光方向の中心を前記回動軸に対して傾斜させてあり、前記制限孔は、傾斜させた
前記受光方向の中心が該制限孔の略中央部を通るように配置してあることを特徴とする。
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【０００８】
　本発明にあっては、被照射面における光源による被照射領域内で、照度センサの照度検
出範囲を可変する照度検出範囲可変部を備える。これにより、従来のように照度センサの
照度検出範囲が固定されてしまうことがなく、照度検出範囲を可変することができる。例
えば、窓等から外光が入り、部屋の窓等に近い部分（床面等）が明るくなった場合でも、
照度センサは部屋の暗い部分の照度を検出して光源から発する光の明るさを調整するので
、外光が当りにくい部屋の暗い部分の照度を過剰に下げることがなく、明るさの調整を過
剰に行うことを防止することができる。
　また、照度センサは、照度センサを備える照明装置本体に対して固定してあり、照度検
出範囲可変部は、照明装置本体を回動させて照度検出範囲を可変する。照明装置本体に対
して固定された照度センサを、照明装置本体を回動させることで、照度センサの照度検出
範囲を可変することができる。
　また、照度センサは、受光方向の中心を照明装置本体を回動させる回動軸に対して傾斜
させてある。これにより、例えば、窓、扉、外部との開口部から離れた部屋の奥側（窓等
がない部分）の床面の照度を検出するとともに、窓等に近い床面の照度を検出しないよう
にする。これにより、窓等から外光が入り、部屋の窓等に近い部分（床面等）が明るくな
った場合でも、照度センサは部屋の暗い部分の照度を検出して光源から発する光の明るさ
を調整するので、外光が当たりにくい部屋の暗い部分の照度を過剰に下げることがなく、
明るさの調整を過剰に行うことを防止することができる。
　また、照度センサの受光角を制限する制限孔を有し、照度センサを覆う制限部材を備え
、照度センサの受光方向の中心が制限孔の略中央部を通るように制限孔を配置してある。
照度センサの検出範囲は、照度センサの位置を頂点とする円錐状をなし、受光角は、円錐
状の頂点の半頂角で示すことができる。受光角を制限することにより、例えば、外光が当
たる部分の照度を検出しないようにするとともに、外光が当たりにくい部分の照度を検出
することができるので、部屋の一部が外光で明るくなった場合でも、部屋の明るい部分に
影響されることを防止することができるとともに、部屋の暗い部分の照度を正確に検出す
ることができる。
【０００９】
　本発明に係る照明装置は、前記制限孔は、前記受光角が、前記受光方向の中心に対して
略均等になるように配置してあることを特徴とする。
【００１０】
　本発明にあっては、制限孔は、受光角が、照度センサの受光方向の中心に対して略均等
になるように配置してある。
【００１１】
　本発明に係る照明装置は、前記制限孔は、前記受光角を、前記受光方向の中心に対して
±２０度以内に制限することを特徴とする。
【００１２】
　本発明にあっては、制限部材は、受光角を受光方向の中心に対して±２０度以内に制限
する。例えば、照明装置を高さが２．４ｍの天井に取り付けた場合、照度センサの検出範
囲は、照明装置のほぼ直下に対して、受光方向に約１ｍの距離だけオフセットした位置を
中心にして直径が約２ｍの範囲内の床面の照度を検出することができる。これにより、例
えば、部屋の中央部に照明装置を設置した場合、６畳～１５畳程度の広さの部屋であれば
、外光が当たりにくい部屋のほぼ端近くまで照度を検出することができる。
【００１３】
　本発明に係る照明装置は、前記照度センサと該照度センサが実装されるセンサ基板との
間に、一方の側面から他方の側面に向かって厚みが減少するように形成されたスペーサを
備えることを特徴とする。
【００１４】
　本発明にあっては、照度センサと照度センサが実装されるセンサ基板との間に、一方の
側面から他方の側面に向かって厚みが減少するように形成されたスペーサを備える。
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【発明の効果】
【００１９】
　本発明によれば、窓等から外光が入り、部屋の窓等に近い部分（床面等）が明るくなっ
た場合でも、照度センサは部屋の暗い部分の照度を検出して光源から発する光の明るさを
調整するので、外光が当りにくい部屋の暗い部分の照度を過剰に下げることがなく、明る
さの調整を過剰に行うことを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】本実施の形態の照明装置の構成の一例を示す外観図である。
【図２】本実施の形態の照明装置の構成の一例を示す分解斜視図である。
