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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　モジュール外部から交流電力が供給される第１コンタクトと、
　前記第１コンタクトに供給された交流電力をそのままモジュール外部に伝達するための
第２コンタクトと、
　前記第１コンタクトに供給された交流電力を直流電力に変換してＬＥＤモジュールに供
給する電源回路と、
　を有し、
　前記第１コンタクト及び前記第２コンタクトは、それぞれ、ライブ端子、ニュートラル
端子、及び、アース端子を備えたコネクタであり、
　前記第１コンタクト及び前記第２コンタクトは、それぞれ、長矩形状を有する基板の両
短辺部に設けられており、
　前記第１コンタクトのライブ端子と前記第２コンタクトのライブ端子との間、並びに、
前記第１コンタクトのニュートラル端子と前記第２コンタクトのニュートラル端子との間
は、前記基板に着脱可能な導電部材によって導通／遮断されるものであり、
　前記第１コンタクトのアース端子と前記第２コンタクトのアース端子の間は、前記基板
上に形成されたプリント配線によって常に導通されている、
　ことを特徴とする電源モジュール。
【請求項２】
　前記電源回路の高さは、前記コネクタの高さ以下であることを特徴とする請求項１に記
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載の電源モジュール。
【請求項３】
　ＬＥＤモジュールと、
　前記ＬＥＤモジュールに電力供給を行う請求項１または請求項２に記載の電源モジュー
ルと、
　を有することを特徴とするＬＥＤ照明ユニット。
【請求項４】
　前段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第２コンタクトと、後段のＬＥ
Ｄ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第１コンタクトとを互いに接続する形で、請
求項３に記載のＬＥＤ照明ユニットが複数直列に配置されて成ることを特徴とするＬＥＤ
照明装置。
【請求項５】
　直管形のケースと、
　前記ケース内に収納されたＬＥＤモジュールと、
　前記ＬＥＤモジュールに電力供給を行う請求項１に記載の電源モジュールと、
　を有し、
　前記電源モジュールは、前段の電源モジュールの第２コンタクトと後段の電源モジュー
ルの第１コンタクトとを互いに接続する形で、前記ケースの長手方向に沿って複数直列に
配置されていることを特徴とするＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
　前記電源モジュールに含まれる電源回路の高さは、前記ケースの半径以下であることを
特徴とする請求項５に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
　請求項４～請求項６のいずれか一項に記載のＬＥＤ照明装置が交流電源に対して複数並
列に接続されて成ることを特徴とするＬＥＤ照明システム。
【請求項８】
　前記複数のＬＥＤ照明装置に対して並列に供給される交流電力の位相制御を一元的に行
う位相制御型調光器を有することを特徴とする請求項７に記載のＬＥＤ照明システム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源モジュール、ＬＥＤ照明ユニット、ＬＥＤ照明装置、および、ＬＥＤ照
明システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　図２８は、従来のＬＥＤ照明装置の一例を断面図で示している（たとえば特許文献１参
照）。同図に示されたＬＥＤ照明装置９０は、長矩形状の基板９１と、基板９１上に実装
された複数のＬＥＤチップ９２と、基板９１を収容する管９３と、端子９４と、ＬＥＤチ
ップ９２を点灯させるための回路９５と、を備えている。基板９１上には複数のＬＥＤチ
ップ９２および端子９４に接続される図示しない配線が形成されている。このＬＥＤ照明
装置９０は、端子９４を一般用蛍光灯照明器具のソケットの差込口に嵌合させることによ
り、複数のＬＥＤチップ９２を発光させることができるように構成されている。ＬＥＤチ
ップ９２は、低消費電力であるとともに長寿命であることから、ＬＥＤ照明装置９０を蛍
光ランプの代替として利用すれば、コスト面および環境面において改善が期待できる。な
お、一般用蛍光灯照明器具とは、主に屋内の一般照明に広く用いられる照明器具であり、
たとえば日本国内においては、商用１００Ｖ電源を用い、ＪＩＳ　Ｃ７６１７に定められ
た直管形蛍光ランプまたはＪＩＳ　Ｃ７６１８に定められた環形蛍光ランプが取り付けら
れる照明器具をいう。
【０００３】
　しかしながら、従来の蛍光ランプが用いられた照明器具は、その両端に端子９４が存在
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し、全周方向に光を発することが前提として構成されている。このため、例えば、複数の
蛍光ランプを直列に配した照明器具に複数のＬＥＤ照明装置９０を取り付けると、隣り合
うＬＥＤ照明装置９０どうしの間に発光しない暗部が生じてしまう。これを見る者は、見
栄えがよくないと感じてしまうことがある。あるいは、壁面の一部を照らしたい場合であ
っても、ＬＥＤ照明装置９０を用いると照らしたい箇所以外にも光が照射されてしまう。
このため、たとえばＬＥＤ照明装置９０の半周分を覆う遮光カバーを設けるといったこと
が強いられてしまう。また、従来のＬＥＤ照明装置９０では、位相制御型調光器（トライ
アック調光器など）への対応が考慮されていなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】実開平６－５４１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、本願の発明者によって見出された上記の問題点に鑑み、配列に適したＬＥＤ
照明装置用の電源モジュール、並びに、これを用いたＬＥＤ照明ユニット、ＬＥＤ照明装
置、及び、ＬＥＤ照明システムを提供することを主たる目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記の目的を達成するために、本発明に係る電源モジュールは、モジュール外部から交
流電力が供給される第１コンタクトと、前記第１コンタクトに供給された交流電力をその
ままモジュール外部に伝達するための第２コンタクトと、前記第１コンタクトに供給され
た交流電力を直流電力に変換してＬＥＤモジュールに供給する電源回路と、を有する構成
（第１の構成）とされている。
【０００７】
　なお、上記第１の構成から成る電源モジュールにおいて、前記第１コンタクト及び前記
第２コンタクトは、それぞれ、ライブ端子、ニュートラル端子、及び、アース端子を備え
たコネクタである構成（第２の構成）にするとよい。
【０００８】
　また、上記第２の構成から成る電源モジュールにおいて、前記第１コンタクト及び前記
第２コンタクトは、それぞれ長矩形状を有する基板の両短辺部に設けられている構成（第
３の構成）にするとよい。
【０００９】
　また、上記第３の構成から成る電源モジュールにおいて、前記第１コンタクトのライブ
端子と前記第２コンタクトのライブ端子との間、並びに、前記第１コンタクトのニュート
