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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　被取付部に取り付けられたアーム部と、
　少なくとも一面が開口し、前記アーム部に回動可能に取り付けられたカバー部と、
　発光素子と前記発光素子が実装された基板とを備えた発光モジュールを取り付ける照明
器具と
を備え、
　前記照明器具は、
　前記発光モジュールを取り付ける面が形成された取付部、及び、前記取付部に取り付け
られた前記発光モジュールを囲むように、前記取付部から前記発光モジュールの側に立設
された係合部を備えた器具本体部と、
　前記発光モジュールの照射側に配置され、前記発光モジュールからの光を出射する出射
部を備えたレンズ部と、
　一端側で前記レンズ部を保持し、他端側で前記係合部と係合するホルダー部と
を備え、
　前記照明器具は、前記ホルダー部が前記開口の側に位置するように前記カバー部に収容
された状態で、前記出射部の周囲から照射側に設けられた壁部を有しており、
　前記アーム部は、前記カバー部の内側から前記ホルダー部とは反対方向に突設されてい
る照明装置。
【請求項２】
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　前記器具本体部は、
　前記取付部から前記発光モジュールの反対方向の側に設けられた放熱部を備えた請求項
１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記カバー部は、前記開口の側の反対側の端部から前記開口の側に向かって切り欠かれ
ており、
　前記アーム部は、前記カバー部の切り欠かれた箇所の前記開口の側に突設された請求項
１または請求項２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、発光素子を備える発光モジュールと、発光モジュールから発せられる光を配
光するレンズユニットとを備える照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、任意の方向へ光を照らすスポットライト型の照明器具において、光源にＬＥＤ（
発光ダイオード）などの発光素子を用いたものが多くみられる。このスポットライト型照
明器具は様々な環境で用いられ、光による空間の演出や被照射体の演出などに用いられて
いる。よって、設置環境に応じ配光特性、調色特性などの光学特性が変更できる機構を備
えているものがある。
【０００３】
　特許文献１では、ＬＥＤユニットを覆うように器具本体の表面に調光シートを貼り付け
しており、スポットライト型照明器具の設置される用途に応じてこの調光シートを貼り換
えて、所望の光学特性を得ている。
【０００４】
　また、特許文献２では、ＬＥＤユニットの前面にレンズユニットを配置した照明器具で
あって、レンズユニットの出射面に突起した摘み部が配設される照明器具が開示されてい
る。この特許文献２の照明器具は、レンズユニットの摘み部を操作する事でレンズユニッ
トを取り外すことができ、専用の治具を必要とせずレンズユニット交換が可能である。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１１－１７０９９０号公報
【特許文献２】特開２０１１－１４６２７１号公報
【特許文献３】特開２００５－１９０３９号公報
【特許文献４】米国特許出願公開第２０１３／００８３５２５号明細書
【特許文献５】特開２０１１－２２１２９９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、特許文献１の照明器具は、調光シートを貼り付けているだけであり、粘
着力の低下や、引っ掛けなどにより剥がれてしまうという課題がある。また、長期間使用
すると経年劣化により光学性能が劣化するという課題がある。
【０００７】