【図３】本実施の形態の照明装置の構成の要部一例を示す断面図である。
【図４】本実施の形態の照明装置の回路基板近傍の要部の配置例を示す平面図である。
【図５】本実施の形態のＬＥＤモジュールの構成の一例を示す平面図である。
【図６】本実施の形態の照明装置のレンズ近傍の要部の配置例を示す側面図である。
【図７】本実施の形態のレンズの外観図である。
【図８】本実施の形態の照明装置の照度センサ近傍の要部の配置例を示す側面図である。
【図９】本実施の形態の照明装置の設置例を示す模式図である。
【図１０】本実施の形態の照明装置の周縁部近傍の要部一例を示す断面図である。
【図１１】本実施の形態の照明装置の周縁部近傍の要部の変形例を示す断面図である。
【図１２】本実施の形態の照明装置の周縁部近傍の要部の別の変形例を示す断面図である
。
【図１３】第１リング材の構成の一例を示す側面図である。
【図１４】第２リング材の構成の一例を示す正面図である。
【図１５】本実施の形態の照明装置の取付面への取付状態の一例を示す模式図である。
【図１６】本実施の形態の照明装置の取付面への取付状態の他の例を示す模式図である。
【図１７】センタカバーの表面側を示す平面図である。
【図１８】センタカバーの裏面側を示す平面図である。
【図１９】センタ板の外観斜視図である。
【図２０】センタカバーの位置決め方法の一例を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、本発明をその実施の形態を示す図面に基づいて説明する。図１は本実施の形態の
照明装置１００の構成の一例を示す外観図であり、図２は本実施の形態の照明装置１００
の構成の一例を示す分解斜視図である。以下の説明では、照明装置１００として、天井等
の取付面（照明装置１００の横断面に平行な面）に着脱可能に取り付けることができるシ
ーリングライトを例として挙げるが、本実施の形態の照明装置１００は、シーリングライ
トに限定されるものではない。
【００２２】
　図１に示すように、照明装置１００は、金属製（例えば、アルミニウム製）であって円
板状の照明装置１００の照明装置本体としてのシャーシ１を天井等に取り付け、シャーシ
１には、円板状であって光拡散性を有する透光カバー７を取り付けてある。透光カバー７
の中央部には円板状のセンタカバー９を着脱可能に取り付けてある。
【００２３】
　図２に示すように、照明装置１００は、シャーシ１、透光カバー７、センタカバー９の
他に、光源としての８個のＬＥＤモジュール２、断面形状が略Ｕ字状であって、例えば、
アルミニウムなどの熱伝導性に優れた金属製の８個の放熱フィン３、ＬＥＤモジュール２
で発する光を所要の方向へ進行させるための８個のレンズ４、ＬＥＤモジュール２に所要
の電流を供給する電源部（電源回路）及びＬＥＤモジュール２の明るさを制御する制御部
（制御回路）などを実装し、中央に開口を形成した外周が八角形状の回路基板５、シャー
シ１と回路基板５とを電気的に絶縁するための絶縁シート５１、後述の取付アダプタ６３
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に嵌合する嵌合部としての第１リング材６及び第２リング材６０、虫の侵入を防止するた
めの環状の弾性材１０、第１リング材６に固定されるコネクタを有し、商用電源を回路基
板５へ供給するためのハーネス６１、並びにセンタ板８などを備える。
【００２４】
　第１リング材６と第２リング材６０とは、回路基板５を間に挟んだ状態にして嵌合する
ようにしてある。回路基板５の八角形状の外周の各辺には、放熱フィン３、ＬＥＤモジュ
ール２、レンズ４がビス等で取り付けられる。また、放熱フィン３は、センタ板８にビス
等で固定されるとともに、シャーシ１にもビス等で固定される。
【００２５】
　図３は本実施の形態の照明装置１００の構成の要部一例を示す断面図である。図３に示
すように、扁平な略円柱形状の取付アダプタ６３は、商用電源からの電源線が接続された
コネクタ（不図示）を有し、天井に設けられた引掛けシーリング（引掛部）６２に引掛け
られる（係合する）。これにより、取付アダプタ６３は、電気的及び機械的に引掛けシー
リング６２に接続される。取付アダプタ６３のコネクタ（不図示）を、ハーネス６１のコ
ネクタに接続することにより、回路基板５に商用電源のＡＣ電圧が供給される。また、シ
ャーシ１に固定された第１リング材６及び第２リング材６０のいずれかと取付アダプタ６
３とを嵌合させることにより、照明装置１００を天井に設置することができる。
【００２６】
　回路基板５には、照度センサ５２を実装したセンサ基板５３が接続されている。照度セ
