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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を出射する本体と、
　前記本体を回転可能に保持する保持部と
を備えた照明器具であって、
　前記本体の回転角度を示す目盛が設けられた目盛板
を備え、
　前記保持部は、
　設置面に固定される固定部と、
　前記固定部から延出し、前記本体を保持するアームと
を有し、
　前記本体は、
　筐体の側面に設けられ、前記アームが取り付けられるアーム取付金具
を有し、
　前記目盛板は、
　前記アーム取付金具に固定され、
　前記アームは、
　頂部を有する切り欠き部が先端側に設けられ、
　前記目盛板の上に固定されている
ことを特徴とする照明器具。
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【請求項２】
　前記アームは、
　前記切り欠き部が前記目盛板の目盛上に位置するように、前記目盛板の上に取り付けら
れている
ことを特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記切り欠き部は、
　Ｖ字状に形成されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具に関し、特に、建物の天井等に設置する照明器具に関するものであ
る。
【背景技術】
【０００２】
　従来、建物の天井等の設置面に設置された照明器具から出射する光の角度を調整する場
合には、光を出射する光源ユニットの設置面に対する角度を調整することによって行われ
ている。このような照明器具には、通常、光源ユニットを回転可能に設置面に保持する保
持部に設けられたアームに刻印を印字し、光源ユニットとアームとの連結部分に、設置面
に対する光源ユニットの角度を示す目盛が表示された円板状の目盛板を設けている。そし
て、刻印が示す位置に表示された目盛を読むことで、光源ユニットの設置面に対する角度
を調整することができる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１４－１８６９６７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載されたように、アームに印字された刻印に対応する目
盛を読む場合、刻印が示す位置と目盛とが離れているため、光源ユニットの角度を正確に
判断することが困難であった。また、印字された刻印は、経年劣化により表示が見づらく
なる虞がある。
【０００５】
　本発明は、上記従来の技術における課題に鑑みてなされたものであって、本体の角度調
整を容易に行うことが可能な照明器具を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の照明器具は、光を出射する本体と、前記本体を回転可能に保持する保持部とを
備えた照明器具であって、前記本体の回転角度を示す目盛が設けられた目盛板を備え、前
記保持部は、設置面に固定される固定部と、前記固定部から延出し、前記本体を保持する
アームとを有し、前記本体は、筐体の側面に設けられ、前記アームが取り付けられるアー
ム取付金具を有し、前記目盛板は、前記アーム取付金具に固定され、前記アームは、頂部
を有する切り欠き部が先端側に設けられ、前記目盛板の上に固定されているものである。
【発明の効果】
【０００７】
　以上のように本発明の照明器具によれば、アームの先端に切り欠き部を設けることによ
り、切り欠き部の頂部に目盛板の目盛を合わせることができ、本体の角度調整を容易に行
うことができる。
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【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】本実施の形態１に係る照明器具の構成の一例を示す斜視図である。
【図２】図１に示す照明器具の分解斜視図である。
【図３】図１および図２のレンズユニットについて説明するための概略図である。
