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(57)【要約】
【課題】　天井などへの取り付けが容易なＬＥＤ照明装
置を提供すること。
【解決手段】　複数のＬＥＤモジュール３を備えるＬＥ
Ｄ照明装置Ａ１であって、複数のＬＥＤモジュール３を
支持するＬＥＤ基板２と、複数のＬＥＤモジュール３に
電力供給し、かつＬＥＤ基板２の面内方向においてＬＥ
Ｄ基板２と重ならない部分を有する電源部４と、を備え
る。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＬＥＤチップを備えるＬＥＤ照明装置であって、
　上記複数のＬＥＤチップを支持するＬＥＤ基板と、
　上記複数のＬＥＤチップに電力供給し、かつ上記ＬＥＤ基板の面内方向において上記Ｌ
ＥＤ基板と重ならない部分を有する電源部と、
を備えることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　上記電源部は、第１および第２ユニットを含む、請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　上記第１および第２ユニットは、上記ＬＥＤ基板の面内方向において上記ＬＥＤ基板を
挟んで互いに反対側に位置する、請求項２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項４】
　上記第１ユニットは、上記ＬＥＤ基板と平行である第１電源基板を有し、上記第２ユニ
ットは、上記ＬＥＤ基板と平行である第２電源基板を有する、請求項３に記載のＬＥＤ照
明装置。
【請求項５】
　上記第１および第２ユニットの少なくともいずれかは、上記ＬＥＤ基板の面内方向に長
手方向が含まれるように配置された細長状電気部品を有する、請求項４に記載のＬＥＤ照
明装置。
【請求項６】
　上記第１および第２電源基板のうち上記細長状電気部品が搭載されているものには、上
記細長状電気部品の少なくとも一部を収容する切り欠きが形成されている、請求項５に記
載のＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
　上記ＬＥＤ基板を搭載する搭載面と、上記電源部を収容する電源収容部と、上記複数の
ＬＥＤチップからの光を通過させる出射口と、を有するケースをさらに備える、請求項１
ないし６のいずれかに記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項８】
　上記ケースは、上記出射口が設けられた表面側とは反対側の裏面側に形成された裏面ス
リットを有する、請求項７に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項９】
　上記裏面スリットは、上記ＬＥＤ基板の面内方向において、上記電源収容部とは重なら
ない位置に設けられている、請求項８に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１０】
　上記裏面スリットは、上記ＬＥＤ基板の面内方向において、上記搭載面と重なる位置に
設けられている、請求項８に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１１】
　上記ケースは、上記表面および裏面をつなぐ側面から内方に延びる内部スリットを有す
る、請求項７ないし１０のいずれかに記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１２】
　上記内部スリットは、上記ＬＥＤ基板の面内方向において、上記搭載面および上記電源
収容部とは重ならない位置に設けられている、請求項１１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１３】
　上記電源部につながる１以上のコネクタをさらに備えており、
　上記ケースには、上記コネクタを収容するコネクタ収容部が形成されている、請求項７
ないし１２のいずれかに記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１４】
　２つの上記コネクタを備えており、
　上記ケースは、互いに隣接する２つの上記コネクタ収容部を有する、請求項１３に記載
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のＬＥＤ照明装置。
【請求項１５】
　上記ケースは平面視矩形状であり、
　上記２つのコネクタ収容部は、上記ケースの同一の角につながる２辺に沿って配置され
ており、
　上記ケースには、上記角に設けられており、かつ上記２つのコネクタ収容部を露出させ
るケーブル開口をさらに有する、請求項１４に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１６】
　２つの上記コネクタを備えており、
　上記ケースは平面視円形であり、
　上記コネクタ収容部は、上記２つのコネクタを互いに平行な配置で収容しており、
　上記ケースには、上記角に設けられており、かつ上記２つのコネクタ収容部を露出させ
るケーブル開口をさらに有する、請求項１３に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１７】
