
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部走行体に、ハンドレール等の杆状体が設けられた上部旋回体を備えて構成される油
圧ショベルに

ことを特徴とする油圧ショベルの燈体。
【請求項２】
　請求項 において、カバー体は、上面部を杆状体に取付けるものであることを特徴とす
る油圧ショベルの燈体。
【請求項３】
　請求項 において、カバー体は、杆状体を外嵌した取付け金具の両脚部を介し
て取付けられるものであることを特徴とする油圧ショベルの燈体。
【請求項４】
　請求項 において、カバー体は、取付け金具の両脚部がカバー体に形成の長孔を貫通す
ることで左右方向調節自在に取付けられるものであることを特徴とする油圧ショベルの燈
体。
【請求項５】
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おいて、前記杆状体の任意の位置に燈体を着脱自在に取付けるにあたり、前
記燈体は、照射体である燈本体と、該燈本体の少なくとも照射面は開口するようにして内
包取付けし、かつ杆状体に取付けられるカバー体とからなり、カバー体は、少なくとも燈
本体の上面を覆う上面部と、背面を覆う背面部と、該上面部と背面部とのあいだに形成さ
れる傾斜面部とを備え、該傾斜面部を貫通した固定具により燈本体をカバー体に固定する
ものである

１

１または２

３



　請求項 において、カバー体は、取付け金具が杆状体を周回りに移動すること
で上下方向調節自在に取付けられるものであることを特徴とする油圧ショベルの燈体。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、建設作業、土木作業等の各種作業に使用される油圧ショベルの燈体の技術分野
に属するものである。
【０００２】
【従来技術】
一般に、この種油圧ショベルを用いて各種の作業をしたりする場合、夜間作業等の暗所で
行う場合があり、そのようなときには、作業現場を明るく照らす照明が必要になるが、こ
の様な場合に、大型の油圧ショベルでは、上部旋回体の機体フレーム（フロア）の前端部
に前照灯を内装状に取付けている。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
ところが、油圧ショベルが小型になっていくと、機体フレームの前端部に前照灯を内装す
るためのスペースを確保することが難しく、このため、前照灯の取付けを省略するものが
あり、このような場合には暗所作業ができないという問題がある。さらには、オフセット
作業をしたりするような場合、常に同一位置からの照射では、仮令照射方向を調節できた
としても見づらい場合があり、最適位置からの照射をしたいという場合もあり、ここに本
発明の解決すべき課題がある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
　本発明は、上記の如き実情に鑑みこれらの課題を解決することを目的として創作された
ものであって、請求項１の発明は、下部走行体に、ハンドレール等の杆状体が設けられた
上部旋回体を備えて構成される油圧ショベルに

ことを特徴とする油圧ショベルの燈体である
。
　そしてこのようにすることにより、燈体の内装スペースが確保できない小型のものであ
っても杆状体を利用して燈体を取付けることができる。しかも燈体の取付け位置を任意に
設定できて、最適位置からの照明が確保される。このようにしたときには、燈体の保護が
計れることになる 燈本体のカバー体への取付けを、背面部で取り付ける場合のよ
うに固定具の頭部が突出してしまうことを回避し、頭部を上面部と背面部との延長線内に
納まるかたちでの組付けができる。
　請求項２の発明は、請求項 において、カバー体は、上面部を杆状体に取付けるもので
あることを特徴とする油圧ショベルの燈体である。このようにしたときには、杆状体を跨
ぐ状態での取付けができて、背面部で取り付ける場合のように杆状態からの突出が大きく
なることを回避できる。
　請求項３の発明は、請求項 において、カバー体は、杆状体を外嵌した取付け
金具の両脚部を介して取付けられるものであることを特徴とする油圧ショベルの燈体であ
る。このようにすることで、燈体の任意の取付けが容易に行える。
　請求項４の発明は、請求項 において、カバー体は、取付け金具の両脚部がカバー体に
形成の長孔を貫通することで左右方向調節自在に取付けられるものであることを特徴とす
る油圧ショベルの燈体である。
　請求項５の発明は、請求項 において、カバー体は、取付け金具が杆状体を周
回りに移動することで上下方向調節自在に取付けられるものであることを特徴とする油圧
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３または４