【図４】図１および図２に示すアームと目盛板との関係について説明するための概略図で
ある。
【図５】図１および図２に示す保持部の本体への取付について説明するための概略図であ
る。
【図６】本実施の形態１に係る照明器具の変形例１の構成を示す斜視図である。
【図７】図６に示す照明器具の分解斜視図である。
【図８】図６および図７のレンズユニットについて説明するための概略図である。
【図９】本実施の形態１に係る照明器具の変形例２の構成を示す斜視図である。
【図１０】図９に示す照明器具の分解斜視図である。
【図１１】本実施の形態１に係る照明器具の変形例３の構成を示す斜視図である。
【図１２】図１１に示す照明器具の分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
実施の形態１．
　以下、本発明の実施の形態１に係る照明器具について説明する。なお、各図において、
同様の部分には同一の符号を付し、その説明を適宜省略または簡略化する。また、各図に
記載の構成について、その大きさおよび配置は、この発明の範囲内で適宜変更することが
できる。また、以下では、照明器具１００を構成する種々の要素のうち、本発明に関連す
る箇所について説明し、それ以外の箇所については、詳細な説明を省略する。
【００１０】
［照明器具の構成］
　図１は、本実施の形態１に係る照明器具１００の構成の一例を示す斜視図である。図２
は、図１に示す照明器具１００の分解斜視図である。図１および図２に示すように、照明
器具１００は、本体１、レンズユニット２、保持部３、電源ユニット４およびカバー部５
で構成され、保持部３を介して建物の天井等に取り付けられる。
【００１１】
（本体）
　本体１は、外部に対して光を出射するためのものである。本体１は、例えば鉄またはス
テンレス等の剛性の高い材料によって形成された筐体に、発光部１１および放熱部１２を
備えている。
【００１２】
　発光部１１は、例えば矩形平板状に形成され、一方の面（以下、「発光面」と適宜称す
る）にＬＥＤモジュール１１ａが実装された図示しない実装基板が設けられている。ＬＥ
Ｄモジュール１１ａは、発光素子である複数のＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
Ｄｉｏｄｅ）１１ｂを含んで構成されている。この例は、ＬＥＤモジュール１１ａが４つ
のＬＥＤ１１ｂで構成された場合を示す。
【００１３】
　ＬＥＤモジュール１１ａにおいて、ＬＥＤ１１ｂは、例えば格子状に配置されている。
ＬＥＤ１１ｂは、例えば、青色光を発光する窒化物半導体を発光層に用いたＬＥＤチップ
と、ＬＥＤチップから出射した青色光を吸収して黄色光を発光する蛍光体とを、パッケー
ジに収容した構造となっている。ＬＥＤ１１ｂは、出射する青色光と黄色光とを互いに混
色させることにより、白色光を出射する。
【００１４】
　また、発光部１１のＬＥＤモジュール１１ａによる光の照射面には、凹部１１ｃが設け
られている。凹部１１ｃは、レンズユニット２を本体１に取り付ける際に、レンズユニッ
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ト２に設けられた後述する位置決め部２１ｂが嵌合するように形成されている。
【００１５】
　放熱部１２は、発光部１１における発光面とは反対側の他方の面に設けられている。放
熱部１２は、例えば板状に形成された複数の放熱板１２ａで構成され、複数の放熱板１２
ａが発光面に直交するようにしてそれぞれが予め定めた間隔で平行に配置されている。放
熱板は１２ａ、例えばアルミニウム、銅などの熱伝導率および剛性の高い材料によって形
成されている。放熱部１２は、発光部１１におけるＬＥＤモジュール１１ａのＬＥＤ１１
ｂの発光によって生じた熱を外部に放熱する。
【００１６】
　また、本体１を形成する筐体の側面には、アーム取付金具１３が設けられている。アー
ム取付金具１３は、例えばアルミダイカストによって形成され、本体１の両側面のそれぞ
れに固定的に設けられている。アーム取付金具１３には、外側に突出する突出部１３ａが