　また、特許文献２の照明器具は、レンズユニットを取り外す際に用いる摘み部を設けた
ため、部品点数が多くなるという課題がある。また、摘み部は出射面から突出しているた
め、意匠性が悪くなるという課題がある。
【０００８】
　本発明は、簡単かつ安全にレンズ部を取り付けることができると共に、レンズ部の装着
保持性に優れた照明器具を提供することを目的とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る照明装置は、被取付部に取り付けられたアーム部と、少なくとも一面が開
口し、前記アーム部に回動可能に取り付けられたカバー部と、発光モジュールを取り付け
る照明器具とを備え、前記照明器具は、前記発光モジュールを取り付ける取付部、及び、
前記取付部から前記発光モジュールの側に突設した係合部を備えた器具本体部と、前記発
光モジュールの照射側に配置されるレンズ部と、一端側で前記レンズ部を保持し、他端側
で前記係合部と係合するホルダー部とを備え、前記照明器具は、前記ホルダー部が前記開
口の側に位置するように前記カバー部に収容され、前記アーム部は、前記カバー部の内側
から前記ホルダー部とは反対方向に突設されている。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明に係る照明装置では、カバー部が、アーム部に回動可能に取り付けられている。
また、カバー部が、レンズ部を交換可能に保持するホルダー部が取り付けられた照明器具
を収容する。本発明に係る照明装置によれば、カバー部が、アーム部とホルダー部が干渉
しないように照明器具を収容し、ホルダー部の交換が可能となるという効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１に係る照明装置の斜視図。
【図２】実施の形態１に係る照明装置の分解斜視図。
【図３】実施の形態１に係る照明器具の分解斜視図。
【図４】実施の形態１に係る照明器具を示す図であり、（ａ）は照明器具の断面図、（ｂ
）は照明器具の分解断面図。
【図５】実施の形態１に係る器具本体部の斜視図。
【図６】実施の形態１に係るレンズユニットの分解斜視図。
【図７】実施の形態１に係るレンズユニットの斜視図。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　実施の形態１．
＊＊＊構成の説明＊＊＊
　図１は、本実施の形態における照明装置５００の斜視図である。図２は、図１に示す照
明装置５００の分解斜視図である。図３は、図２に示す照明器具１００の分解斜視図であ
る。図４の（ａ）は図２に示す照明器具１００の断面図であり、図４の（ｂ）は図２に示
す照明器具１００の分解断面図である。図５は、図３に示す器具本体部２００の斜視図で
ある。図６は、図３に示すレンズユニット３００の分解斜視図である。図７は、図３に示
すレンズユニット３００を組み立てた状態の斜視図である。
【００１３】
　本実施の形態では、照明装置５００として、ライティングダクトなどに嵌着して使用す
るスポットライト型照明装置を一例に説明を行う。
　図１，２に示すように、照明装置５００は、電源ブロック部１０と、電源ブロック部１
０に回転可能に取り付けられるアーム部２０と、アーム部２０に回動可能に取り付けられ
るカバー部３０と、カバー部３０の内側に取り付けられる照明器具１００とを備える。照
明器具１００は、光源部とも称される。
【００１４】
　電源ブロック部１０は、ライティングダクトに装着される。電源ブロック部１０は、ラ
イティングダクトを介して供給される電力を照明器具１００に供給する点灯装置を内部に
備えている。ライティングダクト及び点灯装置の図示は省略する。
【００１５】
　図３に示すように、照明器具１００は、ＬＥＤなどの発光素子を備える発光部４０２が
基板４０１に実装された発光モジュール４００と、発光モジュール４００が取り付けられ
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ると共に発光モジュール４００から発生する熱を放熱する器具本体部２００とを備える。
