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(57)【 特 許 請 求 の 範 囲 】
【請求項１】
浴室取付面に固定されるベース部材と、
前記ベース部材に固定され、平板状に形成された基板と、
前記基板に固定された複数のＬＥＤパッケージと、
光拡散材料により形成され、前記ベース部材または前記基板に固定され、前記複数のＬ
ＥＤパッケージを被覆する内側カバーと、
光拡散材料により形成され、前記ベース部材に固定され、前記内側カバーの外側に配置
され、前記内側カバーを被覆する外側カバーと、
を備え、
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前記内側カバーは、前記外側カバーより、光拡散率が低く、かつ、光透過率が高い材料
により形成されている、浴室照明装置。
【請求項２】
前記内側カバーは、光拡散材料により形成され、椀型に形成され、椀型の開口側が前記
ベース部材または前記基板に固定され、前記複数のＬＥＤパッケージを被覆し、
前記外側カバーは、光拡散材料により形成され、椀型に形成され、椀型の開口側が前記
ベース部材に固定され、前記内側カバーの外側に配置され、前記内側カバーを被覆する、
請求項１に記載の浴室照明装置。
【請求項３】
前記内側カバーは、前記基板に対向する平板状の内側椀底部、および、前記内側椀底部
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と前記基板との対向空間を囲む内側周囲部を備え、
前記外側カバーは、前記内側椀底部に対向する平板状の外側椀底部、および、前記内側
周囲部の外側を囲む外側周囲部を備える、請求項１または２に記載の浴室照明装置。
【請求項４】
前記内側椀底部と前記外側椀底部とは、前記基板の法線方向に距離を隔てて配置され、
前記内側周囲部と前記外側周囲部とは、前記基板の面方向に距離を隔てて配置されてい
る、請求項３に記載の浴室照明装置。
【請求項５】
前記内側椀底部および前記外側椀底部は、円形に形成されている、請求項３または４に
記載の浴室照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、浴室照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
特許文献１には、棒状の光源装置の外側において、内側カバーと外側カバーによる二重
カバー構造の浴室照明装置が記載されている。二重カバー構造により、防水性能を向上さ
せることができる。光源装置としては、ＬＥＤ、冷陰極管、有機ＥＬまたは蛍光灯などが
用いられている。
【０００３】
また、当該浴室照明装置は、内側カバーが、浴室取付面（壁面や天井面）に正対する位
置に平面状に形成され、さらに外側カバーも、内側カバーに正対する位置に平面状に形成
されている。つまり、光は、浴室取付面に正対する面のみから透過する構造となっている
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００６−０４８９９０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
近年、消費電力の低減を目的として、ＬＥＤパッケージを光源とする照明装置が市場に
多く存在するようになってきた。ＬＥＤパッケージとは、ＬＥＤ素子、ＬＥＤ素子につな
がったリードフレームを支えるパッケージ基板、これらを包むように封止する樹脂材料な
どにより構成される。
【０００６】
ところで、ＬＥＤパッケージは、蛍光灯や白熱電球に比べて、光の指向性が高い。その
ため、屋内の照明装置において、屋内においてＬＥＤパッケージの光を拡散するためには
、ＬＥＤパッケージから光拡散機能を有するカバーまでの距離を十分に長く確保する必要