設けられ、突出部１３ａの中心に貫通孔１３ｂが設けられている。アーム取付金具１３は
、これらの突出部１３ａおよび貫通孔１３ｂを介して後述する保持部３のアーム３２が取
り付けられる。
【００１７】
　２つのアーム取付金具１３のうち、一方のアーム取付金具１３には、アルミニウム等の
金属製の円板からなる目盛板１４が固定的に取り付けられている。目盛板１４は、後述す
るようにして本体１が２つのアーム３２によって挟み込まれた際に、アーム取付金具１３
とアーム３２とによって狭持された状態となる。目盛板１４には、円板の円弧に沿うよう
にして、設置面に対する本体１の相対的な回転角度を示す角度の目盛が、印刷、シールま
たは刻印等によって表示されている。また、目盛板１４に表示された目盛は、その一部が
アーム３２と重なるように設けられている。
【００１８】
　なお、目盛板１４の目盛が印刷、シールあるいは凸状の刻印の場合は、使用状態、例え
ば筐体の可動などによって目盛がこすれたりすることにより削れて見えなくなる虞がある
が、彫り込みによる凹状の刻印とすることにより、目盛が削れることがなくなる。また、
アーム３２に設けられた後述するＶ字状等の切り欠き部３２ｂと組み合わせることにより
、目盛を見やすくすることができる。
【００１９】
（レンズユニット）
　レンズユニット２は、本体１の発光部１１に設けられたＬＥＤモジュール１１ａ全体を
覆うように形成され、発光部１１に取り付けられている。レンズユニット２は、ＬＥＤモ
ジュール１１ａを構成するＬＥＤ１１ｂから出射した光の照射方向を変化させる。
【００２０】
　図３は、図１および図２のレンズユニット２について説明するための概略図である。ま
た、図３（ａ）はレンズユニット２の上面図であり、図３（ｂ）はレンズユニット２の側
面図である。図３（ｃ）はレンズユニット２の正面図であり、図３（ｄ）はレンズユニッ
ト２の底面図である。図３（ｅ）は、レンズユニット２の上面を上にした場合の斜視図で
ある。図３（ｆ）は、レンズユニット２の底面を上にした場合の斜視図である。
【００２１】
　レンズユニット２は、ホルダー２１および複数のレンズ２２を備え、これらが射出成型
または金型成型等により一体成型されている。レンズユニット２は、例えば、透明なアク
リル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ガラス等の透光性材料によって形成されている。
【００２２】
　ホルダー２１は、例えば矩形の平板状に形成され、本体１のＬＥＤモジュール１１ａを
構成するＬＥＤ１１ｂに対する複数のレンズ２２を保持する。ホルダー２１は、複数のレ
ンズ２２が面状に配列された状態で保持するように形成されている。
【００２３】
　ホルダー２１における４つの角部のそれぞれには、底面側に突出する取付部２１ａが設
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けられている。取付部２１ａには、貫通孔２１ｃが形成され、この貫通孔２１ｃと、本体
１の発光部１１に設けられた孔との位置を合わせた状態でボルト等を挿通させることによ
り、レンズユニット２が本体１に取り付けられている。
【００２４】
　また、ホルダー２１には、底面側に突出する１または複数の位置決め部２１ｂが、例え
ばホルダー２１の周縁部に設けられている。位置決め部２１ｂは、本体１のＬＥＤモジュ
ール１１ａにおけるＬＥＤ１１ｂの位置と、後述するレンズ２２の位置とが一致するよう
にレンズユニット２を本体１に固定するために設けられている。この位置決め部２１ｂは
、本体１の発光部１１に設けられた凹部１１ｃに嵌合される。
【００２５】
　なお、この例では、２つの位置決め部２１ｂが設けられている場合を示す。なお、位置
決め部２１ｂの数は、これに限られず、例えば１つでもよいし、３つ以上でもよく、レン
ズユニット２の本体１に対する位置決めを確実に行うことができれば、いずれの数でもよ
い。
【００２６】
　複数のレンズ２２は、本体１のＬＥＤモジュール１１ａにおけるＬＥＤ１１ｂと同数設
けられ、ＬＥＤ１１ｂの配置位置に対応するように、例えば格子状に配列されている。複