ンサ５２は、例えば、フォトトランジスタ、あるいはフォトダイオードを備え、検出した
照度に応じた電気信号を出力する。照度センサ５２で検出した照度に応じて、制御部（不
図示）は、ＬＥＤモジュール２からの光の明るさを調整する。例えば、制御部は、照度セ
ンサ５２で検出する照度が所要の照度になるようにＬＥＤモジュール２に流れる電流を制
御する。
【００２７】
　レンズ４は、ＬＥＤモジュール２から放射された光を集光し、集光した光を水平方向よ
りも略５～１０度程度上方に傾斜した方向（天井の方向）へ放射する。シャーシ１の内側
には反射面１１を形成してある。反射面１１を形成するには、例えば、反射シートを装着
してもよく、あるいは反射膜を塗布してもよい。レンズ４から放射された光は、反射面１
１で反射することにより、下方へ進行し、透光カバー７で透過、拡散されて照明装置１０
０の下方へ放射される。
【００２８】
　回路基板５には、放熱フィン３をビス等で固定してある。放熱フィン３は、略Ｕ字状を
なし、一方の側面はビス等でシャーシ１に固定され、他方の側面はビス等でセンタ板８に
固定される。これにより、回路基板５は照明装置本体としてのシャーシ１に固定して取り
付けられる。
【００２９】
　シャーシ１の外縁部と透光カバー７の外縁部との間には、虫の侵入を防止するための環
状の弾性材１０を周設してある。弾性材１０の詳細は後述する。
【００３０】
　図４は本実施の形態の照明装置１００の回路基板５近傍の要部の配置例を示す平面図で
ある。図４に示すように、中央に開口部６３を有する回路基板５の正八角形状の外周に沿
って８個の放熱フィン３が固定してある。各放熱フィン３には、ＬＥＤモジュール２が取
り付けられてある。また、ＬＥＤモジュール２で発する光を集光するレンズ４を正八角形
状に周設してある。なお、レンズ４は、放熱フィン３に固定してもよく、回路基板５に固
定してもよい。そして、ＬＥＤモジュール２を点灯したときに、ＬＥＤモジュール２から
の光は、シャーシ１の中央部から外縁部の方向に向かって放射状に出射されることになる
。
【００３１】
　ＬＥＤモジュール２から出射された光の一部は、反射面１１において鏡面反射される。
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反射面１１で反射された光は、透光カバー７の内面に入射して、透光カバー７内部におい
て拡散しつつ透光カバー７の外面から照明装置１００の外部に出射する。
【００３２】
　上述のように、各ＬＥＤモジュール２の光出射方向を、シャーシ１の中央部から外縁部
の方向にして、照明装置１００の照射方向がＬＥＤモジュール２の光出射方向と交差する
方向としているから、ＬＥＤモジュール２から出射された光のうち、透光カバー７に直接
入射して照明装置１００の外部へ出射する光を少なくすることができ、ＬＥＤモジュール
２からの直接光が使用者の目に入ることを低減することができ、グレアを低減することが
できる。
【００３３】
　図５は本実施の形態のＬＥＤモジュール２の構成の一例を示す平面図である。図５に示
すように、ＬＥＤモジュール２は、矩形板状のＬＥＤ基板２１と、ＬＥＤ基板２１の長手
方向に沿って一列に配された９個のＬＥＤ２２とを備える。ＬＥＤ２２は、例えば、昼光
色のＬＥＤであるが、他の発光色であってもよい。９個のＬＥＤ２２は、直列に接続され
、ＬＥＤモジュール２は、１つの直列光源群をなす。また、ＬＥＤ基板２１は、鉄、アル
ミニウム等の金属製であり、ＬＥＤ２２からの熱を放熱フィン３に伝導する熱伝導体を兼
ねている。なお、ＬＥＤ２２の数は９個に限定されるものではない。
【００３４】
　図６は本実施の形態の照明装置１００のレンズ４近傍の要部の配置例を示す側面図であ
り、図７は本実施の形態のレンズ４の外観図である。レンズ４は、断面形状が略矩形状の
棒体をなし、光の入射面４３には長手方向に沿ってＬＥＤ２２を収容するための溝部４１
を形成してある。また、レンズ４の出射面４５は緩やかな凹面状をなし、中央に長手方向
に沿って凸面４６を形成してある。レンズ４の長手方向に沿った側面４４は、入射面４３
側から出射面４５側に向かって徐々に厚み（高さ）が増加するような曲面をなしている。
レンズ４の出射面４５の一方の側面４４の両端部には、所望の径をなして角部を曲面状に
形成した湾曲部４２を設けている。
【００３５】
　図６に示すように、放熱フィン３と密着して固定されたＬＥＤ基板２１上のＬＥＤ２２
から発せられた光はレンズ４の入射面４３に入射する。入射した光は、レンズ４の側面４
４で反射され、ほぼ平行な光となって出射面４５から出射される。
【００３６】
　図４に示すように、平面視において、レンズ４の端部の一部が放熱フィン３の両端部か
