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(57)【要約】
【課題】配光の調節が容易な照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具は、６つの発光装置（図示せず）
と、円板状に形成され且つ厚み方向の一表面側に６つの
前記発光装置が実装された回路基板（図示せず）と、前
記回路基板の前記一表面側に前記回路基板と対向する形
で配置され且つ６つの前記発光装置それぞれから放射さ
れる光の配光を制御する６つのレンズ（光学部材）４が
取り付けられる６つの取付孔（取付部）５ａを有する取
付部材５と、前記回路基板およびレンズ４が取り付けら
れた取付部材５を保持する器具本体１００とを備える。
６つのレンズ４は、取付部材５の各取付孔５ａに対して
前記回路基板側と反対側から着脱自在に取り付けられて
いる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光装置と、板状に形成され且つ厚み方向の一表面側に複数の発光装置が実装さ
れた回路基板と、複数の発光装置それぞれから放射される光の配光を制御する複数の光学
部材と、複数の光学部材それぞれが取り付けられる複数の取付部を有し且つ回路基板の前
記一表面側に回路基板と対向する形で配置される取付部材と、回路基板および複数の光学
部材が取り付けられた取付部材を保持する器具本体とを備え、複数の光学部材は、取付部
材の各取付部に対して回路基板側と反対側から着脱自在に取り付けられてなることを特徴
とする照明器具。
【請求項２】
　複数の前記光学部材が、前記発光装置から放射される光を反射する反射体からなること
を特徴とする請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　複数の前記光学部材が、前記発光装置から放射される光を収束させるレンズおよび前記
発光装置から放射される光を発散させるレンズのいずれか一方であることを特徴とする請
求項１記載の照明器具。
【請求項４】
　前記取付部材が、前記発光装置から放射される光を遮断する金属および樹脂の少なくと
も一方から形成されてなることを特徴とする請求項１乃至請求項３のいずれか１項に記載
の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来から、店舗等の商業空間における商品の演出やオフィス等の建築空間の演出に使用
されるスポットライトやダウンライト等の照明器具であって、店舗やオフィスの天井や壁
に敷設された配線ダクトに取り付けられる照明器具が提供されている。ここに、配線ダク
トは、断面コ字状に形成された長尺の樋状部材であって、前記配線ダクトにおける互いに
対向する両側壁には前記配線ダクトの長手方向に沿って前記照明器具に電力を供給するた
めの金属等の導電材料により形成された配線が設けられている。また、前記配線ダクトの
両側壁の先端部には、長手方向全体に亘って両側壁に直交し且つ互いに近づく方向に延出
した鍔部が形成されている。
【０００３】
　また、この種の照明器具としては、例えば、白熱灯からなる１つの光源と、当該光源か
ら放射される可視光を反射する材料（例えば、アルミニウム等の金属）により碗状に形成
され且つ内側面が放物面状の反射面を構成する反射体と、透光性材料（例えば、透光性の
ガラスやアクリル樹脂等）により円板状に形成され前記光源の前方に配置される光学部材
であるフィルタやレンズと、反射体および光学部材を保持する器具本体と、一端側に器具
本体が連結され他端側に前記配線ダクトの前記鍔部に掛止される接続部が設けられたアー
ムとを備え、器具本体がアームを介して配線ダクトに取り付けられるとともに、前記光源
が、前記反射体の反射面の焦点の位置に配置され、前記反射体が前記光源から放射される
光を前方に反射するスポットライトがある。
【０００４】
　ところで、この種のスポットライトとして、前記光源や前記反射体を前記反射体の前記
反射面の焦点の位置から前記光源の光軸方向に沿って移動させたり、レンズ等の前記光学
部材を前記光軸方向に沿って移動させることにより配光を変えることができるスポットラ
イトがあるが、当該スポットライトでは、前記光源や前記反射体、前記光学部材を前記光
源の前記光軸方向に沿って移動させるための移動機構を設ける必要があるので、前記スポ
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ットライトの構造が複雑になってしまうおそれがある。また、外部から前記移動機構が見
えてしまうと前記スポットライトの外観も低下してしまう。
【０００５】
　また、前記フィルタを前記フィルタとは色が異なるフィルタに交換したり、前記レンズ
を前記レンズとは焦点距離の異なるレンズに交換したり、前記反射体を形状が異なる反射
体に交換したりすることで、配光を変えることができるスポットライトが考えられるが、
当該スポットライトでは、１つの反射体と前記光源の前方に配置されるレンズとの組合せ