数のレンズ２２のうち、互いに隣接するレンズ２２は、その一部が重なり合うようにして
形成されている。このように、互いに隣接するレンズ２２の一部が重なり合うことによっ
て、配光特性に対する影響を抑えながら、照明器具１００の小型化を図ることができる。
【００２７】
（保持部）
　説明は図１および図２に戻り、保持部３は、本体１を天井等の設置面に対して所望の角
度で保持するように構成されている。保持部３は、固定部３１およびアーム３２で構成さ
れ、例えば金属板をＵ字状に折り曲げることによって形成されている。
【００２８】
　固定部３１は、例えば平板状に形成され、アーム３２を介して照明器具１００を設置面
に固定させるために用いられる。固定部３１には、保持部３を設置面に固定するための固
定孔３１ａが中心部に設けられるとともに、この固定孔３１ａを中心として円弧状に形成
された長孔３１ｂが設けられている。長孔３１ｂの外周には、角度を示す目盛が設けられ
ている。
【００２９】
　照明器具１００を設置面に設置する場合には、固定部３１の固定孔３１ａおよび長孔３
１ｂにボルト等の締結手段を挿通し、設置面にねじ込むことにより、固定部３１が設置面
に固定される。ここで、それぞれのボルトを緩めた状態で、固定孔３１ａを中心として固
定部３１を回転させることにより、設置面と平行な面内での本体１からの光の照射方向を
調整することができる。
【００３０】
　アーム３２は、固定部３１の両端部から斜め前方に向かって立ち上がるように延出して
設けられている。それぞれのアーム３２の先端には、本体１のアーム取付金具１３と連結
するための貫通孔３２ａが設けられている。貫通孔３２ａにボルト等の締結手段を挿通し
てアーム３２をアーム取付金具１３に固定することにより、本体１が２つのアーム３２に
よって挟み込まれた状態となり、本体１を回転可能に保持することができる。すなわち、
本実施の形態１では、本体１、アーム取付金具１３およびアーム３２が一体的に連結され
る。なお、本体１とアーム３２との取付構造の詳細については、後述する。
【００３１】
　２つのアーム３２のうち一方、具体的には目盛板１４が取り付けられたアーム取付金具
１３側のアーム３２には、ハンドル３３が設けられている。ハンドル３３は、例えば金属
棒をＬ字状に折り曲げることによって形成され、回転させることにより、設置面に対して
本体１を所定の角度に変えることができる。
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【００３２】
　ハンドル３３の一方の端部には、ねじ部が形成され、ねじ部は、アーム３２に形成され
た孔に挿通されている。このアーム３２のねじ部には、狭持部材３４を介してボルトが締
結されている。そして、ハンドル３３が設けられたアーム３２と狭持部材３４とによって
、アーム取付金具１３に固定された目盛板１４が狭持されている。
【００３３】
　このとき、ハンドル３３を一方向に回転させると、狭持部材３４がアーム３２側に移動
することによって目盛板１４がアーム３２と狭持部材３４とによって狭持され、本体１の
位置が固定される。一方、ハンドル３３を逆方向に回転させると、狭持部材３４がアーム
３２から離間する方向に移動することによって本体１が開放され、本体１を回転させて光
の照射方向を調整することができる。
【００３４】
　図４は、図１および図２に示すアーム３２と目盛板１４との関係について説明するため
の概略図である。図４に示すように、アーム取付金具１３に目盛板１４が取り付けられて
いる側の一方のアーム３２の先端には、頂部３２ｃを有する切り欠き部３２ｂが設けられ
ている。切り欠き部３２ｂは、例えばＶ字状に形成されている。なお、切り欠き部３２ｂ
の形状は、この例に限られず、頂部３２ｃを有するような形状であれば、どのような形状
でもよい。
【００３５】
　ここで、目盛板１４に表示された目盛は、アーム３２と重なるように表示されており、
この切り欠き部３２ｂから目盛板１４の目盛を臨んだ際に、切り欠き部３２ｂの頂部３２
ｃ一致する角度が、設置面に対する本体１の相対的な回転角度となる。
【００３６】