　上記ケースを覆い、かつ上記ＬＥＤチップからの光を出射させる開口を有するカバーを
さらに備えており、
　上記カバーは、その上端が被取付け面に接し、または正対している、請求項７ないし１
６のいずれかに記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１８】
　上記カバーの上記開口を有する面と上記上端を有する面とが斜面部分で連なり、
　上記斜面部分の外面と上記被取付け面とがなす角は、鈍角である、請求項１７に記載の
ＬＥＤ照明装置。
【請求項１９】
　上記ケースを覆い、かつ上記ＬＥＤチップからの光を出射させる開口を有するカバーを
さらに備えており、
　上記カバーは、上記ケースとともに被取付け面よりも奥方に位置する埋設部と、上記被
取付け面に係合する額縁部とを有する、請求項７ないし１６のいずれかに記載のＬＥＤ照
明装置。
【請求項２０】
　上記カバーは、上記開口を囲むリフレクタをさらに有する、請求項１９に記載のＬＥＤ
照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、たとえば天井に取り付けられるいわゆるダウンライトとして用いられるＬＥ
Ｄ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図２４は、従来のＬＥＤ照明装置の一例を示している。同図に示されたＬＥＤ照明装置
Ｘは、天井Ｃｅに取り付けられるダウンライトとして用いられる。ＬＥＤ照明装置Ｘは、
ケース９２に複数のＬＥＤモジュール９３が取り付けられている。ＬＥＤモジュール９３
からの光は、リフレクタ９１によってある程度指向性を高められた後にたとえば室内の床
面に向けて照射される。ケース９２には、電源部９４が収容されている。電源部９４は、
たとえば商用の交流１００Ｖ電力を直流２４Ｖ電力に変換し、ＬＥＤモジュール９３に供
給する。
【０００３】
　ＬＥＤ照明装置Ｘは、電源部９４を収容するケース９２が照射方向とは反対側に突出す
る構成となっている。このため、ＬＥＤ照明装置Ｘを天井Ｃｅに取り付けるためには、天
井Ｃｅに開口Ｏｐを設ける必要があり、手間がかかる。また、いったん開口Ｏｐを設けた
後には、ＬＥＤ照明装置Ｘの取り付け位置が適切でなかったと判明しても、その位置をず
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らすことは非常に困難である。あるいは、ＬＥＤ照明装置Ｘを取り付けるのに好適な位置
であっても、天井Ｃｅの内部に強固な梁があると、開口Ｏｐを設けることができない。そ
のため、次善の位置にＬＥＤ照明装置Ｘを設置せざるを得ない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００９－６４６３６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、上記した事情のもとで考え出されたものであって、天井などへの取り付けが
容易なＬＥＤ照明装置を提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によって提供されるＬＥＤ照明装置は、複数のＬＥＤチップを備えるＬＥＤ照明
装置であって、上記複数のＬＥＤチップを支持するＬＥＤ基板と、上記複数のＬＥＤチッ
プに電力供給し、かつ上記ＬＥＤ基板の面内方向において上記ＬＥＤ基板と重ならない部
分を有する電源部と、を備えることを特徴としている。
【０００７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記電源部は、第１および第２ユニットを含
む。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１および第２ユニットは、上記ＬＥＤ
基板の面内方向において上記ＬＥＤ基板を挟んで互いに反対側に位置する。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１ユニットは、上記ＬＥＤ基板と平行
である第１電源基板を有し、上記第２ユニットは、上記ＬＥＤ基板と平行である第２電源
基板を有する。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１および第２ユニットの少なくともい
ずれかは、上記ＬＥＤ基板の面内方向に長手方向が含まれるように配置された細長状電気
部品を有する。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１および第２電源基板のうち上記細長
状電気部品が搭載されているものには、上記細長状電気部品の少なくとも一部を収容する
切り欠きが形成されている。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ＬＥＤ基板を搭載する搭載面と、上記電
源部を収容する電源収容部と、上記複数のＬＥＤチップからの光を通過させる出射口と、
を有するケースをさらに備える。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースは、上記出射口が設けられた表面
側とは反対側の裏面側に形成された裏面スリットを有する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記裏面スリットは、上記ＬＥＤ基板の面内