ラル端子と前記第２コンタクトのニュートラル端子との間は、前記基板に着脱可能な導電
部材によって導通／遮断されるものであり、前記第１コンタクトのアース端子と前記第２
コンタクトのアース端子の間は、前記基板上に形成されたプリント配線によって常に導通
されている構成（第４の構成）にするとよい。
【００１０】
　また、上記第４の構成から成る電源モジュールにおいて、前記電源回路の高さは、前記
コネクタの高さ以下である構成（第５の構成）にするとよい。
【００１１】
　また、本発明に係るＬＥＤ照明ユニットは、ＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュー
ルに電力供給を行う上記第１～第５いずれかの構成から成る電源モジュールと、を有する
構成（第６の構成）とされている。
【００１２】
　また、本発明に係るＬＥＤ照明装置は、前段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジ
ュールの第２コンタクトと、後段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第１
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コンタクトとを互いに接続する形で、上記第６の構成から成るＬＥＤ照明ユニットが複数
直列に配置された構成（第７の構成）とされている。
【００１３】
　また、本発明に係るＬＥＤ照明装置は、直管形のケースと、前記ケース内に収納された
ＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュールに電力供給を行う上記第１の構成から成る電
源モジュールと、を有し、前記電源モジュールは、前段の電源モジュールの第２コンタク
トと後段の電源モジュールの第１コンタクトとを互いに接続する形で、前記ケースの長手
方向に沿って複数直列に配置された構成（第８の構成）とされている。
【００１４】
　なお、上記第８の構成から成るＬＥＤ照明装置において、前記電源モジュールに含まれ
る電源回路の高さは、前記ケースの半径以下である構成（第９の構成）にするとよい。
【００１５】
　また、本発明に係るＬＥＤ照明システムは、上記第７～第９いずれかの構成から成るＬ
ＥＤ照明装置が交流電源に対して複数並列に接続された構成（第１０の構成）である。
【００１６】
　なお、上記第１０の構成から成るＬＥＤ照明システムは、前記複数のＬＥＤ照明装置に
対して並列に供給される交流電力の位相制御を一元的に行う位相制御調光器を有する構成
（第１１の構成）にするとよい。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、配列に適したＬＥＤ照明装置用の電源モジュール、並びに、これを用
いたＬＥＤ照明ユニット、ＬＥＤ照明装置、及び、ＬＥＤ照明システムを提供することが
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明ユニットを示す斜視図である。
【図２】図１のＬＥＤ照明ユニットを示す要部斜視図である。
【図３】図１のＬＥＤ照明ユニットを示す要部斜視図である。
【図４】図１のＬＥＤ照明ユニットを示す平面図である。
【図５】図１のＬＥＤ照明ユニットを示す側面図である。
【図６】図１のＬＥＤ照明ユニットを示す底面図である。
【図７】図１のＬＥＤ照明ユニットを示す要部正面図である。
【図８】図５のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図９】図５のＩＸ－ＩＸ線に沿う断面図である。
【図１０】図１のＬＥＤ照明ユニットに用いられるＬＥＤモジュールを示す断面図である
。
【図１１】図１のＬＥＤ照明ユニットに用いられる電源基板および電部品を示す平面図で
ある。
【図１２】図１のＬＥＤ照明ユニットに用いられる電源基板および電部品を示す底面図で
ある。
【図１３】図１のＬＥＤ照明ユニットに用いられるキャップを示す（Ａ）は平面図、（Ｂ
）は正面図、（Ｃ）は側面図である。
【図１４】図１のＬＥＤ照明ユニットに用いられるキャップを示す正面図である。
【図１５】本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。
【図１６】本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す斜視図である。
【図１７】本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明ユニットを示す斜視図である。
【図１８】図１７のＬＥＤ照明ユニットを示す要部斜視図である。
【図１９】図１７のＬＥＤ照明ユニットを示す平面図である。
【図２０】図１７のＬＥＤ照明ユニットを示す側面図である。
【図２１】図１７のＬＥＤ照明ユニットを示す底面図である。
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【図２２】図１７のＬＥＤ照明ユニットを示す正面図である。
【図２３】図２０のＸＸＩＩＩ－ＸＸＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図２４】本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。
【図２５】本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す斜視図である。
【図２６】本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤ照明ユニットを示す断面である。
【図２７】本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す斜視図である。
【図２８】従来のＬＥＤ照明装置の一例を示す断面図である。
【図２９】本発明の第４実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す図である。
【図３０Ａ】第１の位相制御調光方式を示す波形図である。
【図３０Ｂ】第２の位相制御調光方式を示す波形図である。
【図３０Ｃ】第３の位相制御調光方式を示す波形図である。
【図３１】複数のＬＥＤ照明ユニットが商用交流電源に対して並列に接続された様子を示
す回路ブロック図である。
【図３２】複数のＬＥＤ照明ユニットに対して一元的な位相制御調光を行うＬＥＤ照明シ
ステムの第１例を示す模式図である。
【図３３】複数のＬＥＤ照明ユニットに対して一元的な位相制御調光を行うＬＥＤ照明シ
ステムの第２例を示す模式図である。
【図３４】本発明の第５実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。
【図３５】図３３のＩＩ－ＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図３６】図３４のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図３７】本発明の第５実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００２０】
＜第１実施形態＞
　図１～図９は、本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明ユニットを示している。本実