らはみ出している。このため、仮に図７に示すような湾曲部４２を設けていない場合、レ
ンズ４の出射面４５を透過せずに出射面４５で反射した光が側面４４の両端部を透過して
透過カバー７に直接入射することになる。このため、透光カバー７上で明暗の縞模様又は
斑点が生じ外観上好ましくない。
【００３７】
　図７に示すように、湾曲部４２を設けることにより、出射面４５で反射して側面４４側
へ向かう光をさらに湾曲部４２で反射させて出射面４５側に戻すので、側面４４の両端部
を透過する光を少なくすることができ、透過カバー７に直接入射する光を低減することが
でき、透光カバー７上の明暗の縞模様又は斑点を防止することができる。なお、図４で例
示したレンズ４のはみ出した部分の形状に合わせて、レンズ４を覆うように放熱フィン３
の形状を変えるべく加工することも考えられるが、放熱フィン３の形状が複雑になりコス
ト上昇の要因になる。
【００３８】
　図８は本実施の形態の照明装置１００の照度センサ５２近傍の要部の配置例を示す側面
図である。図８に示すように、照度センサ５２は、センサ基板５３に実装してある。照度
センサ５２のリード線５２１側の底面とセンサ基板５３との間には、円板状であって、一
方の側面から他方の側面に向かって厚みが減少するようにテーパー状に形成されたスペー
サ５４を設けている。スペーサ５４は、照度センサ５２の２本のリード線５２１を挿通す
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る挿通孔を形成してある。リード線５２１はセンサ基板５３の裏面で配線パターンに半田
付けされている。
【００３９】
　図８に示すように、照度センサ５２は、自身の受光方向の中心（図８の符号Ｓで示す方
向）を照明装置１００の横断面（例えば、天井等の取付面に平行な面）に垂直な方向に対
して傾斜させて設けてある。これにより、照度センサ５２は後述するシャーシ１を回動さ
せる回動軸に対して傾斜させた状態でシャーシ１に対して固定される。例えば、取付面と
しての天井面に照明装置１００を取り付けた場合、照度センサ５２の受光方向の中心（Ｓ
の方向）をシャーシ１を回動させる回動軸に対して傾け、さらにシャーシ１を後述する照
度検出範囲可変部としての回動機構により回動させることにより、窓、扉、外部との開口
部から離れた部屋の奥側（窓等がない部分）の床面の照度を検出すべく照度センサ５２の
受光方向の向きを調節し、窓等に近い床面の照度を検出しないように照度センサ５２の照
度検出範囲を可変する。これにより、窓等から外光が入り、部屋の窓等に近い部分（床面
等）が明るくなった場合でも、照度センサ５２はＬＥＤ２２により光が照射される被照射
面における被照射領域内で照度検出範囲を可変して部屋の暗い部分の照度を検出して光源
から発する光の明るさを調整するので、外光が当たりにくい部屋の暗い部分の照度を過剰
に下げることがなく、明るさの調整を過剰に行うことを防止することができる。なお、照
度センサ５２は、前記回動軸に対して傾斜させずシャーシ１に対して固定して後述する回
動機構で照度検出範囲を可変してもよい。ただし、照度センサ５２を回動軸に対して傾斜
させることでより照明装置１００の直下から離れた被照射面の照度を検出することができ
るので、照明装置１００の直下から離れた被照射面が、外光が当たりにくい部分である場
合、当該外光が当たりにくい部分の照度を検出することができる。
【００４０】
　また、センサ基板５３には、一面が開口し、他面に所要の径の円形状の制限孔５５１を
形成し、照度センサ５２を覆い、照度センサ５２の受光角を制限する制限部材５５を固定
してある。照度センサ５２の検出範囲は、照度センサ５２の位置を頂点とする円錐状をな
し、受光角は、円錐状の頂点の半頂角θで示すことができる。受光角θを制限することに
より、例えば、外光が当たる部分の照度を検出しないようにするとともに、外光が当たり
にくい部分の照度を検出することができるので、部屋の一部が外光で明るくなった場合で
も、部屋の明るい部分に影響されることを防止することができるとともに、部屋の暗い部
分の照度を正確に検出することができる。なお、制限部材５５は、図８の例のような箱体
に限定されるものではなく、板状でもよく、あるいは照度センサ５２の受光部に円形状の
光透過窓を備えたシール部材を装着してもよいし、円筒状の部材を受光部の前面に設けて
照度センサの受光角を制限してもよい。また、本実施の形態では、箱体の制限部材５５を
照度センサ５２と別体として設けたが、照度センサ５２と一体的に形成してもよい。これ
により、後述するように照度検出範囲可変部をシャーシ１に対して照度センサ５２を可動
させる構成にしたとき、照度センサ５２の可動と共に制限部材５５も可動させることが可