おいて、前記杆状体の任意の位置に燈体を
着脱自在に取付けるにあたり、前記燈体は、照射体である燈本体と、該燈本体の少なくと
も照射面は開口するようにして内包取付けし、かつ杆状体に取付けられるカバー体とから
なり、カバー体は、少なくとも燈本体の上面を覆う上面部と、背面を覆う背面部と、該上
面部と背面部とのあいだに形成される傾斜面部とを備え、該傾斜面部を貫通した固定具に
より燈本体をカバー体に固定するものである

と共に、

１

１または２

３

３または４



ショベルの燈体である。
　これらのようにすることで、任意な位置に取付けられる燈体でありながら、照射方向の
左右角度、上下角度の調整が簡単にできる。
【０００５】
【発明の実施の形態】
次ぎに、本発明の実施の形態について、図面に基づいて説明する。図中、１は小型の油圧
ショベルであって、該油圧ショベル１は、クローラ型の下部走行体２、該下部走行体２に
旋回自在に設けられる上部旋回体３、下部走行体２に設けられるドーザ４、上部旋回体３
に設けられるバケット５を備えて構成され、さらに上部旋回体３には、運転席６、キャノ
ピ７等の各種の部材装置を備えており、さらに旋回体フレーム８の前端に突出するポスト
支持部８ａには、第一ブーム５ａを上下揺動自在に支持するスイングポスト５ｂが左右方
向揺動自在に軸支され、オフセットシリンダ８ｂの伸縮に基づいてバケット５を左右にオ
フセットできる構成になっているが、これらについては何れも従来構成と同じであるので
その詳細については省略する。
【０００６】
上部旋回体３には、前記運転席６の前方に位置して操作レバー８ｃが旋回体フロア８から
植立するようにして設けられるが、さらにその前側、つまり旋回体フレーム８の前端に前
部のハンドレール（手摺り）９が設けられ、運転席６の左側方には側部のハンドレール１
０が設けられており、これらハンドレールが本実施の形態においての本発明の杆状体に相
当する。前記前部のハンドレール９は、旋回体フレーム８に固設される左右一対の基台１
１と、下辺フレーム１２ａが前記基台１１に支持され、該下辺フレーム１２ａ左端側が上
辺フレーム１２ｂよりも少し長い正面視で略台形状となるように折曲形成された棒状体（
または筒状体でもよい）からなる主フレーム体１２とを備えて構成されるが、下辺フレー
ム１２ａの上辺フレーム１２ｂよりも長い部分１２ｃは、旋回体フレーム８の前部左側縁
に沿って斜め後方に向けて折曲しており、そして主フレーム体１２の左辺フレーム１２ｄ
は、上辺フレーム１２ｂの左端とその斜め後方に位置する下辺フレーム１２ａの左端とを
連結すべく傾斜状になっている。さらに、主フレーム体１２には、上下辺フレーム１２ｂ
、１２ａとの中間に位置して、左辺フレーム１２ｄと右辺フレーム１２ｅとのあいだを連
結する中間フレーム１２ｆが設けられるが、該中間フレーム１２ｆの左端部についても斜
め後方に向けて折曲している。
【０００７】
一方、側部のハンドレール１０は棒または筒状体から形成されたものであるが、該ハンド
レール１０は、上下方向に長い前辺フレーム１０ａと、該前辺フレーム１０ａの上端から
後方に延びる上辺フレーム１０ｂと、上辺フレーム１０ｂの後端から右方に折曲形成され
たものがさらに下方に折曲される後辺フレーム１０ｃと、上辺フレーム１０ｂの中間部か
ら下方に延びる中間フレーム１０ｄとで構成されている。
【０００８】
１３は燈体であって、該燈体１３は、照射機能を備えた燈本体（ランプ）１４と該燈本体
１４を外包するカバー体１５とを備えて構成されている。燈本体１４は略矩形状をし、そ
の左右両側面には、略冂字形をした把手１４ａの両辺部が止着されるが、把手１４は後方
上方に向けて傾斜する姿勢で止着されている。
一方、カバー体１５は、前記燈本体１４を内包するよう板状体を側面視において略コ字形
に折曲形成したもので、上面部１５ａと背面部（後面部）１５ｂとのコーナー部には傾斜
面部１５ｃが形成され、該傾斜面部１５ｃの外側から貫通したボルト（固定具）１６によ
り前記把手１４ａを固定し、これによって燈本体１４のカバー体１５への固定がなされる
ようになっている。さらにカバー体１５の上面部１５ａには、前後方向に長い長孔１５ｄ
の二つが前後に一列状に並んだものの一対が左右に形成されている。
【０００９】
一方、１７は略逆Ｕ字形をした取付け金具であって、該取付け金具１７の両脚端部には螺
子が刻設されている。そして取付け金具１７は、例えば前記前部ハンドレール９における