施形態のＬＥＤ照明ユニット１０１は、基板２００、複数のＬＥＤモジュール３００、放
熱部材４００、カバー５００、電源部６００、および、キャップ７００を備えている。な
お、図２および図３においては、理解の便宜上キャップ７００を省略している。ＬＥＤ照
明ユニット１０１は、全体としてｘ方向に長く延びており、図７に示すようにｘ方向視に
おいて矩形状とされている。
【００２１】
　基板２００は、たとえばガラスエポキシ樹脂からり、ｘ方向を長手方向、ｙ方向を幅方
向とする長矩形状である。基板２００は、ｚ方向を向く搭載面２０１を有している。搭載
面２０１には、複数のＬＥＤモジュール３００が搭載されている。
【００２２】
　複数のＬＥＤモジュール３００は、ｘ方向に配列された状態で基板２００の搭載面２０
１に搭載されている。本実施形態においては、複数のＬＥＤモジュール３００のピッチは
一定である。ｘ方向において最も端に位置するＬＥＤモジュール３００と基板２００のｘ
方向端縁との距離は、上記ピッチの半分あるいはそれ未満とされている。
【００２３】
　図１０は、ＬＥＤモジュール３００のｙｚ平面における断面図を示している。本図に示
すようにＬＥＤモジュール３００は、１対のリード３０１、ＬＥＤチップ３０３、封止樹
脂３０４、および、リフレクタ３０５を備えている。１対のリード３０１は、たとえばＣ
ｕ合金からなり、その一方にＬＥＤチップ３０３が搭載されている。リード３０１のうち
ＬＥＤチップ３０３が搭載された面と反対側の面は、ＬＥＤモジュール３００を面実装す
るために用いられる実装端子３０２とされている。ＬＥＤチップ３０３は、ＬＥＤモジュ
ール３００の光源であり、たとえば青色光を発光可能とされている。封止樹脂３０４は、
ＬＥＤチップ３０３を保護するためのものである。封止樹脂３０４は、ＬＥＤチップ３０
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３からの光によって励起されることにより黄色光を発する蛍光物質を含む透光樹脂を用い
て形成されている。これにより、ＬＥＤモジュール３００は、白色を照射することができ
る。上記蛍光物質としては、黄色光を発するものに代えて、赤色光を発するものと緑色光
を発するものとを混合して用いてもよい。リフレクタ３０５は例えば白色樹脂からなり、
ＬＥＤチップ３０３から側方に発された光を上方に反射するためのものである。
【００２４】
　図１～図９に示すように、放熱部材４００は、ｘ方向に長く延びており、１対の側板４
１０、天板４２０、梁部４３０、および１対の係止部４４０を有している。放熱部材４０
０は、たとえばアルミからなり押し出し成型によって形成される。１対の側板４１０は、
それぞれがｘ方向に長く延びる長矩形板状であり、ｙ方向において平行に離間配置してい
る。各側板４１０は、ｙ方向外方を向く外側面４１１を有している。各側板４１０および
各該側面４１１は、ｘ方向においてＬＥＤ照明ユニット１０１のほぼ全長にわたる長さと
されており、基板２００の長さと同じかこれよりも長い。各外側面４１１には、外溝４１
２が形成されている。外溝４１２はｘ方向に延びており、ｙ方向を深さ方向としている。
外溝４１２は、たとえはＬＥＤ照明ユニット１０１を設置するための取り付け金具（図示
略）を係止するために用いられる。各側板４１０の内側には、複数の内溝４１３が形成さ
れている。内溝４１３はｘ方向に長く延びており、ｙ方向を深さ方向としている。内溝４
１３は、たとえばＬＥＤ照明ユニット１０１を設置するための取り付け金具（図示略）を
係止するため、或いは、ＬＥＤ照明ユニット１０１の内部を隠すための化粧板（図示略）
を固定するために用いられる。
【００２５】
　天板４２０は、１対の側板４１０のｚ方向端どうしを連結しており、ｘ方向に長く延び
る長矩形状である。天板４２０には、基板用凹部４２１が形成されている。基板用凹部４
２１は、ｘ方向に長く延びており、天板４２０のｙ方向中央に設けられている。基板用凹
部４２１には、基板２００が収容されている。梁部４３０は、天板４２０の基板用凹部４
２１が設けられた側とは反対側に設けられている。梁部４３０は、ｘ方向に長く延びる断
面矩形状の部分であり、ｙ方向において天板４２０の中央に位置している。梁部４３０の
ｙ方向中央には、穴加工用溝４３１が形成されている。穴加工用溝４３１は、断面Ｖ字状
の比較的小さな溝である。穴加工用溝４３１は、梁部４３０に対する穴あけ加工を容易と
するために設けられている。
【００２６】
　１対の係止部４４０は、天板４２０のｙ方向両端からｚ方向において基板２００を超え
る位置に設けられている。各係止部４４０は、ｙ方向内方に延出しており、ｘ方向に長く
延びている。
【００２７】
　カバー５００は、ＬＥＤチップ３０３（ＬＥＤモジュール３００）からの光を透過する
材質からなり、複数のＬＥＤモジュール３００を覆っている。本実施形態においては、カ
バー５００は、ＬＥＤチップ３０３（ＬＥＤモジュール３００）からの光を拡散させつつ
透過する材質からなる。カバー５００は、１対の出射側面５１０、出射天面５２０、およ
び、１対の係止部５４０を有している。カバー５００は、ｘ方向に長く延びる断面コの字
状とされている。１対の出射側面５１０は、ｘ方向に長く延びており、ｙ方向において互
いに平行に離間配置されている。１対の出射側面５１０は、放熱部材４００の１対の外側
面４１１と面一とされている。出射天面５２０は、１対の出射側面５１０のｚ方向端部ど
うしを繋いでいる。本実施形態においては、出射天面５２０は、ｚ方向を向く平面とされ
ている。１対の係止部５４０は、１対の出射側面５１０のｚ方向端よりも基板２００側に
位置しており、それぞれがｙ方向外方に延びる先端部分を有している。各係止部５４０が
放熱部材４００の係止部４４０と係合することにより、カバー５００は、放熱部材４００
に対して取り付けられている。
【００２８】
　電源部６００は、複数のＬＥＤモジュール３００に電源供給するためのものであり、１
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対の側板４１０および天板４２０に囲まれた空間に収容されている。電源部６００は、ケ
ース６１０、電源基板６２０、端子６３０、および複数の電子部品６４０を備えている。
ケース６１０は、たとえば白色樹脂製であり、全体として直方体形状とされている。図１
１および図１２に示すように、電源基板６２０は、長矩形状であり、端子６３０および複
数の電子部品６４０が実装されている。端子６３０は、電源部６００に通電するための電
線（図示略）が接続される。複数の電子部品６４０は、たとえば交流電力を複数のＬＥＤ
モジュール３００（ＬＥＤチップ３０３）に適した直流電力に変換する機能を実現するた
めのものである。図１１に示すように、複数の電子部品６４０は、電源基板６２０の一方
の面に実装されたコンデンサ６４１、トランス６４２、コイル６４３およびバリスタ素子
６４４を含む。また、図１２に示すように、複数の電子部品６４０は、電源基板６２０の
他方の面に実装されたダイオード６４５、トランジスタ６４６、ＩＣ６４７、抵抗器６４
８を含む。ＩＣ６４７は、図外のコントローラによって位相制御された交流電力が入力さ
れると、それに応じた出力の直流電力に変換するためのものであり、ＬＥＤチップ３０３
に投入する電力の調節機能を担っている。
【００２９】
　電源部６００は、梁部４３０に対してボルト６６０によって取り付けられている。梁９
部４３０には、ボルト６６０に螺号するねじ穴４３２が形成されている。ねじ穴４３２を