能となる。
【００４１】
　図９は本実施の形態の照明装置１００の設置例を示す模式図である。図９の例は、制限
部材５５により照度センサ５２の受光角θを制限する場合の照度センサ５２による照度の
検出範囲の様子を示す。例えば、照明装置１００を高さＨの天井に取り付けた場合、照度
センサの検出範囲は、照明装置１００のほぼ直下に対して、受光方向に距離Ｌ１だけオフ
セットした位置Ａを中心にして直径が（Ｌ１＋Ｌ２）の範囲内の床面の照度を検出するこ
とができる。
【００４２】
　例えば、受光角θを±２０度とし、天井の高さＨ＝２．４ｍとする。この場合、照度セ
ンサ５２の検出範囲は、照明装置１００のほぼ直下に対して、受光方向に約１ｍの距離だ
けオフセットした位置Ａを中心にして直径が約２ｍの範囲内の床面の照度を検出すること
ができる。受光角θを±２０度にすることにより、例えば、部屋の中央部に照明装置１０
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０を設置した場合、６畳～１５畳程度の広さの部屋であれば、外光が当たりにくい部屋の
ほぼ端近くまで照度を検出することができる。なお、受光角θは部屋の広さ又は窓等の位
置に応じて２０度の範囲内にすることができるが、部屋の暗い部分の照度を確実に検出す
るためには、２０度程度にすることが好ましい。
【００４３】
　なお、受光角θは２０度以内に限定されるものではなく、照度センサ５２の受光感度が
低下しない限度であれば、例えば、３０度以内であってもよい。また、受光角θを設定す
るには、制限部材５５の制限孔５５１の径を変更することができ、あるいは制限孔５５１
と照度センサ５２との離隔距離を変更することもできる。
【００４４】
　なお、照度センサ５２の受光方向の中心を傾斜させるには、スペーサ５４を設ける代わ
りに照度センサ５２の一方の底面のみを持ち上げるように構成したスペーサを用いてもよ
い。この場合にはスペーサにリード線を挿通する挿通孔は不要である。
【００４５】
　次に虫侵入防止構造について説明する。図１０は本実施の形態の照明装置１００の周縁
部近傍の要部一例を示す断面図である。透光カバー７の外周縁部には、略Ｕ字状に屈曲さ
せた取付部７１を形成してある。このように屈曲させた透光カバー７にシャーシ１を取り
付けることにより、ＬＥＤモジュール２や回路基板５等の照明部品を備える空間を形成す
る。また、シャーシ１の外周縁部には、断面形状が略Ｓ字状に曲げた縁辺１４を形成して
ある。シャーシ１の縁辺１４を取付部７１に内挿して、シャーシ１と透光カバー７とが互
いに接合する接合部７１１、接合部１４１を前記空間内部に形成する。さらに、接合部７
１１、接合部１４１の間を封止する封止部材としての環状の弾性材１０を、縁辺１４と取
付部７１との間に設ける。弾性材１０は、例えば、永久変形せず、また耐候性、耐オゾン
性、耐寒性、耐熱性などに優れたエチレンプロピレンゴム（ＥＰＤＭ）を用いることがで
きる。また、ＥＰＤＭの他にも、ゴム又はプラスチックを発泡させることにより弾性を持
たせた部材を用いることもできる。なお、接合部間を封止して虫侵入防止可能な部材であ
れば、弾性材料以外の材料も封止部材として用いることができる。
【００４６】
　透光カバー７の外周縁部には略Ｕ字状に屈曲させた取付部７１を形成するだけであるの
で、透光カバー７の高さ寸法が大きくなることはなく薄型化を実現することができる。ま
た、取付部７１を屈曲させて形成された照明部品を備えるための空間内でシャーシ１の縁
辺１４の接合部１４１と取付部７１の接合部７１１との間に弾性材１０を設けることによ
り、前記空間を利用して弾性材１０で封止できるので、弾性材１０を設けるための空間を
形成する必要がなく照明装置１００の厚みを軽減することが可能となる。これにより、シ
ャーシ１と透光カバー７との間の隙間が弾性材１０で封止されるので虫が侵入することを
防止することができる。
【００４７】
　また、取付部７１の接合部７１１を縁辺１４の接合部１４１側に押圧する押圧部材１２
を備える。押圧部材１２は、板状であって、一端側に突起部１２１を形成してあり、中央
部近傍にビス１３を取り付けるための孔を形成してある。押圧部材１２は、ビス１３をシ
ャーシ１に締め付けることにより、シャーシ１に固定することができる。すなわち、透光
カバー７の取付部７１の内側に内挿したシャーシ１の接合部１４１側に押圧部材１２で取
付部７１の接合部７１１を押圧し、押圧部材１２をシャーシ１に固定することで、薄型化
を実現しつつシャーシ１と透光カバー７とを確実に取り付け、さらに弾性材１０を接合部
１４１と接合部７１１との間で密着させて確実に隙間を封止することができる。なお、押