10

20

30

40

50

(3) JP 3790444 B2 2006.6.28



中間フレーム１２ｆの左方位置に上側から外嵌する状態で両脚部を前後の長孔１５ｄにそ
れぞれ遊嵌状に貫通させ、該貫通先端部からナット１７ａで緊締することでカバー体１５
の中間フレーム１２ｆへの取付け固定ができるようになっており、これによって燈体１３
の止着ができるようになっている。
【００１０】
しかも前述した燈体１３の止着にあたり、燈体１３の上下方向および左右方向の照射角度
は前記ナット緊締のときに簡単に調整することができるようになっている。つまり、ナッ
ト１７ａを取付け金具１７の螺子部に対して緩い螺合状態にしておけば、カバー体１５は
、中間フレーム１２ｆを軸芯として上下に揺動調整でき、さらに前記長孔１５ｄに貫通す
る両脚部の遊び分だけ左右に揺動調整でき、このように上下、左右の調整をした状態でナ
ツト緊締をすることで燈体１３は所望の照射方向を向いた状態で取り付け固定することが
できる。
【００１１】
叙述の如く構成されたものにおいて、前記燈体１３は、前部および側部のハンドレール９
、１０の何れにも、そしてこれらハンドレール９、１０の任意の位置に縦横任意の姿勢で
取付けることができ、このため、作業内容や作業者の好みに応じた燈体の取付けができる
。しかも燈体１３は、その照射方向を左右、上下に自由に調整できるため、さらに好まし
い照射方向に調節することができる。
【００１２】
このように任意の位置への取付けができる燈体１３は、照射機能を有した燈本体１４と、
これを内包するカバー体１５とからなり、このカバー体１５をハンドレール９または１０
に取付けるものであるため、燈本体１４の保護がカバー体１５によってなされるだけでな
く、燈本体１４自体を特殊形状にして取付け部が形成されたものにする必要がなく、汎用
のものを採用しての取付けができることになる。そして燈本体１４のカバー体１５への取
付けは、カバー体１５の上面部１５ａと背面部１５ｂとのコーナー部に形成される傾斜面
部１５ｃを貫通したボルト１６を介して行う構成になっているため、例えば背面部１５ｂ
からボルトを貫通して取付ける場合のようにボルト頭が後方に飛び出してしまうようなこ
とがなく、該ボルト頭を、傾斜面部１５ｃにおいて上面部１５ａと背面部１５ｂとの延長
線内に全部あるいは一部を納める状態での組付けができて、コンパクト化が達成できる。
【００１３】
また、この燈体１３は、カバー体上面部１５ａをハンドレール９、１０に取付けるもので
あるから、該ハンドレール９、１０に対する燈体１３の取付けを、ハンドレール前後また
は左右に跨った状態、つまりハンドレール９、１０に対して前後または左右に共に突出し
た取付けができ、これによって、ハンドレール９、１０からの突出量を小さくして運転席
６で操作するオペレータの邪魔になったり、機外突出量が大きくなって外部障害物に当た
ったりすることを回避できる。そのうえ燈体１３のハンドレール９または１０への取付け
は、略逆Ｕ字形をした取付け金具１７の両脚部を緊締することで行われるから、燈体１３
の任意位置での取付けが簡単でありながら、確りしたものとなる。
【００１４】
しかも燈体１３は、取付け金具１７の両脚部をカバー体上面部１５ａに穿設した長孔１５
ｄに遊嵌状に貫通して左右照射角度の調節ができ、また取付け金具１７をハンドレール９
または１０を支軸とする状態でまわすことで上下照射角度の調節ができ、これら上下、左
右の照射角度を調整した状態でナット固定することで、任意位置での取付けが、照射角度
の設定と同時にできることになって都合が良い。因みに、左右照射角度の調整のためには
、長孔１７ｄは直線状にして遊嵌させるのではなく円弧状にすることもできることはいう
までもない。
【００１５】
またこのものでは、燈体１３を前側ハンドレール９の例えば中間フレーム１２ｆに取付け
る場合に、図４、図５に示すように、左端側の斜め後方に折曲している部位よりも右側に