形成するために梁部４３９に対して穴あけ加工を施すときには、ドリル先端を穴加工用溝
４３１にあてる。電源部６００からは、アース電線６５０が延びている。アース電線６５
０は、その一端が電源部６００の内部、または端子６３０に接続されており、他端が放熱
部材４００に接続されている。アース電線６５０の一部は、梁部４３０、天板４２０、１
対の側板４１０、および電源部６００に囲まれた空間に収容されている。
【００３０】
　キャップ７００は、放熱部材４００のｘ方向両端に取り付けられており、ＬＥＤ照明ユ
ニット１０１の内部を隠すためのものである。図１３は、キャップ７００の具体的な構成
の一例を示している。同図に示すキャップ７００は、主板７０１、係止片７１０、および
１対の嵌合片７２０を有しており、たとえば樹脂からなる。主板７０１は、ｘ方向視形状
が放熱部材４００およびカバー５００を合わせた形状とされており、電源部６００の端子
６３０を臨ませる切欠きが形成されている。係止片７１１は、主板７０１のほぼ中央から
ｘ方向に延出しており、その先端側部分に係止突起７１１が形成されている。係止突起７
１１は、わずかにｘ方向に突出している。１つの嵌合片７２０は、互いにｙ方向に離間配
置されており、ｘ方向に平行に延出している。図１４に示すように、放熱部材４００の梁
部４３０には、係止穴４３３が形成されている。係止穴４３３は、穴加工用溝４３１を利
用して形成されている。キャップ７００を取り付けるときには、１対の嵌合片７２０を１
対の側板４１０の内側に嵌め込みながら、係止片７１０の係止突起７１１を係止穴４３３
に係止させる。
【００３１】
　図１５は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０１を備えたＬＥＤ照明装置の一例を示してい
る。本実施形態のＬＥＤ照明装置１１１は、３つのＬＥＤ照明ユニット１０１をｘ方向に
直列配置された構成である。３つのＬＥＤ照明ユニット１０１の電源部６００どうしは、
たとえば交流用の２本の電線とアース用の電線の計３本の電線（いずれも図示略）によっ
て連結されている。各電線は、電源部６００の端子６３０に接続されており、放熱部材４
００の内側に収容されている。
【００３２】
　図１６は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０１を備えたＬＥＤ照明システムの一例を示し
ている。本実施形態のＬＥＤ照明システム１２１は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０１を
備えており、さらにその構成要素に、天井面８０１、壁面８０２、および、設置溝８０４
を具備している。設置溝８０４は、天井面８０１のｙ方向端縁と壁面８０２との間に位置
しており、ｘ方向に長く延びる断面矩形状の溝である。複数のＬＥＤ照明ユニット１０１
は、出射端面５２０がｚ方向下方（床面８０３の方向）を向く姿勢で、ｘ方向に直列配置
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されている。出射端面５２０は、天井面８０１と面一とすることが好ましい。
【００３３】
　次に、ＬＥＤ照明ユニット１０１、ＬＥＤ照明装置１１１、およびＬＥＤ照明システム
１２１の作用について説明する。
【００３４】
　本実施形態によれば、ＬＥＤモジュール１０１は、１対の側面４１１に挟まれたｘ方向
に長く延びるスリムな外形である。このため、ＬＥＤ照明装置１１１やＬＥＤ照明システ
ム１２１を構成した場合に、ＬＥＤモジュール１０１が占める部分は、全体としてｘ方向
に細長く延びる態様となる。これにより、ＬＥＤモジュール１０１、ＬＥＤ照明装置１１
１、およびＬＥＤ照明システム１２１を点灯させたときに線状に延びた発光部分がそのほ
とんどを占めることとなり、見栄えが良い。
【００３５】
　ｘ方向視において矩形状であることにより、設置溝８０４などへの設置に適している。
コの字状の放熱部材４００は、ＬＥＤ照明ユニット１０１の外観を矩形状とするのに適し
ているとともに、放熱に寄与する面積を増大させることができる。基板用凹部４２１によ
り、基板２００を所望の位置に確実に取り付けることができる。
【００３６】
　電源部６００を放熱部材４００の内方に収容することにより、ＬＥＤ照明ユニット１０
１の外観に不当な凹凸を生じさせることを回避することができる。梁部４３０、天板４２
０、１対の側板４１０、および電源部６００に囲まれた空間を生じさせることは、たとえ
ばアース電線６５０を他の構成要素と干渉することなく配置するのに有利である。穴加工
用溝４３１は、梁部４３０のｘ方向における所望の位置にたとえばねじ穴４３２や係止穴
４３３を形成するのに適している。
【００３７】
　外溝４１２を利用することにより、ＬＥＤ照明ユニット１０１を容易かつ確実に取り付
けることができる。内溝４１２を利用することにより、ＬＥＤ照明ユニット１０１を容易
かつ確実に取り付けることができるとともに、ＬＥＤ照明ユニット１０１の内部を隠すた
めの化粧板を所望の位置に設けることができる。
【００３８】
　カバー５００に外側面４１１と面一である出射側面５１０を設けること、および出射天
面５２０を平面とすることにより、ＬＥＤ照明ユニット１０１の外観をスマートな形状と
することができる。
【００３９】
　キャップ７００に係止片７１０及び対の嵌合片７２０を設けることにより、いわゆるワ
ンタッチでキャップ７００を放熱部材４００に対して確実に取り付けることができる。
【００４０】
　図１６に示すように、ＬＥＤ照明システム１２１においては、複数のＬＥＤ照明ユニッ
ト１０１からの光は、出射天面５２０が平面状であることと、カバー５００が光を拡散さ
せることとにより、壁面８０２および床面８０３に広く照射される。これは、ＬＥＤ照明
システム１２１が設置された部屋全体をより均一に広く照らすのに適している。
【００４１】
　図１７～図２７は、本発明の他の実施形態を示している。なお、これらの図において、
上記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している。
【００４２】
＜第２実施形態＞
　図１７～図２３は、本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明ユニットを示している。
本実施形態のＬＥＤ照明ユニット１０２は、カバー５００の構成が上述した実施形態と異
なっている。
【００４３】
　本実施形態においては、カバー５００は、レンズ部５３０を有しており、上述した出射
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側面５１０は設けられていない。レンズ部５３０は、出射天面５２０からｚ方向に膨出し
ており、ｘ方向に長く延びている。レンズ部５３０は、カバー５００のｙ方向中央に配置
されており、ｙ方向において複数のＬＥＤモジュール３００と重なっている。カバー５０
０のうち複数のＬＥＤモジュール３００と対向する面は、比較的ＬＥＤモジュール３００
に近接した位置に設けられた平面とされている。カバー５００は、上述の実施形態と同様
に、ＬＥＤモジュール３００からの光を拡散させつつ透過させる材質からなる。キャップ
７００は、カバー５００のレンズ部５３０と重なる突起部分を有する形状とされている。
【００４４】
　図２４は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０２を備えたＬＥＤ照明装置の一例を示してい