圧部材１２は、シャーシ１の周縁部に沿って適宜の間隔で複数個（例えば、８個程度）設
けることができる。これにより、シャーシ１と透光カバー７とを確実に固定することがで
きる。特に光源がＬＥＤの場合、光源の寿命が蛍光灯又は白熱電球の場合に比べて十分に
長いので、蛍光灯や白熱電球のように頻繁に交換する必要がなく、照明装置の構造設計上
、ＬＥＤの交換を考慮する必要がない。図１０に例示するような構造を採用することによ
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り、照明装置の薄型化を極限まで図ることが可能となる。
【００４８】
　また、取付部７１の外側に押圧部材１２を取り付けるための取付穴７２を形成してある
。押圧部材１２の突起部１２１を、透光カバー７の取付部７１に形成した取付穴７２に取
り付けることにより、薄型化を実現しつつシャーシ１と透光カバー７とを確実に取り付け
ることができる。また、シャーシ１と透光カバー７とを取り付ける際の位置決めにも有用
である。
【００４９】
　また、図１０に示すように、照明装置１００の周縁部は、透光カバー７を屈曲させた取
付部７１となっているので、ＬＥＤモジュール２から発せられた光が遮蔽されることなく
透過する。これにより、照明装置１００の周縁部から水平方向にも光が放射されるため、
本実施の形態の照明装置１００は、配光特性を広くすることができ、より広い範囲に光を
放射することができる。
【００５０】
　図１１は本実施の形態の照明装置１００の周縁部近傍の要部の変形例を示す断面図であ
る。図１１に示すように、シャーシ１の外周縁部に略Ｕ字状に屈曲させた取付部１５を形
成してある。このように屈曲させたシャーシ１に透光カバーを取り付けることにより、Ｌ
ＥＤモジュール２や回路基板５等の照明部品を備える空間を形成する。透光カバー７の略
Ｓ字状に形成した縁辺７４を取付部１５に内挿して、シャーシ１と透光カバー７とが互い
に接合する接合部７４１、接合部１５１を前記空間内部に形成する。さらに、接合部７４
１、接合部１５１の間を封止する封止部材としての環状の弾性材１０を、縁辺１４と取付
部７１との間に設ける。シャーシ１の外周縁部には略Ｕ字状に屈曲させた取付部１５を形
成するだけであるので、シャーシ１の高さ寸法が大きくなることはなく薄型化を実現する
ことができる。また、透光カバー７の縁辺７４と取付部１５との間に弾性材１０を設ける
ことにより、シャーシ１と透光カバー７との間の隙間が弾性材１０で封止されるので虫が
侵入することを防止することができる。なお、図１１の例においても、図１０の例と同様
に、押圧部材１２と同様の部材を設けることもでき、これにより、シャーシ１とカバー７
とを確実に取り付けるとともに、接合部間を封止する弾性材１０の密着度を向上させるこ
とができる。
【００５１】
　図１２は本実施の形態の照明装置１００の周縁部近傍の要部の別の変形例を示す断面図
である。図１２に示すように、シャーシ１及び透光カバー７それぞれの縁辺１６、７３を
当接し、断面形状が略Ｕ字状の弾性材１８を、当接した各縁辺１６、７３を覆って周設し
てある。弾性材１８は、例えば、押し出し加工で製造することができる。シャーシ１も透
光カバー７も、それぞれの縁辺１６、７３を当接するだけであって、屈曲させた構造を有
しないので薄型化を実現することができる。また、当接した各縁辺１６、７３を覆って弾
性材１８を周設するので、虫が侵入を防止することができる。また、弾性材１８を照明装
置１００の周縁部に周設するので、弾性材１８を外観上の飾り部材として兼用することも
できる。
【００５２】
　図１３は第１リング材６の構成の一例を示す側面図であり、図１４は第２リング材６０
の構成の一例を示す正面図である。第１リング材６は、環状をなし、側面の一部から延設
された支持部６４を有する。支持部６４は、ハーネス６１のコネクタを固定することがで
きる。第１リング材６は、側面の適宜の箇所、及び支持部６４の端部に第１リング材６を
センタ板８に固定するための突起部６１１、６１２、６１３を設けてある。
【００５３】
　図１４に示すように、第２リング材６０は、中央に開口部６０３を有する環状をなし、
突起部６１１、６１２を挿通させるための挿通孔６０１、６０２を形成してある。第１リ
ング材６の突起部６１１、６１２を第２リング材６０の挿通孔６０１、６０２に挿通する
ことにより、第１リング材６と第２リング材６０とで回路基板５を挟んで固定することが
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できる。また、挿通孔６０１、６０２は、略楕円状をなし、一側の寸法が他側の寸法より
大きくしてある。これにより、突起部６１１、６１２を挿通孔６０１、６０２の寸法の大