方向において、上記電源収容部とは重ならない位置に設けられている。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記裏面スリットは、上記ＬＥＤ基板の面内
方向において、上記搭載面と重なる位置に設けられている。
【００１６】
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　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースは、上記表面および裏面をつなぐ
側面から内方に延びる内部スリットを有する。
【００１７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記内部スリットは、上記ＬＥＤ基板の面内
方向において、上記搭載面および上記電源収容部とは重ならない位置に設けられている。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記電源部につながる１以上のコネクタをさ
らに備えており、上記ケースには、上記コネクタを収容するコネクタ収容部が形成されて
いる。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、２つの上記コネクタを備えており、上記ケー
スは、互いに隣接する２つの上記コネクタ収容部を有する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースは平面視矩形状であり、上記２つ
のコネクタ収容部は、上記ケースの同一の角につながる２辺に沿って配置されており、上
記ケースには、上記角に設けられており、かつ上記２つのコネクタ収容部を露出させるケ
ーブル開口をさらに有する。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、２つの上記コネクタを備えており、上記ケー
スは平面視円形であり、上記コネクタ収容部は、上記２つのコネクタを互いに平行な配置
で収容しており、上記ケースには、上記角に設けられており、かつ上記２つのコネクタ収
容部を露出させるケーブル開口をさらに有する。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースを覆い、かつ上記ＬＥＤチップか
らの光を出射させる開口を有するカバーをさらに備えており、上記カバーは、その上端が
被取付け面に接し、または正対している。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記カバーの上記開口を有する面と上記上端
を有する面とが斜面部分で連なり、上記斜面部分の外面と上記被取付け面とがなす角は、
鈍角である。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースを覆い、かつ上記ＬＥＤチップか
らの光を出射させる開口を有するカバーをさらに備えており、上記カバーは、上記ケース
とともに被取付け面よりも奥方に位置する埋設部と、上記被取付け面に係合する額縁部と
を有する。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記カバーは、上記開口を囲むリフレクタを
さらに有する。
【００２６】
　このような構成によれば、上記ＬＥＤ照明装置を比較的扁平な形状とすることができる
。これにより、天井に開口などを設けることなく上記ＬＥＤ照明装置を取り付けることが
可能である。したがって、上記ＬＥＤ照明装置は、取り付け作業が容易である。また、い
ったん取り付けた上記ＬＥＤ照明装置の位置が適切でない場合には、好適な位置に容易に
移動させることができる。また、天井に開口を設ける場合であっても、天井の奥方に埋設
される部分の高さを低くすることができる。これにより、天井奥方に確保すべき設置スペ
ースを縮小することが可能である。
【００２７】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
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【００２８】
【図１】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２】図１に示すＬＥＤ照明装置を示す分解斜視図である。
【図３】図１のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図４】図１に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す平面図である。
【図５】図１に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す底面図である。
【図６】図１に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す平面図である。
【図７】図１に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す底面図である。
【図８】図１に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースおよび電源部を示す平面図である。
【図９】図１に示すＬＥＤ照明装置の裏ケース、電源部、ＬＥＤ基板、およびＬＥＤモジ