る。本実施形態のＬＥＤ照明装置１１２は、３つのＬＥＤ照明ユニット１０２をｘ方向に
直列配置された構成である。３つのＬＥＤ照明ユニット１０２の電源部６００どうしは、
たとえば交流用の２本の電線とアース用の電線の計３本の電線（いずれも図示略）によっ
て連結されている。各電線は、電源部６００の端子６３０に接続されており、放熱部材４
００の内側に収容されている。
【００４５】
　図２５は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０２を備えたＬＥＤ照明システムの一例を示し
ている。本実施形態のＬＥＤ照明システム１２２は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０２を
備えており、さらにその構成要素に、天井面８０１、壁面８０２、設置溝８０４、および
ひさし部８０５を具備している。設置溝８０４は、天井面８０１のｙ方向端縁と壁面８０
２との間に位置しており、ｘ方向に長く延びる断面矩形状の溝である。ひさし部８０５は
天井面８０１のｙ方向端縁からｙ方向に延びており、設置溝８０４の全長にわたって設置
溝８０４のｙ方向右側部分を覆っている。複数のＬＥＤ照明ユニット１０２は、レンズ部
５３０がｚ方向下方（床面８０３の方向）を向く姿勢で、ｘ方向に直列配置されている。
【００４６】
　このような実施形態によっても、ＬＥＤモジュール１０２、ＬＥＤ照明装置１１２、お
よびＬＥＤ照明システム１２２を点灯させたときに線状に延びた発光部分がそのほとんど
を占めることとなり、見栄えが良い。
【００４７】
　レンズ部５３０を備えることにより、複数のＬＥＤモジュール３００からの光は、ｙ方
向において集光される。この集光は、カバー５００が光を拡散させる度合いに応じてやわ
らげられる。これにより、図２５に示すように、ＬＥＤ照明システム１２２は、壁面８０
２のｚ方向上側部分（図中ハッチング部分）が明るく照らされる、間接照明として機能す
る。ひさし部８０５により、ＬＥＤ照明ユニット１０２からの光が床面８０３などに直接
到達してしまうことを回避することができる。
【００４８】
＜第３実施形態＞
　図２６は、本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤ照明ユニットを示している。本実施形
態のＬＥＤ照明ユニット１０３は、カバー５００の構成が上述した実施形態と異なってい
る。本実施形態においては、カバー５００は、透明な材質からなる。これ以外の構成につ
いては、上述したＬＥＤ照明ユニット１０２と同様である。
【００４９】
　図２７は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０３を備えたＬＥＤ照明システムの一例を示し
ている。本実施形態のＬＥＤ照明システム１２３は、複数のＬＥＤ照明ユニット１０３を
備えており、さらにその構成要素に、天井面８０１、壁面８０２、設置溝８０４、および
ひさし部８０５を具備している。設置溝８０４は、天井面８０１のｙ方向端縁と壁面８０
２との間に位置しており、ｘ方向に長く延びる断面矩形状の溝である。ひさし部８０５は
天井面８０１のｙ方向端縁からｙ方向に延びており、設置溝８０４の全長にわたって設置
溝８０４のｙ方向右側部分を覆っている。複数のＬＥＤ照明ユニット１０２は、レンズ部
５３０がｚ方向下方（床面８０３の方向）を向く姿勢で、ｘ方向に直列配置されている。
【００５０】
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　このような実施形態によっても、ＬＥＤモジュール１０３およびＬＥＤ照明システム１
２３を点灯させたときに線状に延びた発光部分がそのほとんどを占めることとなり、見栄
えが良い。
【００５１】
　レンズ部５３０を透明な材質によって形成することにより、複数のＬＥＤモジュール３
００からの光をｙ方向において十分に集光させることが可能である。これにより、図２７
に示すように、ＬＥＤ照明システム１２３は、壁面８０２のｚ方向上側部分から下側部分
に至る領域（図中ハッチング部分）が明るく照らされる。したがって、ＬＥＤ照明システ
ム１２３は、壁面８０２全体が明るく光る間接照明として機能する。
【００５２】
＜第４実施形態＞
　図２９は、本発明の第４実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す図である。第４実
施形態のＬＥＤ照明システムは、交流電源（例えば商用ＡＣ１００Ｖ）に対して並列に接
続されたｍ個のＬＥＤ照明装置Ｘ１～Ｘｍと、ＬＥＤ照明装置Ｘ１～Ｘｍに対して並列に
供給される交流電力の位相制御を一元的に行う位相制御型調光器ＤＭ１と、を有する。
【００５３】
　位相制御型調光器ＤＭ１による位相制御調光方式としては、リーディングエッジディマ
ー方式（図３０Ａ）やトレーリングエッジディマー方式（図３０Ｂ）、或いは、その両方
を組み合わせたスマートディマー方式（図３０Ｃ）のいずれを採用しても構わない。
【００５４】
　ＬＥＤ照明装置Ｘ１（先出のＬＥＤ照明装置１１１及び１１２に相当）は、その長手方
向に沿って直列に配置されたｉ個のＬＥＤ照明ユニットＹ１－１～ｉ（先出のＬＥＤ照明
ユニット１０１、１０２、１０３に相当）を有する。このような構成とすることにより、
ｉ個のＬＥＤ照明ユニットＹ１－１～ｉをあたかも単一のＬＥＤ照明装置Ｘ１としてシー
ムレスに取り扱うことが可能となる。また、ＬＥＤ照明ユニットＹ１－１～ｉの直列段数
ｉを変更することにより、ＬＥＤ照明装置Ｘ１の長手方向サイズを任意に調整することも
可能となる。
【００５５】
　ＬＥＤ照明装置Ｘ２～Ｘｍについても上記と同様である。すなわち、ＬＥＤ照明装置Ｘ
２は、その長手方向に沿って直列に配置されたｊ個のＬＥＤ照明ユニットＹ２－１～ｊを
有しており、ＬＥＤ照明装置Ｘｍは、その長手方向に沿って直列に配置されたｋ個のＬＥ
Ｄ照明ユニットＹｍ－１～ｋを有している。
【００５６】
　なお、本明細書中では、便宜上、上記のパラメータｍ、ｉ、ｊ、ｋがいずれも２以上の
整数であることを前提として説明を行うが、これらのパラメータの一部または全部を１と
したＬＥＤ照明システム（例えばＬＥＤ照明ユニット単体での使用）を本発明の技術的範
囲から除外する意図はない。
【００５７】
　ＬＥＤ照明ユニットＹ１－１～ｉ、Ｙ２－１～ｊ、Ｙｍ－１～ｋの基本構成は同一であ
る。そこで、以下では、ＬＥＤ照明ユニットＹ１－１を代表例に挙げて、その構造に関す
る詳細な説明を行う。
【００５８】
　ＬＥＤ照明ユニットＹ１－１は、不図示のＬＥＤモジュール（先出のＬＥＤモジュール
３００に相当）と、ＬＥＤモジュールに電力供給を行う電源モジュールＺ１－１（先出の
電源部６００に相当）と、を有する。
【００５９】
　電源モジュールＺ１－１は、基板Ｚ１０と、第１コネクタＺ１１と、第２コネクタＺ１
２と、電源回路Ｚ１３と、第１ビアＺ１４Ｌ及びＺ１４Ｎと、第２ビアＺ１５Ｌ及びＺ１
５Ｎと、プリント配線Ｚ１６と、ケーブルＺ１７Ｌ及びＺ１７Ｎと、を有する。
【００６０】
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　基板Ｚ１０（先出の電源基板６２０に相当）は、第１コネクタＺ１１、第２コネクタＺ
１２、及び、電源回路Ｚ１３などが実装される長矩形状のプリント配線基板である。基板
Ｚ１０に搭載される部品や配線のレイアウトについては、先出の図１１や図１２で詳細に