がある。そのため、照明装置の厚みが大きくなってしまう。
【０００７】
そして、浴室は、建物の部屋の中でも特に狭い空間である。このような狭い空間を広く
するために、浴室照明装置は、浴室取付面（壁面や天井面）からの突出量を小さくするこ
とが求められる。しかし、浴室照明装置において、突出量を小さくすると、ＬＥＤパッケ
ージからカバーまでの距離が短くなる。そうすると、ＬＥＤパッケージの光が、十分に拡
散されず、浴室利用者にとって眩しい光となり、落ち着いた空間ではなくなるおそれがあ
る。
【０００８】
特許文献１に記載の浴室照明装置において、ＬＥＤ照明装置を光源として用いることも
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記載されている。ここでのＬＥＤ照明装置とは、蛍光灯などと同列に記載されていること
から、ＬＥＤパッケージおよび光拡散カバーを備えたＬＥＤ光源ユニットであると考えら
れる。つまり、当該浴室照明装置は、ＬＥＤパッケージ、ＬＥＤパッケージのカバー、内
側カバー、外側カバーを備える構成である。このような構成からなる浴室照明装置は、浴
室取付面からの突出量が非常に大きくなり、浴室の空間を十分に広く確保することができ
ない。
【０００９】
さらに、特許文献１に記載の浴室照明装置においては、内側カバーおよび外側カバーが
、浴室取付面に正対する面のみに設けられている。そのため、光は、浴室取付面から大き
く離間した位置に位置する面のみから透光する。これでは、浴室内を満遍なく明るくする
ことができないおそれがある。
【００１０】
また、製造時やメンテナンス時におけるＬＥＤパッケージの発光確認は、内側カバーと
外側カバーによる二重カバー構造を採用する場合、両カバーを取り外して、ＬＥＤパッケ
ージを露出されることが行われていた。しかし、内側カバーおよび外側カバーを取り外す
のは工数を要するため、容易に発光確認を行うことができるようにすることが求められて
いる。
【００１１】
本発明は、ＬＥＤパッケージを光源として用いた場合に、防水性能を確保し、浴室取付
面からの突出量を小さくすると共に、浴室内を満遍なく明るくすることができる浴室照明
装置を提供することを目的の一つとする。また、本発明は、二重カバー構造において、Ｌ
ＥＤパッケージの発光確認などを容易に行うことができる浴室照明装置を提供することを
目的の他の一つとする。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
本発明に係る浴室照明装置は、浴室取付面に固定されるベース部材と、前記ベース部材
に固定され、平板状に形成された基板と、前記基板に固定された複数のＬＥＤパッケージ
と、光拡散材料により形成され、前記ベース部材または前記基板に固定され、前記複数の
ＬＥＤパッケージを被覆する内側カバーと、光拡散材料により形成され、前記ベース部材
に固定され、前記内側カバーの外側に配置され、前記内側カバーを被覆する外側カバーと
を備え、前記内側カバーは、前記外側カバーより、光拡散率が低く、かつ、光透過率が高
い材料により形成されている。
【００１３】
本発明に係る浴室照明装置においては、複数のＬＥＤパッケージは、内側カバーと外側
カバーの二重カバー構造により被覆されている。従って、浴室照明装置は、高い防水性能
を発揮する。
【００１４】
さらに、内側カバーおよび外側カバーは、何れも、光拡散材料により形成されている。
従って、ＬＥＤパッケージの点光源は、内側カバーによって拡散された後に、外側カバー
によって拡散される。このように、防水機能を有する二重カバーが、光拡散機能を兼用す
る。このことから、浴室取付面からの突出量を小さくしたとしても、ＬＥＤパッケージの
点光源を十分に拡散させることができる。従って、浴室空間を広くすることができると共
に、浴室利用者にとってＬＥＤパッケージの点光源による眩しさを感じることが抑制され