器具本体部２００は、ヒートシンク部とも称される。さらに、照明器具１００は、発光モ
ジュール４００の前面に配設されるレンズユニット３００を備える。
【００１６】
　図３及び図４に示すように、器具本体部２００は、発光モジュール４００を取り付ける
取付部２１０と、取付部２１０に取り付けられた発光モジュール４００の周囲に設けられ
た筒状の側壁部２２０とを有する。
　後述するレンズユニット３００のホルダー部３２０は、筒状であり、発光モジュール４
００の照射側に配置されるレンズ部３１０を内部に取り付け、内周面３２０ｂが側壁部２
２０の外側面２２０ａに対向するように器具本体部２００に挿し込まれる。
　照明器具１００では、側壁部２２０の外側面２２０ａに設けられた凹み嵌合部２４０と
、ホルダー部３２０の内周面３２０ｂに設けられた突出嵌合部３３０とが嵌め合うことに
より、レンズユニット３００が器具本体部２００に取り付けられる。
【００１７】
　図３に示すように、発光モジュール４００は、基板４０１と、基板４０１の一方の表面
に形成された発光部４０２とを有する。発光部４０２は、図示はないが、複数の発光素子
と、発光素子を封止する透光性の波長変換部材とを有する。
　発光部４０２が有する発光素子は、一例として青色発光するＬＥＤ素子である。発光素
子は、ＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）技術により基板４０１の配線パターンに実
装されている。
　また、発光モジュール４００は、基板４０１の配線パターンと電気接続する配線をさら
に有する。駆動時には、この配線を通じて点灯装置より直流電力が各発光素子に供給され
る。また、発光モジュール４００は、専用のソケットに固定され、器具本体部２００の取
付部２１０に配設される。なお、配線及びソケットの図示は省略する。
【００１８】
　器具本体部２００は、アルミニウムなど放熱性能を有した材料を成形したものである。
　器具本体部２００の側壁部２２０は、取付部２１０において発光モジュール４００が取
り付けられる面に発光モジュール４００を囲むように立設する。また、器具本体部２００
は、取付部２１０において発光モジュール４００が取り付けられる面の反対の面より突設
した放熱フィン部２３０を備える。
【００１９】
　図３及び図４に示すように、取付部２１０は、略円形状をしており、略円形状の中央部
に発光モジュール４００が取り付けられる。また、取付部２１０には、電源孔２１２が形
成されており、この電源孔２１２には点灯装置から電力供給を受ける為の電源線が挿入さ
れる。取付部２１０は、取付正面部とも称される。なお、電源線の図示は省略する。
【００２０】
　側壁部２２０は、取付部２１０の外周より一定の間隔、すなわち正面縁部２１１分をあ
けて内側に設けられている。側壁部２２０は、発光モジュール４００の周囲を囲むように
、発光モジュール４００の照射方向が開口した略円筒形状をしている。以下の説明におい
て、照射方向側を照射側、照射方向の反対方向側を取付側と称するものとする。図４の（
ｂ）に示すように、側壁部２２０の外側面２２０ａの取付側には、外側に突き出た段差で
ある正面縁部２１１が形成されている。側壁部２２０の照射側の縁部を開口縁部２２１と
する。
【００２１】
　正面縁部２１１は、環状であり、側壁部２２０の取付部２１０側の周部から突き出して
形成される。ここで、ホルダー部３２０の挿し込み方向の開口を取付側開口３２６とし、
取付側開口３２６の縁部を取付側開口縁部３２４とする。
　図４の（ｂ）に示すように、ホルダー部３２０が器具本体部２００に挿し込まれると、
図４の（ａ）に示すように、ホルダー部３２０の取付側開口３２６の取付側開口縁部３２
４が正面縁部２１１に当たる。
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【００２２】