描写した通りである。
【００６１】
　第１コネクタＺ１１（先出の端子６３０に相当）は、電源モジュールＺ１－１の外部か
ら交流電力が供給される部材（第１コンタクト）である。第１コネクタＺ１１は、ライブ
端子（Ｌ）、ニュートラル端子（Ｎ）、及び、アース端子（Ｅ）を備えている。第１コネ
クタＺ１１は、基板Ｚ１０の第１短辺部に設けられている。
【００６２】
　第２コネクタＺ１２（先出の端子６３０に相当）は、第１コネクタＺ１１に供給された
交流電力をそのまま電源モジュールＺ１－１の外部（図２９では、次段の電源モジュール
Ｚ１－２に実装された第１コネクタＺ１１）に伝達するための部材（第２コンタクト）で
ある。第２コネクタＺ１２は、第１コネクタＺ１１と同様、ライブ端子（Ｌ）、ニュート
ラル端子（Ｎ）、及び、アース端子（Ｅ）を備えている。第２コネクタＺ１２は、基板Ｚ
１０の第２短辺部（第１短辺部とは反対側の短辺部）に設けられている。
【００６３】
　なお、モジュール外部と交流電力の受け渡しを行う部材として、第１コネクタＺ１１及
び第２コネクタＺ１２を用いる構成であれば、ＬＥＤ照明ユニット相互間の接続作業（コ
ネクタ間のケーブル接続作業）を容易かつ安全に行うことが可能となる。
【００６４】
　電源回路Ｚ１３（先出の電子部品６４０に相当）は、第１コネクタＺ１１と電気的に接
続されており、第１コネクタＺ１１に供給された交流電力を直流電力に変換して不図示の
ＬＥＤモジュールに供給する。電源回路Ｚ１３には、交流電力に重畳するノイズ成分を除
去するフィルタ回路、フィルタ回路の出力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣ変換回路、及
び、ＡＣ／ＤＣ変換回路の出力をＬＥＤモジュールへの供給に適したレベルに変換するＤ
Ｃ／ＤＣ変換回路などが含まれている。なお、電源回路Ｚ１３の高さは、第１コネクタＺ
１１や第２コネクタＺ１２の高さ以下に設計しておくことが望ましい。
【００６５】
　第１ビアＺ１４Ｌ及びＺ１４Ｎは、それぞれ、ケーブルＺ１７Ｌ及びＺ１７Ｎの第１端
を挿入実装するためのメッキ穴である。第１ビアＺ１４Ｌ及びＺ１４Ｎは、それぞれ、基
板Ｚ１０の裏面側に形成されたプリント配線を介して、第１コネクタＺ１１のライブ端子
（Ｌ）及びニュートラル端子（Ｎ）と電気的に接続されている。
【００６６】
　第２ビアＺ１５Ｌ及びＺ１５Ｎは、それぞれ、ケーブルＺ１７Ｌ及びＺ１７Ｎの第２端
を挿入実装するためのメッキ穴である。第２ビアＺ１５Ｌ及びＺ１５Ｎは、それぞれ、基
板Ｚ１０の裏面側に形成されたプリント配線を介して、第２コネクタＺ１２のライブ端子
（Ｌ）及びニュートラル端子（Ｎ）と電気的に接続されている。
【００６７】
　プリント配線Ｚ１６は、第１コネクタＺ１１のアース端子（Ｅ）と第２コネクタＺ１２
のアース端子（Ｅ）との間を電気的に接続する導電部材である。プリント配線Ｚ１６は、
基板Ｚ１０の表面側に形成されている。従って、第１コネクタＺ１１のアース端子（Ｅ）
と第２コネクタＺ１２のアース端子（Ｅ）との間は、基板Ｚ１０上に形成されたプリント
配線Ｚ１６によって常に導通されている。なお、プリント配線Ｚ１６は、電源回路Ｚ１３
の搭載領域を迂回する形で基板Ｚ１０の周縁部に敷設されている。
【００６８】
　ケーブルＺ１７Ｌ及びＺ１７Ｎは、それぞれ、第１ビアＺ１４Ｌ及びＺ１４Ｎと第２ビ
アＺ１５Ｌ及びＺ１５Ｎとの間を電気的に接続する導電部材である。従って、第１コネク
タＺ１１のライブ端子（Ｌ）と第２コネクタＺ１２のライブ端子（Ｌ）との間、並びに、
第１コネクタＺ１１のニュートラル端子（Ｎ）と第２コネクタＺ１２のニュートラル端子
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（Ｎ）との間は、それぞれ、基板Ｚ１０に着脱可能なケーブルＺ１７Ｌ及びＺ１７Ｎによ
って導通／遮断される。なお、第１ビアＺ１４Ｌ及びＺ１４Ｎと第２ビアＺ１５Ｌ及びＺ
１５Ｎとを互いに隣接して設けておけば、両ビア間を電気的に接続する導電部材として、
ジャンパーピンなどを用いることも可能である。
【００６９】
　このような構成とすることにより、複数用意された同一の電源モジュールにケーブルＺ
１７Ｌ及びＺ１７Ｎを実装するか否かに応じて、後段に交流電力を転送する必要のある先
頭段～中間段の電源モジュールと、後段に交流電力を転送する必要のない最終段の電源モ
ジュールとを任意に使い分けることができるので、電源モジュールの共通化を図ることが
可能となり、延いては、電源モジュールのコストダウンを実現することが可能となる。
【００７０】
　上記したように、ＬＥＤ照明装置Ｘ１では、前段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源
モジュールの第２コネクタＺ１２と、後段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュー
ルの第１コネクタＺ１１とを互いに接続する形で、ｉ個のＬＥＤ照明ユニットＹ１－１～
ｉが直列に配置されている。
【００７１】
　ＬＥＤ照明装置Ｘ２～Ｘｍについても上記と同様である。すなわち、ＬＥＤ照明装置Ｘ
２では、前段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第２コネクタＺ１２と、
後段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第１コネクタＺ１１とを互いに接
続する形で、ｊ個のＬＥＤ照明ユニットＹ２－１～ｊが直列に配置されており、ＬＥＤ照
明装置Ｘｍでは、前段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第２コネクタＺ
１２と、後段のＬＥＤ照明ユニットに含まれる電源モジュールの第１コネクタＺ１１とを
互いに接続する形で、ｋ個のＬＥＤ照明ユニットＹｍ－１～ｋが直列に配置されている。
【００７２】
　その結果、ＬＥＤ照明ユニットＹ１－１～ｉ、Ｙ２－１～ｊ、Ｙｍ－１～ｋは、各々が
直列配置されているにも関わらず、これらを電気的に見た場合には、図３１で示したよう
に、各々が交流電源に対して並列に接続された形となる。
【００７３】
　従って、第４実施形態のＬＥＤ照明システムであれば、図３２で示したように、システ
ム内に一つだけ設けられた位相制御型調光器ＤＭ１を用いて、全てのＬＥＤ照明装置Ｘ１
～Ｘｍを単一のグループＧＲ１に属する光源として一元的に調光することが可能となる。
【００７４】
　また、図３３で示したように、システム内に複数の位相制御型調光器ＤＭ１～ＤＭ３を
設けておけば、ＬＥＤ照明装置Ｘ１～Ｘｍを複数のグループＧＲ１～ＧＲ３に区分した上
で、各々を位相制御型調光器ＤＭ１～ＤＭ３によって個別に調光することも可能である。
【００７５】
＜第５実施形態＞
　図３４～図３６は、本発明の第５実施形態に基づくＬＥＤ照明装置（直管形のＬＥＤラ
ンプ）を示している。第５実施形態のＬＥＤランプＡ１は、基板１、複数のＬＥＤモジュ
ール３、放熱部材１１、電源基板４、複数の電源部品５、ケース６、および一対の口金７
を備えており、たとえば直管形蛍光ランプの代替として一般用蛍光ランプ照明器具に取り
付けて用いられる。
【００７６】
　基板１は、たとえばガラスエポキシ樹脂製であり、長矩形状に形成されている。基板１
は、放熱部材１１上に積層配置されており、例えばネジなどを用いて放熱部材１１に取り