る。
【００１５】
なお、内側カバーおよび外側カバーは、何れも、椀型に形成してもよい。この場合、複
数のＬＥＤパッケージの光は、椀型の底部分から透光することに加えて、椀型の周囲部分
からも透光する。従って、ＬＥＤパッケージの光の広がり角度が大きくなる。その結果、
浴室が満遍なく明るくなる。以上より、浴室利用者にとって、快適な浴室空間となる。
【００１７】
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さらに、上記浴室照明装置によれば、内側カバーは、外側カバーより、光拡散率が低く
、かつ、光透過率が高い材料により形成されている。従って、製造時やメンテナンス時に
おけるＬＥＤパッケージの発光確認は、内側カバーをベース部材に取り付けた状態で行う
ことができる。つまり、作業者は、外側カバーのみを取り外すことで、ＬＥＤパッケージ
の発光確認を行うことができる。従って、作業性が良好となる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】浴室照明装置の外観の正面図である。
【図２】浴室照明装置の外観の右側面図である。
【図３】浴室照明装置の外観の背面図である。
【 図 ４ 】 図 １ の IV− IV縦 断 面 図 で あ る 。
【図５】ベース部材の正面図である。
【図６】ベース部材の右側面図である。
【図７】ベース部材に、ＬＥＤパッケージおよびＩＣパッケージなどが固定された基板、
並びに、シール部材が取り付けられた状態の正面図である。
【図８】ＬＥＤパッケージおよびＩＣパッケージなどが固定された基板の右側面図である
。
【図９】ベース部材に基板および内側カバーが取り付けられた状態の正面図である。
【図１０】内側カバーの右側面図である。
【図１１】外側カバーの右側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１９】
（１．浴室照明装置の外観）
浴室照明装置１の外観について、図１−図３を参照して説明する。浴室照明装置１は、
浴室の壁面または天井面である浴室取付面（図示せず）に取り付けられる。本例において
は、浴室照明装置１は、円形の光透過形状を有する照明装置として機能する。つまり、浴
室照明装置１は、薄型円形の照明装置である。ただし、浴室照明装置１は、円形に限らず
、楕円形、正方形、長尺形状、八角形などの多角形とすることができる。
【００２０】
浴室照明装置１は、ベース部材１０と、外側カバー２０とを備える。ベース部材１０は
、浴室取付面に固定される部材である。ベース部材１０は、硬質樹脂により形成されてお
り、円盤状のベース本体部１１と、外郭１２とを備える。ベース本体部１１の外形は、浴
室照明装置１の正面から見た場合の外形に対応する。ベース本体部１１は、中央が浴室取
付面側に突出するように設けられている。ベース本体部１１の中央の突出部分は、円形に
形成されている。外郭１２は、ベース本体部１１の外周縁の全周から、浴室取付面とは反
対側に立設するように設けられている。
【００２１】
外側カバー２０は、椀型に形成されている。外側カバー２０は、ベース部材１０におけ
る浴室取付面とは反対側を被覆する。従って、外側カバー２０は、ベース部材１０の外郭
１２に対応する形状に形成されている。本例においては、外側カバー２０は、円形椀型に
形成されている。仮に、外郭１２が正方向である場合には、外側カバー２０は、正方形椀
型に形成されることになる。
【００２２】
外側カバー２０は、平板状の外側椀底部２１と、外側椀底部２１の外周縁からベース部
材１０側に延びるように形成された外側周囲部２２を備える。特に、外側周囲部２２は、
平板状の外側椀底部２１の外周縁から、ベース部材１０に向かって湾曲した形状に形成さ
れている。そして、外側カバー２０の高さは、非常に低く形成されている。従って、浴室