きい側に挿通させ、周方向に回転させることにより突起部６１１、６１２を挿通孔６０１
、６０２寸法の小さい側に確実に嵌め込むことができる。
【００５４】
　図１５は本実施の形態の照明装置１００の取付面への取付状態の一例を示す模式図であ
る。天井などの取付面には、商用電源からの電源線が接続された引掛けシーリング６２が
予め設置してある。引掛けシーリング６２には、電源線に接続された接続端子が内蔵され
た係合穴（不図示）を対設してある。取付アダプタ６３は、引掛けシーリング６２の係合
穴に係合する引掛刃（不図示）を設けてあり、引掛刃を係合穴に係合させることにより、
取付アダプタ６３を機械的かつ電気的に引掛けシーリング６２に接続することができる。
【００５５】
　取付アダプタ６３は、略円板状であって側面の対抗する位置には、中心から径方向に付
勢され、径方向に移動可能な被嵌合部６３１を設けてある。被嵌合部６３１は、断面形状
が略三角形状であり、外側から押さえることにより中心方向に移動させることができる。
【００５６】
　すなわち、照明装置１００を天井に取り付ける場合、照明装置１００を下方から天井の
方に向けて持ち上げることにより、まず、嵌合部６０４が被嵌合部６３１を押圧する。こ
れにより被嵌合部６３１は中心方向に移動する。さらに照明装置１００を上方に持ち上げ
ることにより、被嵌合部６３１が外側に不勢されて移動し、嵌合部６０４が被嵌合部６３
１に嵌合して照明装置１００が固定される。
【００５７】
　さらに、照明装置１００を上方に持ち上げると、嵌合部６１４が被嵌合部６３１を押圧
する。これにより被嵌合部６３１は中心方向に移動する。さらに照明装置１００を上方に
持ち上げることにより、被嵌合部６３１が外側に不勢されて移動し、嵌合部６１４が被嵌
合部６３１に嵌合して照明装置１００が固定される。
【００５８】
　相互に固定された第１リング材６及び第２リング材６０は、それぞれ被嵌合部６３１と
嵌合する第１嵌合部６１４、第２嵌合部６０４を設けてある。また、照明装置１００は、
取付アダプタ６３を中心に照明装置本体であるシャーシ１を回動可能にしてある。すなわ
ち、照明装置１００を取付アダプタ６３に嵌合することにより、図１５及び後述の図１６
に示す取付アダプタ６３の中心を通る線Ｓを回動軸としてにシャーシ１を回動させること
ができる。この照度検出範囲可変部としてのシャーシ１の回動機構によって、シャーシ１
に対して固定して取り付けられた照度センサの照度検出範囲を可変することが可能となる
。
【００５９】
　これにより、照明装置１００を天井などの取付面に取り付けた場合、部屋のレイアウト
に応じて、窓、扉等の外光が入る外部との開口部から離れた床面に照度センサ５２の受光
中心が向くように照度検出範囲を可変させて設定することができ、どのようなレイアウト
の部屋であっても、明るさの調整を過剰に行うことを防止することができる。なお、本実
施の形態では、照度検出範囲可変部としての回動機構は照明装置１００を取り付けアダプ
タ６３に取り付けて回動する構成であるが、照明装置１００を取り付ける前にシャーシ１
を回動して照度センサ５２の照度検出範囲の位置を調節した後照明装置１００をアダプタ
６３に取り付ける構成であってもよい。
【００６０】
　照度検出範囲可変部として、照明装置本体としてのシャーシ１に対して固定した照度セ
ンサ５２の照度検出範囲を、シャーシ１を回動することで可変する場合について説明した
が、照度検出範囲可変部は、シャーシ１に対して照度センサ５２を可動させて照度検出範
囲を可変してもよい。例えば、図８における照度センサ５２をシャーシ１に固定したセン
サ基板５３に対して可動する機構としてもよいし、照度センサ５２を固定したセンサ基板
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５３を可動することで、シャーシ１に対して照度センサ５２を可動する機構としてもよい
。これにより、シャーシ１を回動させることなく、照度センサ５２の受光角の受光方向を
可変できるので、照度検出範囲を可変することが可能となる。
【００６１】
　図１５に例示するように、引掛けシーリング６２の高さ方向の寸法（厚み）ｄ１が比較
的大きい場合、第１リング材６の嵌合部６１４と取付アダプタ６３の被嵌合部６３１とを
嵌合させることにより、天井面とシャーシ１との離隔寸法ｙを適度に小さくすることがで
きる。
【００６２】
　図１６は本実施の形態の照明装置１００の取付面への取付状態の他の例を示す模式図で
ある。図１６の例は、図１５の場合に比べて引掛けシーリング６２の高さ方向の寸法（厚
み）ｄ２が比較的小さい場合を示す。この場合には、第２リング材６０の嵌合部６０４と