付けられている。基板１としては、表面に絶縁処理が施されたアルミ板を用いてもよい。
第５実施形態において、基板１は１対の口金７の双方に達する長さとされており、その上
面１ａのほぼ全面に複数（数百～数万）のＬＥＤモジュール３が搭載されている。また、
基板１には不図示の配線パターンが形成されている。この配線パターンは、銅などの金属
膜から成り、複数のＬＥＤモジュール３を実装し、これらに電力供給するためのものであ
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る。配線パターンのうち、ＬＥＤモジュール３が実装されない部分は、白色レジストなど
の高反射率を有する絶縁層によって被覆しておくことが望ましい。
【００７７】
　図３６に示すように、第５実施形態において、複数のＬＥＤモジュール３は、ケース６
の中心軸Ｏ１を含む平面に沿って配置されている。なお、各々のＬＥＤモジュール３は、
ＬＥＤチップ、樹脂パッケージ、基板、および、１対の実装端子を備えている（先出の図
１０を参照）。また、ＬＥＤモジュール３は、幅が０．６ｍｍ、長さが１．０ｍｍ、厚さ
が０．２ｍｍとされており、小型でありかつ非常に薄型のＬＥＤモジュールとして構成さ
れている。
【００７８】
　放熱部材１１は、たとえばアルミニウムから成り、図３４および図３５で示すように基
板１の長手方向ｘに沿って延びる細長ブロック状とされている。図３６によく表れている
ように、放熱部材１１は、その断面が中空半円形状とされている。放熱部材１１の中空部
には、電源基板４および複数の電源部品５が格納されている。
【００７９】
　電源基板４は、たとえばガラスエポキシ樹脂製であり、長矩形状に形成されている。複
数の電源部品５は、ＬＥＤモジュール３を点灯させるための電源回路として機能するもの
であり、電源基板４の両面に実装されている。複数の電源部品５は、ＡＣ／ＤＣコンバー
タ５１と、コンデンサや抵抗器などの他の機能部品５２とを含み、商用電源から供給され
る交流を直流定電流に変換してＬＥＤモジュール３に供給するように構成されたものであ
る。ＡＣ／ＤＣコンバータ５１は、電源基板４に実装される他の機能部品５２に比べて、
空間に占めるサイズが大きい。
【００８０】
　ケース６は、基板１および放熱部材１１を収容するためのものであり、図３６によく表
れているように、円形断面を有する直管状の円筒形とされている。ケース６の内面には、
内側に突出させられた一対の突出片６１が一体形成されている。このような構成のケース
６は、たとえばポリカーボネートなどの合成樹脂から成り、押出成形によって一体形成さ
れる。
【００８１】
　図３６に表された収容状態において、基板１は、上面１ａが突出片６１と当接すること
によってケース６に対する上記中心軸Ｏ１に垂直な方向（図中上方向）の移動が規制され
ている。基板１および放熱部材１１、および、電源基板４のケース６内への収容は、突出
片６１の下方において、基板１および放熱部材１１をスライドさせながらケース６内に挿
入することにより行う。
【００８２】
　一対の口金７は、蛍光ランプ照明器具のソケットに装着することにより、商用交流電源
から電力供給するためのものである。図３５に表れているように、口金７は、有底円筒状
のカバー体７１と、カバー体７１の中空部に収容保持された樹脂ブロック７２と、２本の
端子７３とを備えている。放熱部材１１は、一対の口金７によって支持された状態となっ
ている。端子７３と電源基板４とは、電線によって接続されている。端子７３は、カバー
体７１および樹脂ブロック７２に貫通する状態で設けられている。端子７３の一端部（外
側の端部）は、蛍光ランプ照明器具の上記ソケットの差込口に嵌合される部分であり、端
子７３の他端部は、基板１上の配線パターンとの間で電気的導通が図られている。
【００８３】
　第５実施形態のＬＥＤランプＡ１によれば、上記複数のＬＥＤモジュール３が構成する
面状光源部３Ａから光が発せられる。たとえば複数の点光源から発せられる光を観察した
場合に、複数の鋭く輝く輝点が認識されるのとは異なり、面状光源部３Ａからの光は、全
体に均一な輝度を有する光である。このため、たとえばケース６に強力な拡散機能を持た
せることなく、ＬＥＤランプＡ１から均一な光を出射することが可能である。これは、ケ
ース６による光の減衰を抑制するのに適しており、ＬＥＤランプＡ１の発光効率を高める
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ことができる。
【００８４】
　図３７は、本発明の第５実施形態に基づくＬＥＤ照明システムを示す図である。第５実
施形態のＬＥＤ照明システムは、交流電源（例えば商用ＡＣ１００Ｖ）に対して並列に接
続されたｍ個のＬＥＤランプＡ１～Ａｍと、ＬＥＤランプＡ１～Ａｍに対して並列に供給
される交流電力の位相制御を一元的に行う位相制御型調光器ＤＭ１と、を有する。
【００８５】
　ＬＥＤランプＡ１の詳細な構造については、先出の図３４～図３６を参照しながら説明
した通りであり、直管形のケース６と、ケース６内に収納されたＬＥＤモジュール３と、
を有するほか、ＬＥＤモジュール３に電力供給を行う手段として、ケース６の長手方向に
沿って直列に配置されたｉ個の電源モジュールＺ１－１～Ｚ１－ｉを有する。
【００８６】
　なお、ｉ個の電源モジュールＺ１－１～Ｚ１－ｉは、それぞれ、ＬＥＤランプＡ１に含
まれる多数のＬＥＤモジュール３をｉ個のグループに分割して駆動する。このような構成
とすることにより、ＬＥＤランプＡ１に含まれる全てのＬＥＤモジュール３を単一の電源
モジュールで駆動する構成と比べて、電源モジュールＺ１－１～ｉ各々のサイズ（特に、
ＡＣ／ＤＣコンバータのサイズ）を縮小することができるので、多数のＬＥＤモジュール
３を駆動するために必要な電源モジュールをケース６内に収納することが可能となる。特
に、位相制御型調光器ＤＭ１に対応したＬＥＤランプＡ１では、大型サイズのＡＣ／ＤＣ
コンバータが必要となるので、上記の構成を採用することが有益になると考えられる。
【００８７】
　ＬＥＤランプＡ２～Ａｍについても上記と同様である。つまり、ＬＥＤランプＡ２は、
ケース６の長手方向に沿って直列に配置されたｊ個の電源モジュールＺ２－１～ｊを有し
ており、ＬＥＤランプＡ２に含まれる多数のＬＥＤモジュール３は、ｊ個のグループに分
割して駆動される。また、ＬＥＤランプＡｍは、ケース６の長手方向に沿って直列に配置
されたｋ個の電源モジュールＺｍ－１～ｋを有しており、ＬＥＤランプＡｍに含まれる多
数のＬＥＤモジュール３は、ｋ個のグループに分割して駆動される。
【００８８】
　電源モジュールＺ１－１～ｉ、Ｚ２－１～ｊ、Ｚｍ－１～ｋの基本構成は同一である。
そこで、以下では、電源モジュールＺ１－１を代表例に挙げて、その構造に関する詳細な
説明を行う。
【００８９】
　電源モジュールＺ１－１は、基板Ｚ２０と、第１コンタクトＺ２１と、第２コンタクト
Ｚ２２と、電源回路Ｚ２３と、を有する。
【００９０】
　基板Ｚ２０（先出の電源基板４に相当）は、電源回路Ｚ２３などが実装される長矩形状
のプリント配線基板である。
【００９１】
　第１コンタクトＺ２１は、電源モジュールＺ１－１の外部から交流電力を供給するため
のケーブルが挿入実装されるビア（メッキ穴）である。第１コンタクトＺ２１としては、
ライブ端子（Ｌ）、ニュートラル端子（Ｎ）、及び、アース端子（Ｅ）に相当する３つの
ビアが設けられている。なお、第１コンタクトＺ２１は、基板Ｚ２０の第１短辺部に設け
られている。
