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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
収納凹部を有する金属製のベース部と上記収納凹部の開口面を覆うレンズ部とによって画
成された灯具空間内に光源部を備えた室内照明灯であって、
　上記光源部は同一の実装基板上に発光ダイオード（以下、「ＬＥＤ」という）と該ＬＥ
Ｄの点灯回路とが実装されて形成され、
　上記ベース部とレンズ部との間に上記ＬＥＤの光をレンズ部の一部に対して遮蔽する遮
蔽部材が配置され、
　上記実装基板上の点灯回路は、上記ベース部と上記遮蔽部材とによって囲まれており、
　上記遮蔽部材の透光部を除く部分は少なくとも一方の面が金属によって覆われている
　ことを特徴とする室内照明灯。
【請求項２】
上記遮蔽部材のレンズ部に対面した側には上記実装基板に実装されたＬＥＤと異なる発光
色のＬＥＤが搭載されている
　ことを特徴とする請求項１に記載の室内照明灯。
【請求項３】
上記実装基板及びベース部は熱伝導性の良好な材料で形成されると共にベース部にはヒー
トシンクを備える
　ことを特徴とする請求項１又は請求項２に記載の室内照明灯。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は新規な室内照明灯に関する。詳しくは、発光ダイオード（以下、「ＬＥＤ」と
いう）を光源とする室内照明灯の点灯回路を含めた設置スペースを小さくする技術に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　小型で消費電力が小さい、発熱量が少ない、長寿命である、等々の利点により、小型の
照明灯、例えば、自動車の室内の照明の用に供する室内照明灯の光源に白熱電球に替えて
ＬＥＤを使用する例が増えている。
【０００３】
　ところで、ＬＥＤを光源として使用するためには、バッテリー電源を単に減圧してＬＥ
Ｄに印可すれば足りるものではなく、相応の回路部品を使用した点灯回路を必要とする。
そこで、従来のＬＥＤを光源とした室内照明灯にあっては、ベース部とレンズ部とによっ
て画成された灯具空間内にＬＥＤを配置してなる主要部の外側に点灯回路を配置し、灯具
空間内のＬＥＤと点灯回路との間を配線していた。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、自動車や航空機等の移動手段に上記した従来の室内照明灯を設置する場合、
点灯回路を電磁的にシールドして電磁的ノイズが外部に輻射することを防止する必要があ
る。すなわち、近時の自動車や航空機においては制御手段としてマイクロコンピュータ等
微弱電流で動作する電子部品を多数使用しているため、点灯回路から輻射される電磁的ノ
イズがこれら電子部品の誤動作を招かないように対策する必要があるからである。
【０００５】
　そのため、従来のＬＥＤを光源とした室内照明灯にあっては、主要部の外側に点灯回路
及びそれを電磁的にシールドするための遮蔽ボックスとの配置スペースを必要とし、主要
部の外側にかなり大きな空間を必要とし、且つ、設置前の部品管理及び設置のための作業
工数が余分に必要となり、これらが、室内照明灯のコストを増大させる要因となっていた
。
【０００６】
　本発明は、上記した問題に鑑みて、点灯回路を含めた設置スペースを小さくすることを
課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明室内照明灯は、上記した課題を解決するために、収納凹部を有する金属製のベー
ス部と上記収納凹部の開口面を覆うレンズ部とによって画成された灯具空間内に光源部を
備え、上記光源部は同一の実装基板上にＬＥＤと該ＬＥＤの点灯回路とが実装されて形成
され、上記ベース部とレンズ部との間に上記ＬＥＤの光をレンズ部の一部に対して遮蔽す
る遮蔽部材が配置され、上記実装基板上の点灯回路は、上記ベース部と上記遮蔽部材とに
よって囲まれており、上記遮蔽部材の透光部を除く部分は少なくとも一方の面が金属によ
って覆われている。
【０００８】
　従って、本発明室内照明灯にあっては、点灯回路を含む光源部が金属部材によってほぼ
覆われる。
【発明の効果】
【０００９】
　本発明室内照明灯は、収納凹部を有する金属製のベース部と上記収納凹部の開口面を覆
うレンズ部とによって画成された灯具空間内に光源部を備えた室内照明灯であって、上記
光源部は同一の実装基板上に発光ダイオードＬＥＤと該ＬＥＤの点灯回路とが実装されて
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形成され、上記ベース部とレンズ部との間に上記ＬＥＤの光をレンズ部の一部に対して遮
蔽する遮蔽部材が配置され、上記実装基板上の点灯回路は、上記ベース部と上記遮蔽部材