　このように、切り欠き部３２ｂの頂部３２ｃによって目盛を読み取る場合には、目盛を
読み取るための他の方法と比較して、目盛が読み取りやすいという利点がある。目盛を読
み取る他の方法としては、例えば、アーム３２の先端に突部を設け、この突部に一致する
目盛を読み取る方法が考えられる。しかし、この場合には、突部自身が目盛に重なること
によって目盛をさらに隠してしまい、突部に一致する目盛の露出部分の長さが短くなって
しまうため、目盛を正確に読み取ることが困難になる。
【００３７】
　これを防ぐためには、例えば、目盛板１４に表示された目盛の長さを全体的に長くした
り、目盛を目盛板１４の外周により近い位置に表示させたりする必要がある。そのため、
この場合には、例えば目盛板１４を小型化することができない。
【００３８】
　これに対して、本実施の形態１のように、切り欠き部３２ｂの頂部３２ｃによって目盛
を示す場合には、切り欠き部３２ｂの内部に目盛が表示されるので、頂部３２ｃに一致す
る目盛の露出部分の長さを、上述した他の方法と比較して長くすることができる。そのた
め、本実施の形態１では、切り欠き部３２ｂの頂部３２ｃに一致する目盛を正確に読み取
ることができる。
【００３９】
　また、この場合には、目盛板１４に表示された目盛のアーム３２から露出する部分の長
さが短い場合であっても、切り欠き部３２ｂの頂部３２ｃに一致する目盛の長さを十分に
確保することができる。そのため、本実施の形態１では、目盛板１４を小型化した場合で
も、目盛を正確に読み取ることができる。
【００４０】
（電源ユニット）
　説明は図１および図２に戻り、電源ユニット４は、例えば本体１の背面側、すなわち本
体１における放熱部１２の放熱板１２ａが配置されている側に設けられている。電源ユニ
ット４は、例えば図示しない商用電源に接続され、交流電源である商用電源を直流電源に
変換する。また、電源ユニット４は、ＬＥＤモジュール１１ａへ供給される電力を制御す
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る制御装置を内蔵している。電源ユニット４は、本体１の発光部１１に対して電力を供給
する。
【００４１】
（カバー部）
　カバー部５は、カバー５１およびシール部材５２を有し、本体１の発光部１１全体を覆
うように形成されている。カバー５１は、例えば矩形の角筒状に形成されている。カバー
５１は、透明なアクリル樹脂、ポリカーボネート樹脂、ガラス等の透光性材料によって形
成され、本体１の発光部１１におけるＬＥＤ１１ｂから出射された光を透過させる。
【００４２】
　カバー５１の外周には、鍔部５１ａが形成されている。鍔部５１ａにおける４つの角部
には、貫通孔が設けられている。カバー部５は、カバー５１に設けられた貫通孔を介して
本体１の発光部１１に取り付けられる。
【００４３】
　シール部材５２は、例えばカバー５１の鍔部５１ａと同等の外形となる矩形の枠状に形
成され、シリコン樹脂等によって形成されている。シール部材５２は、カバー５１と本体
１の発光部１１との間に狭持されることにより、機密性を保持するようになっている。
【００４４】
（アームの取付構造）
　次に、本体１に対する保持部３のアーム３２の取付構造について説明する。図５は、図
１および図２に示す保持部３の本体１への取付について説明するための概略図である。ま
た、図５（ａ）は、照明器具１００の斜視図である。図５（ｂ）は、図５（ａ）において
アーム３２の貫通孔３２ａを通過する、保持部３の固定部３１と水平な面による断面図で
ある。図５（ｃ）は、図５（ｂ）中の点線Ａで示す部分の要部拡大図である。
【００４５】
　図５（ｃ）に示すように、本体１のアーム取付金具１３取付面には、貫通孔１５が設け
られている。また、アーム取付金具１３には、突出部１３ａが設けられ、この突出部１３
ａの中心に貫通孔１３ｂが設けられている。この貫通孔１３ｂは、アーム取付金具１３を
本体１に取り付けた際に、本体１の貫通孔１５に対応する位置に設けられている。
　さらに、アーム３２には、貫通孔３２ａが設けられている。
【００４６】
　アーム取付金具１３の突出部１３ａは、本体１にアーム取付金具１３が取り付けられた