【００９２】
　第２コンタクトＺ２２は、第１コンタクトＺ２１に供給された交流電力をそのまま電源
モジュールＺ１－１の外部（図３７では、次段の電源モジュールＺ１－２に設けられた第
１コンタクトＺ２１）に伝達するためのケーブルが挿入実装されるビア（メッキ穴）であ
る。第２コンタクトＺ２２としては、第１コンタクトＺ２１と同様、ライブ端子（Ｌ）、
ニュートラル端子（Ｎ）、及び、アース端子（Ｅ）に相当する３つのビアが設けられてい
る。なお、第２コンタクトＺ２２は、第１コンタクトＺ２１に隣接して設けられている。
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第２コンタクトＺ２２のライブ端子（Ｌ）及びニュートラル端子（Ｎ）は、それぞれ、基
板Ｚ２０の裏面側に形成されたプリント配線を介して、第１コンタクトＺ２１のライブ端
子（Ｌ）及びニュートラル端子（Ｎ）と電気的に接続されている。一方、第２コンタクト
Ｚ２２のアース端子（Ｅ）は、基板Ｚ２０の表面側に形成されたプリント配線を介して、
第１コンタクトＺ２１のアース端子（Ｅ）と電気的に接続されている。
【００９３】
　なお、モジュール外部と交流電力の受け渡しを行う部材として、コネクタではなくビア
を用いる構成であれば、電源モジュールの小型化に貢献することが可能となる。
【００９４】
　電源回路Ｚ２３（先出の電源部品５に相当）は、第１コンタクトＺ２１と電気的に接続
されており、第１コンタクトＺ２１に供給された交流電力を直流電力に変換して不図示の
ＬＥＤモジュールに供給する。電源回路Ｚ２３には、交流電力に重畳するノイズ成分を除
去するフィルタ回路、フィルタ回路の出力を直流電力に変換するＡＣ／ＤＣ変換回路、及
び、ＡＣ／ＤＣ変換回路の出力をＬＥＤモジュールへの供給に適したレベルに変換するＤ
Ｃ／ＤＣ変換回路などが含まれている。なお、電源回路Ｚ２３の高さは、ケース６の半径
以下に設計しておくことが望ましい。
【００９５】
　上記したように、ＬＥＤランプＡ１では、前段の電源モジュールの第２コンタクトＺ２
２と、後段の電源モジュールの第１コンタクトＺ２１とを互いに接続する形で、ｉ個の電
源モジュールＺ１－１～ｉが直列に配置されている。
【００９６】
　ＬＥＤランプＡ２～Ａｍについても上記と同様である。すなわち、ＬＥＤランプＡ２で
は、前段の電源モジュールの第２コンタクトＺ２２と、後段の電源モジュールの第１コン
タクトＺ２１とを互いに接続する形で、ｊ個の電源モジュールＺ２－１～ｊが直列に配置
されており、ＬＥＤランプＡｍでは、前段の電源モジュールの第２コンタクトＺ２２と、
後段の電源モジュールの第１コンタクトＺ２１とを互いに接続する形で、ｋ個の電源モジ
ュールＺｍ－１～ｋが直列に配置されている。
【００９７】
　その結果、電源モジュールＺ１－１～ｉ、Ｚ２－１～ｊ、Ｚｍ－１～ｋは、各々が直列
配置されているにも関わらず、これらを電気的に見た場合には、各々が交流電源に対して
並列に接続された形となる。
【００９８】
＜その他の変形例＞
　本発明に係る電源モジュール、並びに、これを用いたＬＥＤ照明ユニット、ＬＥＤ照明
装置、および、ＬＥＤ照明システムは、上述した実施形態に限定されるものではなく、そ
の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【００９９】
　例えば、ＬＥＤ照明ユニット１０１、１０２、１０３のｘ方向長さや各々に含まれるＬ
ＥＤモジュール３００の個数（延いてはＬＥＤチップ３０３の個数）に応じて、１つのＬ
ＥＤ照明ユニット１０１、１０２、１０３が複数の電源部６００を備える構成としてもよ
い。
【０１００】
　このように、本明細書中に開示されている種々の技術的特徴は、上記実施形態のほか、
その技術的創作の主旨を逸脱しない範囲で種々の変更を加えることが可能である。すなわ
ち、上記実施形態は、全ての点で例示であって、制限的なものではないと考えられるべき
であり、本発明の技術的範囲は、上記実施形態の説明ではなく、特許請求の範囲によって
示されるものであり、特許請求の範囲と均等の意味及び範囲内に属する全ての変更が含ま
れると理解されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１０１】
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　本発明に係るＬＥＤ照明ユニット、並びに、これを用いたＬＥＤ照明装置及びＬＥＤ照
明システムは、例えば、屋内照明として利用することが可能である。
【符号の説明】
【０１０２】
　　　ｘ　　　（第１）方向
　　　ｙ　　　（第２）方向
　　　ｚ　　　（第３）方向
　　　１０１、１０２、１０３　ＬＥＤ照明ユニット
　　　１１１、１１２　ＬＥＤ照明装置
　　　１２１、１２２、１２３　ＬＥＤ照明システム
　　　２００　基板
　　　２０１　搭載面
　　　３００　ＬＥＤモジュール
　　　３０１　リード
　　　３０２　実装端子
　　　３０３　ＬＥＤチップ
　　　３０４　封止樹脂
　　　３０５　リフレクタ
　　　４００　放熱部材
　　　４１０　側板
　　　４１１　外側面
　　　４１２　外溝
　　　４１３　内溝
　　　４２０　天板
　　　４２１　基板用凹部
　　　４３０　梁部
　　　４３１　穴加工用溝
　　　４３２　ねじ穴
　　　４３３　係止穴
　　　４４０　係止部
　　　５００　カバー
　　　５１０　出射側面
　　　５２０　出射天面
　　　５３０　レンズ部
　　　５４０　係止部
　　　６００　電源部
　　　６１０　ケース
　　　６２０　電源基板
　　　６３０　端子
　　　６４０　電子部品
　　　６４１　コンデンサ
　　　６４２　トランス
　　　６４３　コイル
　　　６４４　バリスタ素子
　　　６４５　ダイオード
　　　６４６　トランジスタ
　　　６４７　ＩＣ
　　　６４８　抵抗器
　　　６５０　アース電線
　　　６６０　ボルト
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　　　７００　キャップ
　　　７０１　主板
　　　７１０　係止片
　　　７１１　係止突起
　　　７２０　嵌合片
　　　８０１　天井
　　　８０２　壁面
　　　８０３　床面
　　　８０４　設置溝
　　　８０５　ひさし部
　　　Ｘ１～Ｘｍ　　ＬＥＤ照明装置
　　　Ｙ１－１～ｉ、Ｙ２－１～ｊ、Ｙｍ－１～ｋ　　ＬＥＤ照明ユニット
　　　Ｚ１－１～ｉ、Ｚ２－１～ｊ、Ｚｍ－１～ｋ　　電源モジュール
　　　Ｚ１０　　基板
　　　Ｚ１１　　第１コネクタ
　　　Ｚ１２　　第２コネクタ
　　　Ｚ１３　　電源回路
　　　Ｚ１４Ｌ、Ｚ１４Ｎ　　第１ビア
　　　Ｚ１５Ｌ、Ｚ１５Ｎ　　第２ビア
　　　Ｚ１６　　プリント配線
　　　Ｚ１７　　ケーブル
　　　Ｚ２０　　基板
　　　Ｚ２１　　第１コンタクト
　　　Ｚ２２　　第２コンタクト
　　　Ｚ２３　　電源回路
　　　ＤＭ１　　位相制御型調光器
　　　Ａ１～Ａｍ　ＬＥＤランプ
　　　１　　　基板
　　　１ａ　　上面
　　　３　ＬＥＤモジュール
　　　３Ａ　　面状光源部
　　　４　　　電源基板
　　　５　　　電源部品
　　　６　　　ケース
　　　７　　　口金
　　　１１　　放熱部材
　　　５１　　ＡＣ／ＤＣコンバータ
　　　５２　　他の機能部品
　　　６１　　突出片
　　　７１　　カバー体
　　　７２　　樹脂ブロック
　　　７３　　端子
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