とによって囲まれており、上記遮蔽部材の透光部を除く部分は少なくとも一方の面が金属
によって覆われていることを特徴とする。
【００１０】
　従って、本発明室内照明灯にあっては、点灯回路を含む光源部が金属部材、すなわち、
金属で形成されたベース部及び透光部を除く部分は少なくとも一方の面が金属によって覆
われている遮蔽部材によってほぼ覆われるので、ほぼ電磁的にシールされ、従って、ベー
ス部とレンズ部とによって囲まれている主要部の外部で点灯回路を電磁的にシールドした
状態で配置する必要が無く、設置スペースが小さくて済み、さらに、設置前の部品管理及
び設置のための作業工数が簡略化されて、コストの低減に寄与する。
【００１１】
　請求項２に記載した発明にあっては、上記遮蔽部材のレンズ部に対面した側には上記実
装基板に実装されたＬＥＤと異なる発光色のＬＥＤが搭載されているので、異なる発光色
のＬＥＤを光源として追加することによって演色性が向上し、また、異なる発光色のＬＥ
Ｄを限られた空間内に配置することができる。
【００１２】
　請求項３に記載した発明にあっては、上記実装基板及びベース部は熱伝導性の良好な材
料で形成されると共にベース部にはヒートシンクを備えるので、ＬＥＤや点灯回路から発
生した熱を効率的に放熱することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下に、本発明室内照明灯を実施するための最良の形態を添付図面を参照して説明する
。
【００１４】
　室内照明灯１はハウジング１０を備え、該ハウジング１０が天井、壁等のパネルへ固定
され、このハウジング１０に他の部材が傾動及び／又は回転可能に支持される。ハウジン
グ１０は上下幅の大きな環状をしており、内側面１１及び外側面１２は球面の一部を為す
ように形成されている。ハウジング１０の下端部には外方に突出した係合縁１３が全周に
亘って形成されている。そして、天井、壁等のパネル（図示しない）に形成された取付孔
の開口縁に上記係合縁１３が係合した状態で、ハウジング１０がパネルに取り付けられる
。
【００１５】
　上記ハウジング１０に本体部、ロッキング部材及びリングバネが傾動及び／又は回転可
能に支持される。
【００１６】
　本体部２０は、ベース部３０と該ベース部３０の上方に位置したヒートシンク部４０と
上記ベース部３０に取り付けられるレンズ部５０とを備える。
【００１７】
　なお、投光型灯具において向きを示す場合、照射方向を前方とするのが通常であるが、
室内照明灯１が天井パネルに設置される場合を想定して、説明の便宜上、照射方向を下方
として示す。
【００１８】
　上記ベース部３０は、熱伝導性が良好な金属で形成され、ほぼ円環状を成し上端が閉塞
され下方に開口された主部３１と該主部３１の上面の中心部から上方へ突出された円筒部
３２とが一体に形成されて成る。上記主部３１の内面の上下方向におけるほぼ中間の位置
には下向きの段差面３３が形成されている。
【００１９】
　上記ヒートシンク部４０は中心部に形成された圧入孔４１を有し、また、多数の放熱羽
根４２、４２、・・・を備える。そして、上記ベース部３０の円筒部３２が下方からヒー
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トシンク部４０の圧入孔４１に圧入され、これによって、ベース部３０とヒートシンク部
４０とが結合される。
【００２０】
　レンズ部５０は透光性材料、例えば、ポリカーボネート、アクリル樹脂等の透明な合成
樹脂で形成され、ほぼ円環状をした外周部５１と該外周部５１の下端面を覆うレンズ作用
部５２とが一体に形成されている。上記レンズ作用部５２には中央部に下方へほぼ半球状
に突出した中央投光部５３と、周縁部で全周に亘って下方へ突出するように形成された突
縁部５４と、該突縁部５４と中央投光部５３との間の部分で周方向に適当に間隔を置いて
形成され下方へほぼ半球状に突出した小投光部５５、５５、・・・とが形成されている。
【００２１】
　上記レンズ部５０はその外周部５１が上記ベース部３０にその主部３１に下方から外嵌
された状態で取り付けられ、これによって、ベース部３０とレンズ部５０とによって画成
された灯具空間２１が形成される。
【００２２】
　上記灯具空間２１内に光源部６０、第１の遮蔽板７０及び第２の遮蔽板８０が配置され
る。
【００２３】
　光源部６０は実装基板６１の下面の中心部にＬＥＤ６２が実装されると共に、各種電子
部品によって構成される点灯回路６３が実装基板６１の下面に実装されて成る。そして、
実装基板６１は上記ベース部３０の主部３１の上面に固定される。なお、点灯回路６３は
円筒部３２及びヒートシンク部４０の圧入孔４１を通って外部へ導出された図示しない配
線によって外部の電源部と接続される。
【００２４】