で配光を変更せざるを得ず、所望の配光を実現しようとした場合に反射体およびレンズの
設計が複雑となることがあった。また、前記スポットライトは、１つの前記光源しか備え
ていないため、例えば、前記スポットライトからの光が照射される照明空間における光照
射領域は前記照明空間における前記光源の前記光軸の周囲の所定の広さに限定されてしま
い、前記照明空間における前記光照射領域を前記所定の広さよりも広い所望の広さにまで
広げることができなかった。また、前記スポットライトでは、前記光照射領域における前
記光源の前記光軸の近傍の明るさが前記光源の前記光軸から離れた場所の明るさに比べて
大きくなってしまい前記光照射領域全体における明るさの均斉度が得られなかったりする
ことがあった。また、前記スポットライトは、１つの前記光源しか備えていないため、例
えば、演色性を考慮して前記光照射領域に複数種類の色の光を照射するように設定したい
場合に対応できないことがあった。
【０００６】
　これに対して、図１０に示すように、複数の発光装置２０２‘と、円板状に形成され且
つ一表面側に複数の発光装置２０２’が同心円状に実装された回路基板２０１’と、透光
性の樹脂またはガラスにより有底円筒状に形成され且つ底壁２０５ａ’が回路基板２０１
’の前記一表面側に回路基板２０１’に対向して配置された透光性部材２０５’とを備え
、透光性部材２０５’の底壁２０５ａ’において複数の発光装置２０２’それぞれに対応
する複数の部位それぞれに、レンズ部２０４’が形成されてなる照明器具が提案されてい
る（特許文献１参照）。なお、図１０に示す構成の照明器具は、有底円筒状に形成され且
つ内部に回路基板２０１’および透光性部材２０５’が収納される器具本体２００’と、
平面視円形の枠状に形成され且つ底壁２２２ｃ’に発光装置２０２’から放射される光を
外部に取り出すための平面視円形状の開口窓２２２ｄ’が形成された枠体２２２’とを備
え、枠体２２２’は、器具本体２００’の開口部および外周側面を覆う形で器具本体２０
０’に取着される。
【０００７】
　ところで、図１０に記載の照明器具では、配光によってはレンズ部２０４’の形状が複
雑になることがあった。また、配光に応じて、各レンズ部２０４’それぞれを互いに異な
る焦点距離となるようにするために、各レンズ部２０４’それぞれを互いに異なる形状や
肉厚となるように形成する必要があった。また、図１０に示す構成の照明器具では、複数
のレンズ部２０４’を有する透光性部材２０５’が一体成形により形成されているので、
配光に応じて成形金型を準備する必要があり、前記成形金型を個別に作製しなければなら
ない分、生産性が低下するおそれがあった。更に、複数のレンズ部２０４’を有する透光
性部材２０５’が一体成形により形成されているので、透光性部材２０５’を作製する前
段階で、各レンズ部２０４’の形状や肉厚を予め決めておく必要があった。
【０００８】
　これに対して、図１１に示すように、複数（図示例では、５つ）の発光装置２’と、円
板状に形成され且つ厚み方向の一表面側に発光装置２’が実装された回路基板１’と、発
光装置２’から放射される光の配光を制御する複数（図示例では、９つ）の光学部材であ
るフライアイレンズ４３’と、回路基板１’の前記一表面側に回路基板１’と対向する形
で配置され且つフライアイレンズ４３’が取り付けられる複数（図示例では、９つ）の取
付孔５３ａ’を有する取付部材であるフライアイレンズ保持板５３’と、円筒状に形成さ
れ且つ回路基板１’およびフライアイレンズ４３’が取り付けられたフライアイレンズ保
持板５３’を保持する器具本体１００’とを備えた照明器具が提案されている（特許文献
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２参照）。また、図１１に示す構成の照明器具では、発光装置２’から放射した光を発光
装置２’の光軸に平行な光にコリメートするための複数（図示例では、９つ）の光学部材
であるコリメートレンズ４２’と、回路基板１’の前記一表面側における回路基板１’と
フライアイレンズ保持板５３’との間に回路基板１’と対向する形で配置され且つコリメ
ートレンズ４２’が取り付けられる複数（図示例では、９つ）の取付孔５２ａ’を有する
取付部材であるコリメートレンズ保持板５２’とを備える。なお、複数の発光装置を備え
た照明器具では、複数の発光装置を円状または格子状に配置するのが一般的であり、図１
１に示す照明器具は、回路基板１’の中央部に配置された発光装置２’の周囲に４つの発
光装置２’が周方向で等間隔となるように円状に配置されている。
【０００９】
　また、器具本体１００’は、前述のように円筒状に形成されており、器具本体１００’
の中心軸方向における一端側にフライアイレンズ保持板５３’が取着されるとともに、前
記中心軸方向における他端側に回路基板１’が取着されている。ここで、回路基板１’の
外周部にはフランジ部１ｂ’が設けられており、フランジ部１ｂ’には、回路基板１’の
外周に沿って延びる３つの長孔１ａ’が貫設されている。また、フランジ部１ｂ’の３つ