空間を広くすることができる。
【００２３】
また、外側カバー２０は、光拡散可能かつ光透過可能な硬質樹脂材料により形成されて
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いる。つまり、外側カバー２０が、光透過部材として機能する。外側カバー２０は、例え
ば、白色である。従って、外側カバー２０の形状の光、すなわち円形の光が、浴室内に発
光される。つまり、浴室の利用者は、ＬＥＤパッケージ３２の点光源による眩しさを感じ
ることが抑制される。
【００２４】
（２．浴室照明装置の内部構造）
浴室照明装置１の内部構造について、図４−図１１を参照して説明する。以下において
、表面とは、浴室取付面に対して反対側の面を意味し、裏面とは、浴室取付面に対向する
面を意味する。浴室照明装置１は、ベース部材１０、基板ユニット３０、内側カバー４０
、シール部材５０、および外側カバー２０を備える。
【００２５】
ベース部材１０は、上述したように、浴室取付面に固定される部材である。図５および
図６に示すように、ベース部材１０は、硬質樹脂により形成されており、ベース本体部１
１および外郭１２を備える。ベース本体部１１は、取付座１１ａ、外周フランジ１１ｂ、
位置決め突起１１ｃ、シール溝１１ｄ、および、内側カバー位置決め開口１１ｅを備える
。
【００２６】
取付座１１ａは、ベース部材１０の中央の裏側に突出し、本例においては円形に形成さ
れている。ただし、取付座１１ａは、円形に限られず、多角形、楕円などでもよい。取付
座１１ａは、浴室取付面に固定される部位である。取付座１１ａの表側は、円形の凹状に
形成されている。取付座１１ａの中央には、電気ケーブルを挿通可能な孔が形成されてい
る。
【００２７】
外周フランジ１１ｂは、取付座１１ａの表側縁から全周に亘って径方向外方に延びるよ
うに形成されている。外周フランジ１１ｂの外形も円形に形成されている。位置決め突起
１１ｃは、取付座１１ａの表面から突出する。位置決め突起１１ｃは、本例においては、
２箇所設けられている。位置決め突起１１ｃは、長円形に形成されており、２箇所の位置
決め突起１１ｃの長軸が、異なる方向にされている。さらに、位置決め突起１１ｃには、
浴室取付面に固定するための締結ネジ（図示せず）を挿通するための貫通孔が形成されて
いる。
【００２８】
シール溝１１ｄは、取付座１１ａの外周縁に環状に形成されている。内側カバー位置決
め開口１１ｅは、シール溝１１ｄを形成するための径方向内方壁に形成された切欠である
。内側カバー位置決め開口１１ｅは、周方向に等間隔に４箇所設けられている。なお、内
側カバー位置決め開口１１ｅの数は、２箇所以上であればよい。
【００２９】
外郭１２は、外周フランジ１１ｂの外周縁から表側に向かって立設されている。外郭１
２は、全周に亘って、等しい高さに形成されている。さらに、外郭１２の内周面には、外
側カバー２０に係止する係止溝１２ａが形成されている。係止溝１２ａは、外側カバー２
０を回転方向にスライドさせることで、外側カバー２０の係止突起２４に係止される。
【００３０】
基板ユニット３０は、図７および図８に示すように、主として、基板３１、複数のＬＥ
Ｄパッケージ３２、および、ＩＣパッケージ３３を備える。基板３１は、平板状であって
、円形に形成されている。基板３１の外形は、ベース本体部１１の取付座１１ａに対応す
る形状に形成されている。また、基板３１には、取付座１１ａの中央孔、２箇所の位置決
め突起１１ｃに対応する位置に、貫通孔３１ａが形成されている。基板３１は、図４およ
び図７に示すように、ベース本体部１１の取付座１１ａに固定されている。このとき、基
板３１の貫通孔３１ａが２箇所の位置決め突起１１ｃに貫通されることによって、基板３
１はベース本体部１１に固定される。また、基板３１は、図示しない電源にケーブルによ
って接続されている。