ュールを示す平面図である。
【図１０】図１に示すＬＥＤ照明装置のＬＥＤ基板およびＬＥＤモジュールを示す平面図
である。
【図１１】図１に示すＬＥＤ照明装置のＬＥＤモジュールを示す平面図である。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿う断面図である。
【図１３】図１に示すＬＥＤ照明装置の電源部の第１ユニットを示す平面図である。
【図１４】図１に示すＬＥＤ照明装置の電源部の第１ユニットを示す平面図である。
【図１５】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１６】図１５に示すＬＥＤ照明装置を示す分解斜視図である。
【図１７】図１５のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿う断面図である。
【図１８】図１５に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す平面図である。
【図１９】図１５に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す底面図である。
【図２０】図１５に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す平面図である。
【図２１】図１５に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す底面図である。
【図２２】図１５に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースおよび電源部を示す平面図である。
【図２３】図１５に示すＬＥＤ照明装置の裏ケース、電源部、ＬＥＤ基板、およびＬＥＤ
モジュールを示す平面図である。
【図２４】本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。
【図２５】図２４に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す平面図である。
【図２６】図２４に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す底面図である。
【図２７】図２４に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す平面図である。
【図２８】図２４に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す底面図である。
【図２９】図２４に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースおよび電源部を示す平面図である。
【図３０】本発明の第１ないし第３実施形態に基づくＬＥＤ照明装置の変形例を示す斜視
図である。
【図３１】本発明の第１ないし第３実施形態に基づくＬＥＤ照明装置の他の変形例を示す
側面図である。
【図３２】本発明の第１ないし第３実施形態に基づくＬＥＤ照明装置の他の変形例を示す
平面図である。
【図３３】本発明の第１ないし第３実施形態に基づくＬＥＤ照明装置のさらに他の変形例
を示す断面図である。
【図３４】本発明の第４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３４に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す平面図である。
【図３６】図３４に示すＬＥＤ照明装置の表ケースを示す底面図である。
【図３７】図３４に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す平面図である。
【図３８】図３４に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースを示す底面図である。
【図３９】図３４に示すＬＥＤ照明装置の裏ケースおよび電源部を示す平面図である。
【図４０】従来のＬＥＤ照明装置の一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
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　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。
【００３０】
　図１～図３は、本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示している。本実施形
態のＬＥＤ照明装置Ａ１は、ケース１、ＬＥＤ基板２、複数のＬＥＤモジュール３、電源
部４、および透過板５を備えており、たとえば天井Ｃｅに取り付けられるダウンライトと
して用いられる。なお、図３以外の図においては、透過板５を理解の便宜上省略している
。
【００３１】
　ケース１は、全体が薄型の直方体形状であり、表ケース１Ａおよび裏ケース１Ｂによっ
て構成されている。表ケース１Ａおよび裏ケース１Ｂは、たとえばアルミ製である。ケー
ス１は、平面視寸法が９８ｍｍ角程度、厚さが１６ｍｍ程度とされている。
【００３２】
　図４および図５に示すように、表ケース１Ａには、出射口１１、第１電源収容凹部１３