取り付けた場合、該取付けられた燈体１３は、中間フレーム１２ｆ、下辺フレーム１２ａ
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の斜め後方に折曲しているフレーム部位、並びに左辺フレーム１２ｄによって左側部が有
効に保護されることになって都合が良い。
【００１６】
尚、本発明の燈体の取付け姿勢としては、左右方向を向いた杆状体に取付けるだけでなく
、上下方向、前後方向を向いた杆状体に任意に取付けることができ、このようにしたとき
には、燈体の上下、左右、前後の方向が取り付け位置や姿勢によって変わるものであるこ
とはいうまでもない。
【００１７】
さらにまた、本発明は、図７に示す第二の実施の形態のように、超小旋回型の油圧ショベ
ル２０においても実施することができる。この油圧ショベル２０は、下部走行体２１、上
部旋回体２２、運転席２３、ドーザ２４、バケット２５、ハーフキャノピ２６等の各種部
材装置を備えることは従前通りであるが、運転席２３の前方、左側方に前部および側部の
ハンドレール２７、２８が設けられている。前部ハンドレール２７は略角形状の枠杆から
なり、下辺フレーム２７ａおよび右辺フレーム２７ｂを旋回体フレーム２２ａ、ハーフキ
ャノピ２６の基部にボルト固定することで取り付けられる。前部ハンドレール２７の上辺
フレーム２７ｃは、左側部分が斜め左後方に向けて折曲され、また下辺フレーム２７ａの
左側部分は斜め左後方上方に向けて折曲され、その先端同志が左辺フレーム２７ｄにより
連結されている。
一方、側部ハンドレール２８は平面視で略Ｌ字形に折曲されたものの両端部が運転席２３
の側方および後方に固定されることで取付けられる。
【００１８】
燈体１３については、前記第一の実施の形態のものと同じ構成をしているので、その詳細
については省略するが、図面では、燈体１３が前部ハンドレール２７の上辺フレーム２７
ｃに取付けたものが図示されているが、勿論、ハンドレール２７、２８の任意の位置に取
付けることができるものであることはいうまでもない。そしてこのようにすることで、超
小旋回型の油圧ショベル２０のように、旋回体フレーム２２ａに燈体１３の取付けスペー
スを確保する余裕のないものにおいて、オプション的に燈体１３を取付けることができる
。
【図面の簡単な説明】
【図１】油圧ショベルの側面図である。
【図２】油圧ショベルの正面図である。
【図３】燈体を取付けた状態を示す要部正面図である。
【図４】燈体を取り付けた状態を示す要部側面図である。
【図５】燈体を取り付けた状態を示す要部平面図である。
【図６】（Ａ）は燈体の正面図、（Ｂ）は燈体の平面図、（Ｃ）は燈体の側面図である。
【図７】第二の実施の形態を示す超小旋回型油圧ショベルの斜視図である。
【符号の説明】
１　　油圧ショベル
３　　上部旋回体
９　　前部ハンドレール
１０　　側部ハンドレール
１２　　主フレーム
１３　　燈体
１４　　燈本体
１５　　カバー体
１７　　取付け金具

10

20

30

40

(5) JP 3790444 B2 2006.6.28



【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

(7) JP 3790444 B2 2006.6.28



フロントページの続き

    審査官  鹿戸　俊介

(56)参考文献  特開２００１－１１４０１７（ＪＰ，Ａ）
              実開平０５－０６０９４２（ＪＰ，Ｕ）

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              E02F  9/16
              E02F  9/00

(8) JP 3790444 B2 2006.6.28


	bibliographic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