10

20

30

40

50

(6)

JP 6770725 B2 2020.10.21

【００３１】
複数のＬＥＤパッケージ３２は、基板３１の表面に固定されている。複数のＬＥＤパッ
ケージ３２は、基板３１の中央から径方向外方に至る範囲に、かつ、周方向全周に亘って
、満遍なく配列されている。複数のＬＥＤパッケージ３２は、電源から電力が供給される
ことによりそれぞれが発光する。ＬＥＤパッケージ３２は、例えば、パッケージ基板と、
複数のＬＥＤ素子と、パッケージ電極とを有して構成される。
【００３２】
ＩＣパッケージ３３は、基板３１の表面に固定されている。ＩＣパッケージ３３は、複
数のＬＥＤパッケージ３２の発光を制御する。なお、基板３１には、ＬＥＤパッケージ３
２およびＩＣパッケージ３３の他に、種々の電子部品が装着されている。
【００３３】
内側カバー４０は、図４、図９および図１０に示すように、椀型に形成されている。内
側カバー４０の椀型の開口側が、ベース本体部１１または基板３１に固定されている。本
例においては、内側カバー４０の開口側が、ベース本体部１１の外周フランジ１１ｂの表
面に固定されている。そして、内側カバー４０は、基板３１の表面におけるＬＥＤパッケ
ージ３２およびＩＣパッケージを被覆する。つまり、内側カバー４０は、防水機能を発揮
する。
【００３４】
内側カバー４０は、光拡散可能かつ光透過可能な硬質樹脂材料により形成されている。
つまり、内側カバー４０は、光透過部材として機能する。内側カバー４０は、内側カバー
は、例えば、半透明の薄い乳白色である。内側カバー４０は、光拡散をするが、人間によ
って奥側を視認することができる程度の光拡散率および光透過率を有する。従って、内側
カバー４０がベース部材１０に取り付けられた状態であっても、人間は、基板３１に固定
されたＬＥＤパッケージ３２などを視認して異常の有無などを確認することができる。
【００３５】
また、内側カバー４０は、形状の構成部位として、平板状の内側椀底部４１、内側周囲
部４２、外周フランジ４３、複数の係止爪４４、および、締結ネジ用筒部４５を備える。
内側椀底部４１は、基板３１に平行に対向するように位置する。本例においては、内側椀
底部４１は、円形に形成されている。ただし、内側椀底部４１は、円形に限られず、任意
の形状、例えば、多角形、楕円形などとすることもできる。
【００３６】
内側周囲部４２は、内側椀底部４１の外周縁の全周から、基板３１側に向かって立設さ
れている。従って、内側周囲部４２は、基板３１と内側椀底部４１との対向空間を囲む。
そして、内側カバー４０は、扁平な円盤状に形成されている。また、内側周囲部４２は、
縦断面（軸方向に沿った断面）において、平板状の内側椀底部４１の外周縁からベース部
材１０に向かって僅かに湾曲した形状に形成されている。ただし、内側周囲部４２は、内
側椀底部４１の外周縁から直交する形状に形成されるようにしてもよい。
【００３７】
外周フランジ４３は、内側周囲部４２の先端から全周に亘って径方向外方に延びるよう
に形成されている。外周フランジ１１ｂの外形も円形に形成されている。外周フランジ４
３は、ベース本体部１１にネジによって固定されている。外周フランジ４３は、全周に亘
って、ベース本体部１１の外周フランジ１１ｂの表面に接触している。これにより、内側
カバー４０が、基板ユニット３０に対する防水機能を発揮する。
【００３８】
複数の係止爪４４のそれぞれは、外周フランジ４３の外周縁から径方向外方に延びるよ
うに形成されている。複数の係止爪４４は、周方向に等間隔に設けられている。複数の係
止爪４４は、ベース本体部１１の内側カバー位置決め開口１１ｅに位置する。このように
して、内側カバー４０をベース部材１０に対して周方向に位置ずれが生じないように機能
する。
【００３９】

10

20

30

40

50

(7)