　図４及び図５に示すように、側壁部２２０は、外側面２２０ａに複数の凹み嵌合部２４
０が形成されている。本実施の形態では、３つの凹み嵌合部２４０が外側面２２０ａに均
等な間隔をもって形成されている。
　また、側壁部２２０は、凹み嵌合部２４０の照射側であり、側壁部２２０の開口縁部２
２１に、切り欠きを形成する側壁切欠部２２２を有する。
　ホルダー部３２０は、内周面３２０ｂから突き出した凸形状の突出嵌合部３３０を備え
る。凹み嵌合部２４０は、この凸形状の突出嵌合部３３０と嵌め合う。突出嵌合部３３０
の詳細については後述する。
【００２３】
　凹み嵌合部２４０は、外側面２２０ａに凹みを形成する。凹み嵌合部２４０は、ホルダ
ー部３２０が挿し込まれる際に突出嵌合部３３０が通過する挿入部２４１を備える。また
、凹み嵌合部２４０は、ホルダー部３２０が挿し込まれた状態で突出嵌合部３３０が配置
される第１配置部２４３０を備える。また、凹み嵌合部２４０は、突出嵌合部３３０が第
１配置部２４３０に配置された状態からホルダー部３２０が内周面３２０ｂの周方向に回
動された場合に突出嵌合部３３０が配置される第２配置部２４２０を有する。
　ここで、端部２４２は、第２配置部２４２０の例であり、交差部２４３は、第１配置部
２４３０の例である。
【００２４】
　凹み嵌合部２４０は、挿入部２４１と第１配置部２４３０との境に凹みの底面部２４０
０から突き出た第１凸部２４４を備える。突出嵌合部３３０は、ホルダー部３２０が挿し
込まれる際に第１凸部２４４を乗り越えて第１配置部２４３０に配置される。第１凸部２
４４は、突出嵌合部３３０が第１配置部２４３０に配置された際に突出嵌合部３３０を保
持する。
　また、凹み嵌合部２４０は、第１配置部２４３０と第２配置部２４２０との境に凹みの
底面部２４００から突き出た第２凸部２４５を備える。突出嵌合部３３０は、ホルダー部
３２０が内周面３２０ｂの周方向に回動されると第２凸部２４５を乗り越えて第２配置部
２４２０に配置される。第２凸部２４５は、突出嵌合部３３０が第２配置部２４２０に配
置された際に突出嵌合部３３０を保持する。
【００２５】
　第２配置部２４２０は、照射側の縁部である水平側辺部２４２ａが第１配置部２４３０
から離れるに従って取付部２１０の方向に傾斜するように斜めに形成される。水平側辺部
２４２ａは、ホルダー部３２０が回動するに従って、突出嵌合部３３０が水平側辺部２４
２ａを摺動し、ホルダー部３２０を取付部２１０側へ、引きげるよう移動させる。
【００２６】
　凹み嵌合部２４０についてさらに説明する。
　凹み嵌合部２４０は、側壁部２２０の板厚方向において外側面２２０ａから内側に凹ん
で形成される。図５に示すように、凹み嵌合部２４０は、挿入部２４１、端部２４２、交
差部２４３からなる略Ｌ字形状に凹んでいる。
　また、挿入部２４１と交差部２４３の間には第１凸部２４４が配設され、交差部２４３
と端部２４２の間には第２凸部２４５が配設されている。第２凸部２４５は、端部２４２
の取付側の縁部である取付側縁部２４２ｂに沿って設けられる。取付側縁部２４２ｂは、
開口縁部２２１と略平行に形成される。
　また、端部２４２の開口縁部２２１側の側辺である水平側辺部２４２ａは、交差部２４
３より離れるに従い取付部２１０へ近づくように傾斜している。
【００２７】
　放熱フィン部２３０は、取付部２１０の発光モジュール４００が取り付けられた面の反
対の面より複数の放熱フィン２３１が突設しており、放熱フィン２３１同士は略均等間隔
になるように配設されている。
【００２８】
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　図３に示すように、レンズユニット３００は、レンズ部３１０と、ホルダー部３２０と
を備える。
　レンズ部３１０は、発光モジュール４００からの光を所望の光学特性に制御し照射する
。
　ホルダー部３２０は、略円筒形状であり、内側にレンズ部３１０が配設されるともに凹
み嵌合部２４０と嵌め合いする突出嵌合部３３０を有する。
【００２９】