取付アダプタ６３の被嵌合部６３１とを嵌合させることにより、天井面とシャーシ１との
離隔寸法ｙを適度に小さくすることができる。
【００６３】
　図１７はセンタカバー９の表面側を示す平面図である。センタカバー９は、適宜の位置
に複数の円形状の透明窓９１、９２、９３、９４を設けてある。例えば、透明窓９１は、
照度センサ５２で受光する光を透過させるものである。また、透明窓９２は、遠隔操作端
末（リモコン）などからの遠隔操作信号を透過させるものである。また、透明窓９３、９
４は、照明装置１００の運転状態等を表示させる表示灯からの光を透過させるものである
。
【００６４】
　本実施の形態では、透光カバー７を照明装置１００の外周に沿って環状に配置してあり
、照度センサ５２は、照明装置１００の中央部近傍に設けてある。透光カバー７又は透光
カバー７の近傍に照度センサ５２を設けていないので、照度センサ５２により光源からの
光が遮られることを防止することができる。また、照度センサ５２による影等の暗い部分
が透光カバー７の一部に生じることがなく、外観上の違和感を防止することができる。
【００６５】
　図１８はセンタカバー９の裏面側を示す平面図であり、図１９はセンタ板８の外観斜視
図である。図１８に示すように、センタカバー９の裏面には、周方向に沿って適長離隔し
て切片９５を立設してある。また、図１９に示すように、センタ板８には、切片９５に対
応する位置に切片９５の厚みと略同寸法の隙間を設けた断面形状が略Ｌ字状の固定片８１
を立設してある。センタ板８は、透明窓９１～９４に対応する位置に開口部８４を有する
。また、センタ板８は、ハーネス６１のコネクタを取り付けるための取付部８２を有する
。
【００６６】
　照明装置１００にセンタカバー９を取り付ける場合、切片９５を固定片８１の位置に合
わせ、固定片８１の長さ寸法程度センタカバー９を回すことにより、切片９５を固定片８
１の隙間に挿入する。
【００６７】
　また、センタ板８の適宜の位置にハーネスクリップ等の固定治具を取り付けておき、適
長のワイヤ（又は紐）８３の一端に設けたリングをハーネスクリップに取り付けるととも
に、ワイヤ８３の他端に設けたリングをセンタカバー９の適宜の箇所に取り付ける。これ
により、センタカバー９を照明装置１００に取り付ける際の落下防止を図ることができる
。なお、ハーネスクリップ等を設ける代わりに、ワイヤ８３の一端側を環状に形成してお
き、該環の中に取付アダプタ６２からの電源線を通すことによりワイヤ８３を照明装置１
００側に取り付けることもできる。
【００６８】
　図２０はセンタカバー９の位置決め方法の一例を示す模式図である。図２０に示すよう
に、センタカバー９の裏面にリブ９６を立設する。センタ板８には、弾性を有するバネ部
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ける場合、センタカバー９を徐々に回転させると、リブ９はバネ部８６を押圧しつつバネ
部８６の表面上を矢印の方向に徐々にスライドする。リブ９６がバネ部８６を通り過ぎた
時点でバネ部８６が不勢力により元の形状に戻り、バネ部８６端部とリブ９６とが係合し
て、センタカバー９の位置を確実に固定することができる。これにより、センタカバー９
が容易に回転することを抑制することができる。
【００６９】
　上述の実施の形態において、ＬＥＤモジュールの数、ＬＥＤモジュールを構成するＬＥ
Ｄの数は一例であって、図に示した例に限定されるものではない。また、電球色のＬＥＤ
光源と昼光色のＬＥＤを用いて説明したが、それらのＬＥＤと異なる色温度のＬＥＤをさ
らに備えていてもよく、昼光色のＬＥＤの代わりに昼白色のＬＥＤであってもよい。
【００７０】
　上述の実施の形態では、シーリングライトとしての照明装置について説明したが、照明
装置は、シーリングライトに限定されるものでなく、他の照明装置であってよい。また、
光源としてＬＥＤモジュールを備える照明装置について説明したが、光源はＬＥＤモジュ
ールに限定されるものではなく、有機ＥＬなど他の光源でもよい。
【符号の説明】
【００７１】
　１　シャーシ
　２　ＬＥＤモジュール（光源）
　３　放熱フィン
　４　レンズ
　５　回路基板
　６　第１リング材
　６１４　嵌合部
　６０　第２リング材
　６０４　嵌合部
　７　透光カバー
　１５、７１　取付部
　７２　嵌合穴
　８　センタ板
　９　センタカバー
　１０　弾性材
　１２　押圧部材
　１２１　嵌合部
　１４、１６、７３、７４　縁辺
　１８　弾性材
　５２　照度センサ
　５５　制限部材
　６３　取付アダプタ
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