１Ａ、および第２電源収容凹部１３２Ａが形成されている。出射口１１は、表ケース１Ａ
のほぼ中央に形成されており、複数のＬＥＤモジュール３からの光を通過させるためのも
のであり、その直径がたとえば５０ｍｍとされている。図３に示すように、出射口１１は
、表ケース１Ａの表側から若干内方に奥まった部分に形成されている。図４および図５に
示すように、第１電源収容凹部１３１Ａおよび第２電源収容凹部１３２Ａは、表ケース１
Ａの対角線方向において出射口１１を挟んで互いに反対側に配置されている。第１電源収
容凹部１３１Ａおよび第２電源収容凹部１３２Ａは、いずれも略五角形とされており、そ
の深さが５．６ｍｍ程度とされている。
【００３３】
　図６および図７に示すように、裏ケース１Ｂには、搭載台１２、裏面スリット１４、第
１電源収容凹部１３１Ｂ、および第２電源収容凹部１３２Ｂが形成されている。搭載台１
２は、裏ケース１Ｂのほぼ中央に形成されており、平面視略正方形状とされている。搭載
台１２は、搭載面１２ａを有している。搭載面１２ａには、ＬＥＤ基板２が搭載される。
第１電源収容凹部１３１Ｂおよび第２電源収容凹部１３２Ｂは、裏ケース１Ｂの対角線方
向において搭載台１２を挟んで互いに反対側に配置されている。第１電源収容凹部１３１
Ｂおよび第２電源収容凹部１３２Ｂは、いずれも略五角形状とされており、その深さが７
．４ｍｍ程度とされている。裏面スリット１４は、裏ケース１Ｂのうち搭載台１２、第１
電源収容凹部１３１Ｂ、および第２電源収容凹部１３２Ｂとは反対側の面に形成されてい
る。本実施形態においては、裏面スリット１４は、平面視において搭載台１２、第１電源
収容凹部１３１Ｂ、および第２電源収容凹部１３２Ｂとは重ならない位置に形成されてい
る。個々の裏面スリット１４は、裏ケース１Ｂの対角線方向に延びており、幅が１．５ｍ
ｍ程度、深さが５ｍｍ程度とされている。
【００３４】
　図２に示すように、表ケース１Ａと裏ケース１Ｂとは、互いに重ねあわされることによ
り、ケース１を構成する。図２および図３に示すように、第１電源収容凹部１３１Ａ，１
３１Ｂによって、第１電源収容部１３１が構成され、第２電源収容凹部１３２Ａ，１３２
Ｂによって、第２電源収容部１３２が構成される。
【００３５】
　ＬＥＤ基板２は、複数のＬＥＤモジュール３が実装されており、図１０に示すように基
材２１および配線パターン２２からなる。基材２１は、たとえば高熱伝導率のフィラーが
混入されることにより比較的熱伝導率が良好とされたガラスエポキシ樹脂からなる。配線
パターン２２は、基材２１上に形成されており、複数のＬＥＤモジュール３を互いに導通
させるためのものである。複数のＬＥＤモジュール３が実装されている領域は、直径５０
～６０ｍｍ程度の円形領域である。
【００３６】
　図１１および図１２に示すように、ＬＥＤモジュール３は、ＬＥＤチップ３１、樹脂パ
ッケージ３２、基板３３、および１対の実装端子３４を備えている。ＬＥＤモジュール３
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は、幅が０．８ｍｍ、長さが１．６ｍｍ、厚さが０．５ｍｍ程度とされており、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。
【００３７】
　基板３３は、平面視略矩形状であり、たとえばガラスエポキシ樹脂からなる絶縁基板で
ある。基板３３の表面には、ＬＥＤチップ３１が搭載されている。基板３３の裏面には、
１対の実装端子３４が形成されている。基板３３の厚さは、０．０８～０．１ｍｍ程度と
されている。ＬＥＤチップ３１は、ＬＥＤモジュール３の光源であり、たとえば可視光を
発光可能とされている。樹脂パッケージ３２は、ＬＥＤチップ３１を保護するためのもの
である。樹脂パッケージ３２は、ＬＥＤチップ３１からの光に対して透光性を有するたと
えばエポキシ樹脂、またはＬＥＤチップ３１からの光によって励起されることにより異な
る波長の光を発する蛍光物質を含む透光樹脂を用いてモールド成形されている。たとえば
、ＬＥＤチップ３１からの青色光と、樹脂パッケージ３２に含まれる上記蛍光物質からの
黄色光を混色させることにより、ＬＥＤモジュール３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。
【００３８】
　本実施形態においては、６０３個のＬＥＤモジュール３がＬＥＤ基板２に千鳥状に配置
されている。複数のＬＥＤモジュール３を発光させる電源仕様は、各ＬＥＤチップ３１の
電圧Ｖｆが３．０Ｖ程度、電流Ｉｆが４．０ｍＡ程度である。高密度に実装された複数の
ＬＥＤモジュール３が発光すると、肉眼では複数の点光源の集合とは視認されず、面発光
しているように視認される。すなわち、複数のＬＥＤモジュール３が実装された領域は、
面状光源部を構成している。
【００３９】
図２、図３および図９に示すように、ＬＥＤ基板２は、複数のＬＥＤモジュール３が取り
付けられている面とは反対側の面が、裏ケース１Ｂの搭載面１２ａに搭載されている。図
１に示すように、複数のＬＥＤモジュール３は、開口１１を通して外部に臨んでいる。
【００４０】
　電源部４は、たとえば商用の交流１００Ｖ電力を直流２４Ｖ電力に変換し、複数のＬＥ
Ｄモジュール３に供給するものである。図１３および図１４に示すように、本実施形態に
おいては、電源部４は、第１ユニット４１および第２ユニット４２によって構成されてい
る。