　図６に示すように、レンズ部３１０は、半球形状をなし、半球形状の底面部分の外周に
鍔状に設けられたレンズ鍔部３１４を備える。レンズ鍔部３１４は、切り欠きを形成する
レンズ切欠部３１４ａを備える。レンズ切欠部３１４ａは、後述するホルダー部３２０の
第２係止部３２２に対応する位置に設けられる。レンズ部３１０は、略半球形状であれば
よく、山形形状、円錐形状でもよい。
　レンズ部３１０は、略半球形状の頂点に形成された凹部形状である入射部３１１と、断
面側に形成され入射部３１１からの光を配光して出射する出射部３１２とを備える。また
、レンズ部３１０は、略半球形状の外郭であり入射された光を出射部３１２方向へ反射す
るレンズ反射部３１３と、出射部３１２の外周に鍔状に形成されたレンズ鍔部３１４とを
備える。上述したように、レンズ鍔部３１４の一部には、ホルダー部３２０内部に係止さ
れるためのレンズ切欠部３１４ａが形成されている。
　なお、入射部３１１、出射部３１２、レンズ反射部３１３は、所望される配光などの光
学特性により形状、表面の処理は変更しても良い。また、レンズ反射部３１３の外郭を覆
うような反射部を付属しても良い。
【００３０】
　ホルダー部３２０は、第１係止部３２１と、第２係止部３２２と、突出嵌合部３３０と
を備えている。
　ホルダー部３２０は、内周面３２０ｂから突き出した環状の第１係止部３２１を備える
。また、ホルダー部３２０は、レンズ部３１０が取付側開口３２６からレンズ鍔部３１４
側より挿入される際にレンズ切欠部３１４ａを通過する第２係止部３２２を備える。第２
係止部３２２は、レンズ鍔部３１４が第１係止部３２１に係止された状態でレンズ鍔部３
１４を取付部２１０側から係止する。つまり、レンズ鍔部３１４は、照射側の第１係止部
と、取付側の第２係止部とにより挟まれて保持される。
【００３１】
　第１係止部３２１は、レンズ部３１０の出射部３１２と干渉しないように、ホルダー部
３２０の内周面３２０ｂより輪形状に突設し、レンズ鍔部３１４の照射側と当接する。
　第２係止部３２２は、レンズ部３１０のレンズ切欠部３１４ａに対応してホルダー部３
２０の内周面３２０ｂより突き出すように、ブロック形状に形成される。第２係止部３２
２は、レンズ鍔部３１４において、第１係止部３２１が当接する面と反対側の面と当接す
る。
　第２係止部３２２は、ホルダー部３２０が器具本体部２００に挿し込まれて回動する状
態において、側壁部２２０の側壁切欠部２２２により形成された切り欠きに配置される。
【００３２】
　突出嵌合部３３０は、第２係止部３２２に対して第１係止部３２１が配設された方向と
反対方向に配設される。すなわち、突出嵌合部３３０は、ホルダー部３２０の内周面３２
０ｂにおいて、第２係止部３２２より取付側に配設され、器具本体部２００の凹み嵌合部
２４０と嵌め合いをする。
　なお、図６に示すように、ホルダー部３２０の内周面３２０ｂにおいて、突出嵌合部３
３０と第２係止部３２２とは、取付側と照射側とを結ぶ一直線状に配設されている。
【００３３】
　図７に示すように、突出嵌合部３３０は、内周面３２０ｂにおける器具本体部２００の
凹み嵌合部２４０と対応する位置に配設された略四角形状の凸部である。
　突出嵌合部３３０には、第１傾斜部３３１と、第２傾斜部３３２と、第３傾斜部３３３
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と、スライド部３３４とが形成されている。
【００３４】
　第１傾斜部３３１は、突出嵌合部３３０の横側面の取付側に形成され、第２傾斜部３３
２は、第２傾斜部３３２の反対の横側面の取付側に形成される。
　突出嵌合部３３０は、第１配置部２４３０、すなわち交差部２４３に配置された場合に
第２配置部２４２０、すなわち端部２４２側を向く側面に第１傾斜部３３１を備える。第
１傾斜部３３１は、第２配置部２４２０に近づくに従って徐々に低くなるように傾斜して
形成される。
　また、突出嵌合部３３０は、第２配置部２４２０、すなわち端部２４２に配置された場