状態において、アーム３２の貫通孔３２ａに嵌合されている。
　また、アーム取付金具１３とアーム３２とが嵌合した状態において、アーム取付金具１
３の貫通孔１３ｂおよび本体１の貫通孔１５には、ワッシャ等を介してボルト６１が挿通
されている。そして、挿通されたボルト６１の先端側からナット６２が締結されている。
これにより、本体１に固定されたアーム取付金具１３にアーム３２が固定されている。
【００４７】
　このようにして、本体１に固定されたアーム取付金具１３にアーム３２を固定すること
により、アーム３２を確実に取り付けることができる。このとき、本体１は、鉄またはス
テンレス等の、アーム取付金具１３に用いられているアルミダイカストよりも剛性の高い
材料を用いている。そのため、本体１、アーム取付金具１３、アーム３２、ボルト６１等
に生じる応力を各所に分散させることができる。
【００４８】
［照明装置の変形例］
　次に、本実施の形態１に係る照明器具１００の変形例について説明する。以下では、変
形例１～変形例３のそれぞれについて、本実施の形態１に係る照明器具１００との相違点
を中心に説明する。なお、照明器具１００と共通する部分については同一の符号を付し、
詳細な説明を省略する。
【００４９】
（変形例１）
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　図６は、本実施の形態１に係る照明器具１００の変形例１の構成を示す斜視図である。
以下では、照明器具１００の変形例１を「照明器具２００」と称する。また、図７は、図
６に示す照明器具２００の分解斜視図である。
【００５０】
　本実施の形態１に係る照明器具１００では、ＬＥＤモジュール１１ａが４つのＬＥＤ１
１ｂで構成されているのに対して、図６および図７に示すように、変形例１による照明器
具２００では、ＬＥＤモジュール１１ａが６つのＬＥＤ１１ｂで構成されている。
【００５１】
　この照明器具２００では、ＬＥＤ１１ｂの数に応じて発光部１１を含む本体１、レンズ
ユニット２、保持部３およびカバー部５の大きさが本実施の形態１に係る照明器具１００
よりも大きくなっている以外は、同等の構造および機能を有している。
【００５２】
　図８は、図６および図７のレンズユニット２について説明するための概略図である。ま
た、図８（ａ）はレンズユニット２の上面図であり、図８（ｂ）はレンズユニット２の側
面図である。図８（ｃ）はレンズユニット２の正面図であり、図８（ｄ）はレンズユニッ
ト２の底面図である。図８（ｅ）は、レンズユニット２の上面を上にした場合の斜視図で
ある。図８（ｆ）は、レンズユニット２の底面を上にした場合の斜視図である。
【００５３】
　変形例１によるレンズユニット２は、本実施の形態１によるレンズユニット２と同様に
、ホルダー２１および複数のレンズ２２を備えている。
【００５４】
　レンズ２２は、本体１のＬＥＤモジュール１１ａにおけるＬＥＤ１１ｂと同数かつ格子
状に設けられている。すなわち、変形例１において、レンズユニット２には、６つのレン
ズ２２が格子状に設けられている。また、複数のレンズ２２のうち、互いに隣接するレン
ズ２２は、本実施の形態１に係るレンズ２２と同様に、その一部が重なり合うようにして
形成されている。
【００５５】
（変形例２）
　図９は、本実施の形態１に係る照明器具１００の変形例２の構成を示す斜視図である。
以下では、照明器具１００の変形例２を「照明器具３００」と称する。また、図１０は、
図９に示す照明器具３００の分解斜視図である。
【００５６】
　図９および図１０に示すように、変形例２による照明器具３００では、４つのＬＥＤ１
１ｂで構成された２つのＬＥＤモジュール１１ａが発光部１１に設けられている。それぞ
れのＬＥＤモジュール１１ａは、本実施の形態１に係る本体１のＬＥＤモジュール１１ａ
と共通するものである。
【００５７】
　また、照明器具３００は、発光部１１に設けられた２つのＬＥＤモジュール１１ａに対
応して、２つのレンズユニット２および２つのカバー部５を備えている。この２つのレン
ズユニット２のそれぞれは、本実施の形態１に係る照明器具１００におけるレンズユニッ