【００４１】
　図１４に示すように、第１ユニット４１は、第１電源基板４１１および複数の電気部品
４１２からなる。第１電源基板４１１は、平面視略矩形状であり、たとえばガラスエポキ
シ樹脂からなる。電源基板４１１には、切り欠き４１１ａが形成されている。複数の電気
部品４１２は、電源部４の機能を実現するための構成部品である。複数の電気部品４１２
のうち、電気部品４１２Ａは、コンデンサであり、本体４１２Ａａおよびリード４１２Ａ
ｂを有する。本体４１２Ａａは、細長の円柱形状である。リード４１２Ａｂは、本体４１
２Ａａから突出している。本実施形態においては、本体４１２Ａａは、その長手方向が第
１電源基板４１１と平行となる姿勢で実装されており、その一部が切り欠き４１１ａに収
容されている。リード４１２Ａｂは、図３に示すように、略直角に折り曲げられており、
その先端が第１電源基板４１１にたとえばハンダ付けされている。電気部品４１２Ａは、
本発明で言う細長状電気部品の一例である。また、図１４に示す電気部品４１２Ｂは、サ
ージアブソーバであり、過大な電圧からその他の電気部品４１２，４２２を保護する機能
を果たす。
【００４２】
　図１３に示すように、第２ユニット４２は、第２電源基板４２１および複数の電気部品
４２２からなる。第２電源基板４２１は、平面視略五角形状であり、たとえばガラスエポ
キシ樹脂からなる。複数の電気部品４２２のうち、電気部品４２２Ａはコイルであり、電
気部品４２２Ｂは、スイッチング用途に用いられるパワーＭＯＳＦＥＴであり、電気部品
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４２２Ｃは、ＬＥＤモジュール３を駆動するためのドライバＩＣである。
【００４３】
　図２、図３および図８に示すように、第１ユニット４１および第２ユニット４２は、複
数のＬＥＤモジュール３（搭載台１２）を挟んでケース１の対角線方向において互いに反
対側に配置されている。第１ユニット４１は、第１電源収容部１３１に収容されており、
第２ユニット４２は、第２電源収容部１３２に収容されている。
【００４４】
　透過板５は、半透明、もしくは透明なガラス板からなり、ＬＥＤモジュール３からの光
を透過させる。図３に示すように、透過板５は、開口１１とＬＥＤ基板２との間に設けら
れている。
【００４５】
　次に、ＬＥＤ照明装置Ａ１の作用について説明する。
【００４６】
　本実施形態によれば、電源部４が複数のＬＥＤモジュール３に対してＬＥＤ基板２の面
内方向に並んで配置されている。このため、ＬＥＤ照明装置Ａ１は、平面視形状が９８ｍ
ｍ角程度であるのに対し、厚さが１６ｍｍ程度と非常に扁平な外形とされている。図３に
示すように、ＬＥＤ照明装置Ａ１は、天井Ｃｅに開口などを設けることなく取り付けるこ
とが可能である。したがって、ＬＥＤ照明装置Ａ１は、取り付け作業が容易である。また
、いったん取り付けたＬＥＤ照明装置Ａ１の位置が適切でない場合には、好適な位置に容
易に移動させることができる。
【００４７】
　電源部４を第１ユニット４１および第２ユニット４２によって構成することにより、複
数のＬＥＤモジュール３を挟んで電源部４を平面視において比較的コンパクトに配置する
ことが可能である。これは、ＬＥＤ照明装置Ａ１の小型化に有利である。
【００４８】
　細長である電気部品４１２Ａを第１電源基板４１１に対して平行に配置することにより
、ＬＥＤ照明装置Ａ１の薄型化を図ることができる。第１電源基板４１１の切り欠き４１
１ａに電気部品４１２Ａの一部を収容することにより、ＬＥＤ照明装置Ａ１の小型化をさ
らに促進することができる。
【００４９】
　複数のＬＥＤモジュール３から発生した熱は、搭載面１２ａを有する搭載台１２へと速
やかに伝達される。これにより、複数のＬＥＤモジュール３が高温によって劣化してしま
うことを回避することができる。裏ケース１Ｂの裏面スリット１４は、搭載台１２に伝え
られた熱を、外気へと放散するのに好適である。特に、ＬＥＤ照明装置Ａ１が天井Ｃｅに
取り付けられた場合、裏面スリット１４は、天井Ｃｅと裏ケース１Ｂとの間に外気を導入
する機能を果たす。これは、放熱促進に好ましい。
【００５０】
　裏面スリット１４は、電源収容部４とは重ならない位置に設けられている。これにより
、裏ケース１Ｂのうち裏面スリット１４が設けられている比較的厚肉となっている部分と
電源部４とは重ならない。これは、ＬＥＤ照明装置Ａ１の薄型化に適している。
【００５１】
　図１５～図２３は、本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示している。図１
５、図１６および図２１に示すように、本実施形態のＬＥＤ照明装置Ａ２は、内部スリッ
ト１５を有している点、および裏面スリット１４が設けられている箇所が、上述した実施
形態と異なっている。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。
【００５２】
　図１５に示すように、ケース１には、内部スリット１５が形成されている。内部スリッ
ト１５は、ケース１の側面から内部に向かって延びるように形成されている。図１６およ
び図１９に示すように、表ケース１Ａには、半スリット１５Ａが形成されている。半スリ
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ット１５Ａは、開口１１、第１電源収容凹部１３１Ａおよび第２電源収容凹部１３２Ａを