合に第１配置部２４３０、すなわち交差部２４３側を向く側面に第２傾斜部３３２を備え
る。第２傾斜部３３２は、第１配置部２４３０に近づくに従って徐々に低くなるように傾
斜して形成される。
　また、図７に示すように、第１傾斜部３３１の内角である角度Ａは、第２傾斜部３３２
の内角である角度Ｂより小さく形成されている。すなわち、第２傾斜部３３２は、第１傾
斜部３３１よりも傾斜が大きい。
【００３５】
　第３傾斜部３３３は、内周面３２０ｂにおいて第２係止部３２２より取付側に形成され
、内周面３２０ｂから離れるに従って、取付側から照射側に傾斜する。
　スライド部３３４は、第３傾斜部３３３の反対側、すなわち第３傾斜部３３３の照射側
に形成された略直方体形状である。
【００３６】
＊＊＊機能の説明＊＊＊
　まず、レンズ部３１０のホルダー部３２０への装着方法に関して説明をする。
（１）はじめに、レンズユニット３００は、ホルダー部３２０の取付側開口３２６より、
レンズ部３１０を出射部３１２側から挿し込みをする。
　このとき、レンズ部３１０は、レンズ切欠部３１４ａにより、レンズ鍔部３１４と第２
係止部３２２及び突出嵌合部３３０とが干渉しないで挿し込まれる。また、第２係止部３
２２と突出嵌合部３３０とが直線状に配設されているので途中で引っ掛かることなく簡単
に挿し込むことができる。
（２）レンズ部３１０のレンズ鍔部３１４がホルダー部３２０の第１係止部３２１に当接
するまで挿し込んだあとに、レンズ部３１０を、レンズ鍔部３１４が第１係止部３２１を
摺動するように回動させる。
　レンズ部３１０は、レンズ鍔部３１４が第１係止部３２１と第２係止部３２２に挟まれ
、ホルダー部３２０に装着される。
　なお、レンズ部３１０をホルダー部３２０から取り外すには、装着時と逆の手順により
取り外すことができる。
　以上の手順により、図７に示すように、レンズ部３１０がホルダー部３２０に装着され
たレンズユニット３００が完成する。
【００３７】
　次に、レンズユニット３００の器具本体部２００への装着方法に関して説明をする。
（１）レンズユニット３００は、図４の（ａ）に示すように、レンズ部３１０が器具本体
部２００の側壁部２２０内側に、ホルダー部３２０が側壁部２２０の外側に配置されるよ
うに、器具本体部２００に挿し込まれる。このとき、突出嵌合部３３０は凹み嵌合部２４
０に挿し込まれる。また、このとき第２係止部３２２は側壁切欠部２２２に配置される。
（２）レンズユニット３００は、第２係止部３２２が側壁切欠部２２２に配設されるとと
もに、突出嵌合部３３０が交差部２４３に配設されるまで挿し込まれた後に、突出嵌合部
３３０を端部２４２へ回動させる。そして、突出嵌合部３３０は、凹み嵌合部２４０の端
部２４２で保持される。このとき、第２係止部３２２は側壁切欠部２２２内を移動する。
なお、突出嵌合部３３０が凹み嵌合部２４０の端部２４２で保持された状態でも側壁切欠
部２２２に配設されたままである。
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【００３８】
　以上のように、凹み嵌合部２４０と突出嵌合部３３０とは嵌め合いされ、レンズユニッ
ト３００は器具本体部２００に装着される。
　また、突出嵌合部３３０の回動によりスライド部３３４が水平側辺部２４２ａに沿って
斜め上方向、すなわち斜めに取付側方向へ摺動することでホルダー部３２０の取付側開口
３２６と器具本体部２００の正面縁部２１１とが密着する。さらに、側壁部２２０の開口
縁部２２１が、レンズ鍔部３１４の押さえとなりレンズ部３１０の位置が移動してずれる
のを防いでいる。
　なお、レンズユニット３００を器具本体部２００からの取り外すには、装着時と逆の手
順により取り外すことができる。
【００３９】
　次に、凹み嵌合部２４０と突出嵌合部３３０との嵌合方法に関して説明をする。
（１）突出嵌合部３３０を凹み嵌合部２４０の挿入部２４１より挿入し、第１配置部とな
る交差部２４３まで挿し込みをする。