JP 6770725 B2 2020.10.21

締結ネジ用筒部４５は、２箇所の位置決め突起１１ｃに対応する位置に、内側椀底部４
１から裏面側に向かって突出するように形成されている。締結ネジ用筒部４５は、位置決
め突起１１ｃに嵌め込まれることにより、位置決め機能と防水機能を発揮する。さらに、
締結ネジ用筒部４５は、貫通孔を有するため、締結ネジ（図示せず）を挿通することがで
きる。
【００４０】
シール部材５０は、図７および図９に示すように、弾性部材を備えており、環状に形成
されている。シール部材５０は、例えば、Ｏリングを適用される。シール部材５０は、シ
ール溝１１ｄに嵌め込まれている。シール部材５０は、図４に示すように、ベース部材１
０と外側カバー２０との間をシールする。従って、シール部材５０は、高い防水機能を発
揮する。
【００４１】
外側カバー２０は、上述したように、光拡散可能かつ光透過可能な硬質樹脂材料により
形成されている。外側カバー２０は、例えば、白色である。外側カバー２０は、内側カバ
ー４０に比べると、光拡散率が高く、光透過率が低い。外側カバー２０は、内側カバー４
０の外側に配置され、内側カバー４０を被覆している。
【００４２】
図１、図４および図１１に示すように、外側カバー２０は、形状の構成部位として、平
板状の外側椀底部２１、外側周囲部２２、環状嵌合部２３、および、係止突起２４を備え
る。ここで、外側椀底部２１および外側周囲部２２が、外部から見える意匠部分であり、
環状嵌合部２３および係止突起２４は、外部から見えない非意匠部分である。
【００４３】
外側椀底部２１は、基板３１および内側椀底部４１に平行であって、内側椀底部４１に
対向するように位置する。つまり、外側椀底部２１は、内側椀底部４１の表面に対して、
基板３１の法線方向に距離を隔てて配置されている。本例においては、外側椀底部２１は
、円形に形成されている。ただし、外側椀底部２１は、円形に限られず、任意の形状、例
えば、多角形、楕円形などとすることもできる。
【００４４】
外側周囲部２２は、外側椀底部２１の外周縁の全周から、ベース部材１０側に向かって
立設されている。そして、外側カバー２０は、扁平な円盤状に形成されている。また、外
側周囲部２２は、縦断面（軸方向に沿った断面）において、平板状の外側椀底部２１の外
周縁からベース部材１０に向かって湾曲した形状に形成されている。さらに、外側周囲部
２２は、内側周囲部４２の外側を囲むように配置されている。つまり、外側周囲部２２は
、内側周囲部４２に対して、基板３１の面方向に距離を隔てて配置されている。
【００４５】
環状嵌合部２３は、外側周囲部２２の先端から、全周に亘って、軸方向にさらに延びる
ように形成されている。環状嵌合部２３の径方向外面は、外側周囲部２２から径方向内方
に段差を有して形成されている。そして、環状嵌合部２３は、ベース部材１０の外郭１２
の内周側に嵌合される。さらに、環状嵌合部２３の先端は、シール部材５０に接触する。
つまり、シール部材５０は、ベース部材１０のベース本体部１１のシール溝１１ｄと外側
カバー２０の環状嵌合部２３とによって挟まれることで、シール機能（防水機能）を発揮
する。
【００４６】
係止突起２４は、環状嵌合部２３の外周面に、周方向に複数箇所形成されている。係止
突起２４は、例えば、Ｌ字状の突起である。係止突起２４は、外郭１２の係止溝１２ａに
係止される。このようにして、外側カバー２０をベース部材１０に固定させることができ
る。
【００４７】
（３．外側カバー２０と内側カバー４０の機能説明）
外側カバー２０と内側カバー４０の機能について詳細に説明する。内側カバー４０は、

10

20

30

40

50

(8)