避けた位置に設けられており、開口１１を挟んで表ケース１Ａの対角線方向において両側
に分割して形成されている。個々の半スリット１５Ａは、幅が２．５ｍｍ程度、深さが４
．６ｍｍ程度とされている。図１６および図２０に示すように、裏ケース１Ｂには、半ス
リット１５Ｂが形成されている。半スリット１５Ｂは、搭載台１２、第１電源収容凹部１
３１Ｂおよび第２電源収容凹部１３２Ｂを避けた位置に設けられており、搭載台１２を挟
んで裏ケース１Ｂの対角線方向において両側に分割して形成されている。個々の半スリッ
ト１５Ｂは、幅が２．５ｍｍ程度、深さが５ｍｍ程度とされている。
【００５３】
　図１５、図１６、図１９および図２０から理解されるように、表ケース１Ａと裏ケース
１Ｂとを合体させると、半スリット１５Ａと半スリット１５Ｂとが平面視においてちょう
ど重なり合う。これにより、半スリット１５Ａと半スリット１５Ｂとによって、内部スリ
ット１５が構成される。
【００５４】
　図２１に示すように、本実施形態においては、裏面スリット１４が、搭載台１２の裏側
にあたる部分にも形成されている。すべての裏面スリット１４は、裏ケース１Ｂの対角線
方向に延びるように形成されている。
【００５５】
　本実施形態によっても、天井Ｃｅに開口などを設けることなくＬＥＤ照明装置Ａ２を取
り付けることが可能であり、取り付け作業が容易である。また、いったん取り付けたＬＥ
Ｄ照明装置Ａ２の位置が適切でない場合には、好適な位置に容易に移動させることができ
る。
【００５６】
　また、内部スリット１５を設けることにより、外気への放熱をさらに促進することがで
きる。内部スリット１５は、搭載台１２および電源部４とは重ならない位置に設けられて
いる。これにより、放熱を促進しつつ、ＬＥＤ照明装置Ａ２の厚くなってしまうことを回
避可能である。搭載台１２の裏側に裏面スリット１４を設けることによっても、搭載台１
２に伝わった熱をより放散させることが期待できる。
【００５７】
　図２４は、本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示している。本実施形態の
ＬＥＤ照明装置Ａ３は、図２６および図２７に示すようにケース１に２つのコネクタ収容
部１３３が形成されている点が上述した実施形態と異なっている。
【００５８】
　図２５に示す方向から見た表ケース１Ａの形状は、上述した実施形態の表ケース１と同
様である。図２６に示すように、表ケース１Ａには、２つのコネクタ収容凹部１３３Ａが
形成されている。コネクタ収容凹部１３３Ａは、図２４に示すコネクタ４３がちょうど収
容される程度の平面視寸法とされている。２つのコネクタ収容凹部１３３Ａは、表ケース
１Ａのうち同一の角につながる２辺に沿って配置されており、この角に近接している。
【００５９】
　図２７に示すように、裏ケース１Ｂには、２つのコネクタ収容凹部１３３Ｂが形成され
ている。コネクタ収容凹部１３３Ｂは、図２４に示すコネクタ４３がちょうど収容される
程度の平面視寸法とされている。２つのコネクタ収容凹部１３３Ｂは、裏ケース１Ｂのう
ち同一の角につながる２辺に沿って配置されており、この角に近接している。
【００６０】
　各収容凹部１３３Ａと各収容凹部１３３Ｂとは、互いに合体することにより各コネクタ
収容部１３３を構成している。図２４に示すように、ケース１には、ケーブル開口１６が
形成されている。ケーブル開口１６は、２つのコネクタ凹部１３３を露出させており、外
部からのケーブルＣｂをコネクタ４３へ接続するためのアクセスを確保している。
【００６１】
　図２９に示すように、ＬＥＤ基板２および電源部４の配置は、図９に示した構成と同様
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である。２つのコネクタ収容凹部１３３Ｂ（コネクタ収容部１３３）には、それぞれコネ
クタ４３が収容されている。各コネクタ４３からはケーブル４４がつながっている。ケー
ブル４４は、電源部４に接続されている。
【００６２】
　本実施形態によっても、天井Ｃｅに開口などを設けることなくＬＥＤ照明装置Ａ３を取
り付けることが可能であり、取り付け作業が容易である。また、ＬＥＤ照明装置Ａ３の側
方からケーブルＣｂを差し込むことが可能である。このため、ケーブルＣｂを天井Ｃｅに
沿わせることが可能であり、ケーブルＣｅを通すための穴を天井Ｃｅにわざわざ設ける必
要が無い。
【００６３】
　図３０は、ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３の変形例を示している。この変形例においては、
ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３を収容するカバー５１をさらに備えている。カバー５１には、
ＬＥＤチップ２からの光を通す円形の開口５１ａが形成されている。カバー５１は、全体
として平面視矩形状であり、比較的薄型の箱状である。カバー５１の上端縁は、天井Ｃｅ
に接しているか、あるいはごくわずかな隙間を隔てて正対している。カバー５１は、開口
５１ａが形成された平面部分と、この平面部分を囲む４つの斜面部分を有している。斜面
部分の外面が天井Ｃｅとなす角は鈍角であり、本実施形態においては、１３５度程度であ
る。このような変形例によれば、放熱効果を促進する裏面スリット１４などが形成されて