　このとき、突出嵌合部３３０は、第１傾斜部３３１が第１凸部２４４を摺動し交差部２
４３に挿し込まれる。また、突出嵌合部３３０のスライド部３３４の照射側の部分が第１
凸部２４４に係止され、突出嵌合部３３０が凹み嵌合部２４０の挿入部２４１から抜け難
くなる。
（２）次に、レンズユニット３００を周方向に回動させ、突出嵌合部３３０を交差部２４
３から第２配置部となる端部２４２へ移行させる。
　このとき、突出嵌合部３３０の第２傾斜部３３２が第２凸部２４５を摺動し、突出嵌合
部３３０が端部２４２へ移行され、突出嵌合部３３０は凹み嵌合部２４０と嵌合する。
　なお、第２傾斜部３３２は第１傾斜部３３１より内角を大きく形成しており、第２傾斜
部３３２を第２凸部２４５に摺動させる力は、第１傾斜部３３１を第２凸部２４５に摺動
させる力よりも大きくなる。このように、第２傾斜部３３２は外れ難い傾斜角度に形成さ
れており、意図せず第２傾斜部３３２が第２凸部２４５を交差部２４３の方向に摺動して
外れるのを防ぐ。
【００４０】
＊＊＊効果の説明＊＊＊
　本実施の形態では、照明器具１００は、発光モジュール４００が取り付けられ、発光モ
ジュール４００の周囲に立設するとともに凹み嵌合部２４０が形成された側壁部２２０を
有する器具本体部２００を有する。また、照明器具１００は、レンズ部３１０が配設され
、凹み嵌合部２４０と嵌合する突出嵌合部３３０を有するホルダー部３２０を有する。器
具本体部２００の凹み嵌合部２４０には第１凸部２４４と第２凸部２４５が配設されてい
るので、突出嵌合部３３０は、第１の保持空間となる交差部２４３と第２の保持空間とな
る端部２４２との二段階で保持される。よって、ホルダー部３２０は器具本体部２００に
安全かつ確実に固定される。
【００４１】
　本実施の形態では、突出嵌合部３３０が、取付部２１０に近づくように斜めに形成され
た凹み嵌合部２４０の水平側辺部２４２ａを摺動する。よって、ホルダー部３２０は取付
側に押し上げられ、ホルダー部３２０の取付側開口縁部３２４と器具本体部２００の正面
縁部２１１とが密着し、嵌合が緩むのを抑制する。また、ホルダー部３２０と器具本体部
２００とによる隙間からの光漏れを防いでいる。
　また、側壁部２２０の開口縁部２２１に側壁切欠部２２２が形成されており、この側壁
切欠部２２２にホルダー部３２０の第２係止部３２２が配置されることで、開口縁部２２
１がレンズ部３１０の位置が移動し、レンズ部がずれることを抑制する。
【００４２】
　本実施の形態では、突出嵌合部３３０が第１傾斜部３３１と第２傾斜部３３２とを備え
ており、第１傾斜部３３１の内角Ａが第２傾斜部３３２の内角Ｂより小さく形成されてい
る。第１傾斜部３３１の内角Ａは装着し易い角度で形成され、第２傾斜部３３２の内角Ｂ
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は外れ難い角度で形成されている。
【００４３】
　本実施の形態では、レンズユニット３００は、ホルダー部３２０を器具本体部２００に
挿し込んだのちに回転させるだけで装着され、取り外すときは装着時と逆の手順により取
り外すことができるので、レンズ部３１０に触らずに着脱が可能である。
【００４４】
　本実施の形態では、ホルダー部３２０は、第２係止部３２２と突出嵌合部３３０とが直
線状に配設されているので、レンズ部３１０を容易に装着することができる。
　また、レンズユニット３００はレンズ部３１０を交換するだけで、照明器具１００の配
光特性を変更することができる。
　また、複数のレンズユニット３００にそれぞれ異なる配光特性を持ったレンズ部３１０
を装着させておけば、レンズユニット３００を交換するだけで、照明器具である光源部の
配光特性を変更することができる。
【００４５】
　なお、本実施の形態では、器具本体部２００が凹み嵌合部２４０を有し、レンズユニッ
ト３００のホルダー部３２０が突出嵌合部３３０を有した形状に関して説明を行ったが、
器具本体部が突出嵌合部を有し、レンズユニットが突出嵌合部を有した形状でも良い。