JP 6770725 B2 2020.10.21

外側カバー２０より、光拡散率が低く、かつ、光透過率が高い材料により形成されている
。従って、外側カバー２０がベース部材１０に取り付けられた状態において、人間は、外
側カバー２０の内部、すなわち、基板ユニット３０や内側カバー４０を視認することはで
きない。
【００４８】
ＬＥＤパッケージ３２が発光している状態においては、ＬＥＤパッケージ３２の点光源
は、まず内側カバー４０によって拡散される。内側カバー４０を透過した光は、外側カバ
ー２０によってさらに拡散される。ここで、内側カバー４０は、外側カバー２０よりも、
光拡散率が低い。そのため、ＬＥＤパッケージ３２の点光源は、内側カバー４０のみを透
過した状態では、拡散されるものの、人間によって点光源として認識できる状態が維持さ
れている。しかし、内側カバー４０を透過した光が外側カバー２０を透過した状態では、
十分に拡散されるため、人間によって点光源として認識できる状態ではなくなっている。
【００４９】
このように、ＬＥＤパッケージ３２の点光源は、内側カバー４０によって拡散された後
に、さらに外側カバー２０によって拡散される。従って、浴室照明装置１全体が薄型形状
であったとしても、ＬＥＤパッケージ３２の点光源が十分に拡散される。
【００５０】
特に、外側カバー２０の外側椀底部２１が内側カバー４０の内側椀底部４１から離れて
おり、かつ、外側カバー２０の外側周囲部２２が内側カバー４０の内側周囲部４２から離
れている。従って、内側カバー４０と外側カバー２０との間の各空間によって、確実に、
ＬＥＤパッケージ３２の点光源が拡散される。
【００５１】
さらに、基板３１に装着されたＬＥＤパッケージ３２やＩＣパッケージ３３などの電子
部品は、内側カバー４０と外側カバー２０の二重カバー構造により被覆されている。従っ
て、浴室照明装置１は、高い防水機能を発揮する。特に、外側カバー２０は、シール部材
５０によって、より高い防水機能を発揮する。
【００５２】
このように、内側カバー４０と外側カバー２０とは、防水機能としての二重カバー構造
としての機能と、光拡散機能を兼用している。このことから、浴室照明装置１を薄型にす
ることで浴室取付面からの突出量を小さくしたとしても、高い防水機能を発揮しつつ、Ｌ
ＥＤパッケージ３２の点光源を十分に拡散することができる。従って、浴室空間を広くす
ることができると共に、浴室利用者にとってＬＥＤパッケージの点光源による眩しさを感
じることが抑制される。
【００５３】
さらに、内側カバー４０および外側カバー２０は、何れも、椀型に形成されている。つ
まり、複数のＬＥＤパッケージ３２の光は、椀型の底部分から透光することに加えて、椀
型の周囲部分からも透光する。従って、ＬＥＤパッケージ３２の光の広がり角度が大きく
なる。その結果、浴室が満遍なく明るくなる。以上より、浴室利用者にとって、快適な浴
室空間となる。
【００５４】
さらに、内側カバー４０は、外側カバー２０より、光拡散率が低く、かつ、光透過率が
高い材料により形成されている。従って、製造時やメンテナンス時におけるＬＥＤパッケ
ージ３２の発光確認は、内側カバー４０をベース部材１０に取り付けた状態で行うことが
できる。つまり、作業者は、外側カバー２０のみを取り外すことで、ＬＥＤパッケージ３
２の発光確認を行うことができる。従って、作業性が良好となる。
【００５５】
また、内側カバー４０の内側周囲部４２における内側椀底部４１との接続部分の曲率半
径は、外側カバー２０の外側周囲部２２における外側椀底部２１との接続部分の曲率半径
より小さく形成されている。
【符号の説明】
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【００５６】
１：浴室照明装置、１０：ベース部材、１１：ベース本体部、１１ａ：取付座、１１ｂ：
外周フランジ、１１ｃ：位置決め突起、１１ｄ：シール溝、１１ｅ：内側カバー位置決め
開口、１２：外郭、１２ａ：係止溝、２０：外側カバー、２１：外側椀底部、２２：外側
周囲部、２３：環状嵌合部、２４：係止突起、３０：基板ユニット、３１：基板、３１ａ
：貫通孔、３２：ＬＥＤパッケージ、３３：ＩＣパッケージ、４０：内側カバー、４１：
内側椀底部、４２：内側周囲部、４３：外周フランジ、４４：係止爪、４５：締結ネジ用
筒部、５０：シール部材

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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