　第１の遮蔽板７０は中心に制限孔７１が形成されたほぼドーナーツ状をしており、また
、第１の遮蔽板７０の下面には上記ＬＥＤ６２とは異なる発光色で発光するＬＥＤ７２、
７２、・・・が周方向に間隔を置いて形成されている。この第１の遮蔽板７０はその外周
縁が上記ベース部３０の内側の段差面３３に当接した状態で灯具空間２１内の上下方向に
おけるほぼ中間位置に支持されている。なお、７３、７３、・・・は上記実装基板６１上
の点灯回路６３とＬＥＤ７２、７２、・・・との間を接続している接続部材、また、７４
、７４、・・・は第１の遮蔽板７０をベース部３０に支持する支持部材である。なお、こ
の第１の遮蔽部材７０はアルミニウム等の金属板で形成しても良いし、或いは、絶縁板の
少なくとも一方の面に銅箔等の金属泊や薄い金属板を貼り付けても良い。また、金属板或
いは金属泊を絶縁板によってサンドイッチ状に挟んで形成しても良い。
【００２５】
　上記２種類のＬＥＤ６２、７２の発光色は、例えば、一方が白色で他方が赤色又は緑色
というように、所望する演色性によって適宜に選択される。
【００２６】
　上記レンズ部５０のレンズ作用部５２の内面に第２の遮蔽板８０が配置されている。該
第２の遮蔽板８０はアルミニウム等の薄い金属板で形成され、中心部に中心制限孔８１が
形成され、また、該中心制限孔８１と外周縁部との間の位置に周方向に間隔を置いて小孔
８２、８２、・・・が複数形成されている。
【００２７】
　第２の遮蔽板８０の小孔８２、８２、・・・はレンズ部５０の上記小投光部５５、５５
、・・・に対向して形成され、これら小孔８２、８２、・・・のほぼ真上に対応して上記
ＬＥＤ７２、７２、・・・が位置される。これによって、ＬＥＤ７２、７２、・・・の光
はレンズ部５０の小投光部５５、５５、・・・のみを透過し、レンズ部５０の他の部分、
例えば、中央投光部５３には到達しないようになっている。また、第２の遮蔽板８０の中
心制限孔８１はレンズ部５０の中央投光部５３のうち周縁部を除く部分に対応して形成さ
れ、これによって、上記ＬＥＤ６２の光は中央投光部５３の周縁部５３ａには到達しない
ようにされている。白色発光ＬＥＤ６２から射出される光には広い帯域のスペクトルが含
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おいては色収差が大きくなり、それによって配光の周縁部に色のにじみを生じさせるおそ
れがあるが、第２の遮蔽板８０の中心制限孔８１によって中央投光部５３の周縁部に向か
う光を遮蔽することによって色収差による色のにじみがほとんど無くなる。また、第１の
遮蔽板７０の制限孔７１はＬＥＤ６２の光が第２の遮蔽板８０の小孔８２からレンズ部５
０に入射するのを遮蔽する。これらによって、レンズ部５０のレンズ作用部を透過するま
では、２種の異なる発光色のＬＥＤ６２、７２の光が混じることがない。
【００２８】
　上記ハウジング１０とヒートシンク部４０との間にロッキング部材９１及びリングバネ
９２が配置される。そして、ロッキング部材９１及びリングバネ９２の作用により、本体
部２０をハウジング１０に対して回転及び傾動可能な状態にしたり、或いは、本体部２０
がハウジング１０に対して固定的状態になったりする。
【００２９】
　上記した室内照明灯１にあっては、ＬＥＤ６２、７２、７２、・・・の点灯回路６３が
灯具空間２１内に配置されるので、従来のように、点灯回路を本体部の外に配置し、且つ
、シールドする必要が無く、設置スペースが小さくて済む。そして、点灯回路６３が形成
された実装基板６１はベース部３０及び第１の遮蔽部板７０という金属によって囲まれた
状態となるため、電磁的にシールドされ、点灯回路６３から輻射される電磁的ノイズが本
体部２０外に漏れることがない。さらに、上記した実施の形態では、第２の遮蔽板８０が
設けられるため、電磁的なシールドがより確実になる。
【００３０】
　なお、上記した実施の形態において示した各部の形状及び構造は、何れも本発明を実施
するに際して行う具体化のほんの一例を示したものに過ぎず、これらによって本発明の技
術的範囲が限定的に解釈されることがあってはならないものである。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】図面は本発明室内照明灯の実施の形態を示すものであり、本図は縦断面図である
。
【図２】分解斜視図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１…室内照明灯、２１…灯具空間、３０…ベース部、４０…ヒートシンク部、５０…レ
ンズ部、６０…光源部、６１…実装基板、６２…ＬＥＤ、６３…点灯回路、７０…第１の
遮蔽板（遮蔽部材）、７１…制限孔（透光部）、７２…ＬＥＤ（異なる発光色のＬＥＤ）
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