　すなわち、器具本体部が、外側面から突き出した凸形状の突出嵌合部を備え、ホルダー
部が、内周面に凹みを形成する凹み嵌合部であって、挿入部と、第１配置部と、第２配置
部とを有する凹み嵌合部を備える構成でもよい。
【００４６】
　なお、本実施の形態では、凹み嵌合部２４０は、側壁部２２０に複数配設されているが
、第１凸部２４４と第２凸部２４５とが配設される数量は、レンズユニットなど保持する
重力により変更することができる。よって、第１凸部２４４と第２凸部２４５とは全ての
凹み嵌合部に配設されても良く、いずれか一つの凹み嵌合部に配設されてもよい。
【００４７】
　なお、本実施の形態では、発光モジュール４００にＣＯＢを用いた例について説明した
が、ＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）を用いた発光モジュールでも
良い。またＳＭＤを用いた発光モジュールに応じてレンズ部も複数のレンズにより構成さ
れたものでも良い。
【００４８】
　なお、本実施の形態では、突出嵌合部３３０の第１傾斜部３３１、第２傾斜部３３２、
第３傾斜部３３３の傾斜は面全体が傾斜した形状を図示しているが、円弧などにより形成
された傾斜でも良い。
【００４９】
　なお、本実施の形態では、ホルダー部３２０は側壁部２２０の内側に配置される形状に
関して説明をおこなったが、側壁部がホルダー部の外側に配置されるような形状でも良い
。
【００５０】
　なお、本実施の形態では、アーム部２０はカバー部３０に取り付けられているが、アー
ム部が光源部、すなわち照明器具に取り付けられる形状でも良い。
【００５１】
　なお、本実施の形態では、照明器具１００がスポットライト形の照明装置に用いられる
形状について説明したが、ダウンライト形の照明装置に本実施の形態を適用しても良い。
【００５２】
　以上、実施の形態１について説明したが、この実施の形態のうち、１つを部分的に実施
しても構わない。あるいは、この実施の形態のうち、複数を部分的に組み合わせて実施し
ても構わない。この実施の形態を、全体としてあるいは部分的に、どのように組み合わせ
て実施しても構わない。
　なお、上記の実施の形態は、本質的に好ましい例示であって、本発明、その適用物や用
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途の範囲を制限することを意図するものではなく、必要に応じて種々の変更が可能である
。
【符号の説明】
【００５３】
　１０　電源ブロック部、２０　アーム部、３０　カバー部、１００　照明器具、１１０
　光源部、１１１　照明器具、２００　器具本体部、２１０　取付部、２１１　正面縁部
、２１２　電源孔、２２０　側壁部、２２０ａ　外側面、２２０ｂ　内側面、２２１　開
口縁部、２２２　側壁切欠部、２３０　放熱フィン部、２３１　放熱フィン、２４０　凹
み嵌合部、２４１　挿入部、２４２　端部、２４２ａ　水平側辺部、２４２ｂ　取付側縁
部、２４３　交差部、２４４　第１凸部、２４５　第２凸部、３００　レンズユニット、
３１０　レンズ部、３１１　入射部、３１２　出射部、３１３　レンズ反射部、３１４　
レンズ鍔部、３１４ａ　レンズ切欠部、３２０　ホルダー部、３２０ａ　外周面、３２０
ｂ　内周面、３２１　第１係止部、３２２　第２係止部、３２４　取付側開口縁部、３２
６　取付側開口、３３０　突出嵌合部、３３１　第１傾斜部、３３２　第２傾斜部、３３
３　第３傾斜部、３３４　スライド部、４００　発光モジュール、４０１　基板、４０２
　発光部、５００　照明装置、２４００　底面部、２４２０　第２配置部、２４３０　第
１配置部。

【図１】 【図２】



(11) JP 6639598 B2 2020.2.5

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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