いても、外観には現れない。したがって、天井Ｃｅの外観をよりスマートな印象を与えう
るものとすることができる。
【００６４】
　図３１および図３２は、ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３の他の変形例を示している。この変
形例においては、ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３を収容するカバー５１と金具５２をさらに備
えている。カバー５１には、ＬＥＤチップ２からの光を通す円形の開口５１ａが形成され
ている。また、カバー５１は、埋設部５１ｂ、額縁部５１ｃを有している。埋設部５１ｂ
は、ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３を収容しており、天井Ｃｅの奥方に埋設される。額縁部５
１ｃは、平面視矩形の環状であり、埋設部１５ｂの周縁につながっている。額縁部５１ｃ
は、天井Ｃｅに係合している。金具５２は、帯状の金属板を折り曲げ加工することによっ
て形成されており、天井面Ｃｅからカバー５１が抜け出ることを防止する。
【００６５】
　ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３は、上述したとおり比較的薄型である。このため、天井Ｃｅ
に埋設する部分の大きさは、従来のダウンライトと比べると顕著に小さい。このため、天
井Ｃｅの奥方に確保すべき収容スペースが小さくて済む。これにより、同じ高さの建築物
であっても、床面（図示略）から天井Ｃｅまでの高さをより高くすることができる。
【００６６】
　図３３は、ＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３の他の変形例を示している。この変形例において
は、カバー５１にリフレクタ５１ｄが設けられている点が、上述した変形例と異なってい
る。リフレクタ５１ｄは、パラボラ状であり、複数のＬＥＤチップ２からの光の指向性を
高める。また、リフレクタ５１ｄとＬＥＤ照明装置Ａ１～Ａ３の間には、透過板５３が配
置されている。透過板５３は、たとえばアクリル樹脂からなる。
【００６７】
　このような変形例によれば、より指向性が高められた光を出射可能であり、たとえば床
面などのより狭い領域を集中的に照らすことができる。また、リフレクタ５１ｄを備えて
いるものの、従来のダウンライトと比べると依然として高さが顕著に低い。このため、天
井Ｃｅの奥方に確保すべき収容スペースが小さくて済む。
【００６８】
　図３４は、本発明の第４実施形態に基づくＬＥＤ照明装置を示している。本実施形態の
ＬＥＤ照明装置Ａ４は、平面視円形状である点が上述した実施形態と異なっている。図３
５～図３８に示すように、表ケース１Ａおよび裏ケース１Ｂも平面視円形状である。本実
施形態においては、第１電源収容部１３１と第２電源収容部１３２とがケース１の周方向
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における位置がほぼ９０度ずれた方位とされている。また、図３９に示すように、コネク
タ収容部１３３は、２つのコネクタ４３を並列に収容している。
【００６９】
　本実施形態によっても、天井Ｃｅに開口などを設けることなくＬＥＤ照明装置Ａ３を取
り付けることが可能であり、取り付け作業が容易である。また、ＬＥＤ照明装置Ａ３の側
方からケーブルＣｂを差し込むことが可能である。このため、ケーブルＣｂを天井Ｃｅに
沿わせることが可能であり、ケーブルＣｅを通すための穴を天井Ｃｅにわざわざ設ける必
要が無い。なお、本実施形態のＬＥＤ照明装置Ａ４について、図３１～図３３に示す変形
例を適用してもよい。
【００７０】
　本発明に係るＬＥＤ照明装置は、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明
に係るＬＥＤ照明装置の各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【符号の説明】
【００７１】
Ａ１，Ａ２，Ａ３，Ａ４　ＬＥＤ照明装置
１　　　ケース
１Ａ　　表ケース
１Ｂ　　裏ケース
２　　　ＬＥＤ基板
３　　　ＬＥＤモジュール
４　　　電源部
５　　透過板
１１　　出射口
１２　　搭載台
１２ａ　搭載面
１３　　電源収容部
１３１　第１電源収容部
１３２　第２電源収容部
１３３　コネクタ収容部
１４　　裏面スリット
１５　　内部スリット
１５Ａ，１５Ｂ　半スリット
１６　　ケーブル開口
２１　　基材
２２　　配線パターン
３１　　ＬＥＤチップ
３２　　樹脂パッケージ
３３　　基板
３４　　実装端子
４１　　第１ユニット
４２　　第２ユニット
４１１　第１電源基板
４１１ａ　切り欠き
４１２　第２電源基板
４１２，４２２　電気部品
４２２Ａ　コンデンサ（細長状電気部品）
４２２Ａａ　本体
４２２Ａｂ　リード
４３　　コネクタ
４４　　ケーブル
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５１　　カバー
５１ａ　開口
５１ｂ　埋設部
５１ｃ　額縁部
５１ｄ　リフレクタ
５２　　金具
５３　　透過板

【図１】 【図２】
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