ト２と共通するものである。また、２つのカバー部５のそれぞれは、照明器具１００にお
けるカバー部５と共通するものである。
【００５８】
　ここで、２つのカバー部５は、それぞれの鍔部５１ａにおいて互いに隣接する貫通孔が
連結金具６３によって連結される。これにより、２つのカバー部５を本体１に確実に取り
付けることができ、カバー部５が本体１から外れてしまうのを防止することができる。
【００５９】
（変形例３）
　図１１は、本実施の形態１に係る照明器具１００の変形例３の構成を示す斜視図である
。以下では、照明器具１００の変形例３を「照明器具４００」と称する。また、図１２は
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【００６０】
　図１１および図１２に示すように、変形例３による照明器具４００では、６つのＬＥＤ
１１ｂで構成された２つのＬＥＤモジュール１１ａが発光部１１に設けられている。それ
ぞれのＬＥＤモジュール１１ａは、変形例１による本体１のＬＥＤモジュール１１ａと共
通するものである。
【００６１】
　また、照明器具４００は、発光部１１に設けられた２つのＬＥＤモジュール１１ａに対
応して、２つのレンズユニット２および２つのカバー部５を備えている。この２つのレン
ズユニット２のそれぞれは、変形例１による照明器具２００におけるレンズユニット２と
共通するものである。また、２つのカバー部５のそれぞれは、照明器具２００におけるカ
バー部５と共通するものである。
【００６２】
　ここで、２つのカバー部５は、それぞれの鍔部５１ａにおいて互いに隣接する貫通孔が
連結金具６４によって連結される。これにより、変形例２と同様に、２つのカバー部５を
本体１に確実に取り付けることができ、カバー部５が本体１から外れてしまうのを防止す
ることができる。
【００６３】
　以上のように、本実施の形態１に係る照明器具１００、変形例１～３による照明器具２
００、３００および４００は、光を出射する本体１と、本体１を回転可能に保持する保持
部３とを備え、本体１の回転角度を示す目盛が設けられた目盛板１４を備えている。保持
部３は、設置面に固定される固定部３１と、固定部３１から延出し、本体１を保持するア
ーム３２とを有し、本体１は、筐体の側面に設けられ、アーム３２が取り付けられるアー
ム取付金具１３を有し、目盛板１４は、アーム取付金具１３に固定され、アーム３２は、
頂部３２ｃを有する切り欠き部３２ｂが設けられ、目盛板１４の上に固定されている。
【００６４】
　このように、アーム３２に切り欠き部３２ｂを設けることにより、切り欠き部３２ｂの
頂部３２ｃに目盛板１４の目盛を合わせることができ、本体１の角度調整を容易に行うこ
とができる。
【００６５】
　以上、本発明の実施の形態１および変形例１～３について説明したが、本発明は、上述
した本発明の実施の形態１および変形例１～３に限定されるものではなく、本発明の要旨
を逸脱しない範囲内で様々な変形や応用が可能である。
【００６６】
　例えば、上述した例において、本体１は、保持部３における固定部３１の両端部から延
出した２つのアーム３２によって狭持された状態で保持されるように説明したが、これに
限られず、本体１は、１つのアーム３２によって保持されてもよい。
【符号の説明】
【００６７】
　１　本体、２　レンズユニット、３　保持部、４　電源ユニット、５　カバー部、１１
　発光部、１１ａ　ＬＥＤモジュール、１１ｂ　ＬＥＤ、１１ｃ　凹部、１２　放熱部、
１２ａ　放熱板、１３　アーム取付金具、１３ａ　突出部、１３ｂ　貫通孔、１４　目盛
板、１５　貫通孔、２１　ホルダー、２１ａ　取付部、２１ｂ　位置決め部、２１ｃ　貫
通孔、２２　レンズ、３１　固定部、３１ａ　固定孔、３１ｂ　長孔、３２　アーム、３
２ａ　貫通孔、３２ｂ　切り欠き部、３２ｃ　頂部、３３　ハンドル、３４　狭持部材、
５１　カバー、５１ａ　鍔部、５２　シール部材、６１　ボルト、６２　ナット、６３、
６４　連結金具、１００、２００、３００、４００　照明器具。
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