の長孔１ａ’それぞれに挿通された取付ねじ（図示せず）を器具本体１００’の側壁に設
けられた３つのねじ孔（図示せず）それぞれに螺着することで回路基板１’が器具本体１
００’に取着されている。
【００１０】
　ここで、フライアイレンズ保持板５３’が取り付けられた器具本体１００’は、回路基
板１’に対して３つの前記取付ねじそれぞれが長孔１ａ’の中を長手方向に沿って摺動す
る形で回路基板１’の周方向に回動可能となっている。ここに、器具本体１００’を回路
基板１’に対して回動させことにより、円周状に等間隔に配置された４つの発光装置２’
それぞれの回路基板１’の厚み方向への投影領域に、フライアイレンズ保持板５３’の周
方向において隣接する２つのフライアイレンズ４３’のいずれかを選択的に配置すること
ができる。つまり、４つの発光装置２’それぞれに対応するフライアイレンズ４３’は、
フライアイレンズ保持板５３’が取り付けられた器具本体１００’を回路基板１’に対し
て回動させることによって、所望のフライアイレンズ４３’を選択することができる。
【００１１】
　また、コリメートレンズ保持板５２’は、コリメートレンズ保持板５２’の周部が器具
本体１００’の内側面に全周に亘って形成された段部２１ａ’に当接する形で配置されて
おり、コリメートレンズ保持板５２’の周部が段部２１ａ’と器具本体１００’の内側に
おける回路基板１’側に嵌入された円筒状のスペーサ６４’とで挟持される形で固定され
ている。
【００１２】
　また、配光が互いに異なる照明器具を製造する場合において、図１１に示す構成の照明
器具では、フライアイレンズ４３’とフライアイレンズ保持板５３’とが別体となってい
ることにより、共通のフライアイレンズ保持板５３’に取り付けるフライアイレンズ４３
’の種類を変更するだけで配光を変更することができるので、図１０に示す構成の照明器
具に比べて共通のフライアイレンズ保持板５３’を使用できる分、生産性がよい。また、
複数のフライアイレンズ４３’をフライアイレンズ保持板５３’に取り付ける段階で、フ
ライアイレンズ４３’それぞれの取付位置を適宜設定することができるので、図１０に示
す構成の照明器具に比べて、配光を調節しやすい。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２００２－３０４９０３号公報
【特許文献２】特開２００７－１４９５５２号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１４】
　ところが、図１１に示す構成の照明器具では、フライアイレンズ４３’が、フライアイ
レンズ保持板５３’における回路基板１’側から取付孔５３ａ’に挿入されフライアイレ
ンズ４３’の周縁部に形成された外鍔部４３ａ’がフライアイレンズ保持板５３’の回路
基板１’側の面に当接する形でフライアイレンズ保持板５３’に取り付けられ、また、コ
リメートレンズ４２’が、コリメートレンズ保持板５２’における回路基板１’側から取
付孔５２ａ’に挿入されコリメートレンズ４２’の周縁部に形成された外鍔部４２ａ’が
コリメートレンズ保持板５２’の回路基板１’側の面に当接する形でコリメートレンズ保
持板５２’に取り付けられる。従って、図１１に示す構成の照明器具では、器具本体１０
０’にフライアイレンズ保持板５３’を取着する前に複数のフライアイレンズ４３’それ
ぞれをフライアイレンズ保持板５３’に取り付けておく必要があり、コリメートレンズ保
持板５２’をスペーサ６４’を介して器具本体１００’に取着する前に複数のコリメート
レンズ４２’それぞれをコリメートレンズ保持板５２’に取り付けておく必要がある。ま
た、フライアイレンズ保持板５３’を器具本体１００’に取着した後では、フライアイレ
ンズ４’をフライアイレンズ保持板５３’に取り付ける場合、フライアイレンズ保持板５
３’を器具本体１００’から取り外す必要がある。また、コリメートレンズ保持板５２’
を器具本体１００’に取着した後では、コリメートレンズ４２’をコリメートレンズ保持
板５２’に取り付ける場合、コリメートレンズ保持板５２’を器具本体１００’から取り
外す必要がある。つまり、フライアイレンズ保持板５３’またはコリメートレンズ保持板
５２’を器具本体１００’に取着した後では、フライアイレンズ保持板５３’にフライア
イレンズ４３’を取り付けることによる配光の調節、およびコリメートレンズ保持板５２
’にコリメートレンズ４２’を取り付けることによる配光の調節が難しくなる。
【００１５】
　本願発明は、上記事由に鑑みてなされたものであり、その目的は、配光の調節が容易な
照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　請求項１の発明は、複数の発光装置と、板状に形成され且つ厚み方向の一表面側に複数
の発光装置が実装された回路基板と、複数の発光装置それぞれから放射される光の配光を
制御する複数の光学部材と、複数の光学部材それぞれが取り付けられる複数の取付部を有
し且つ回路基板の前記一表面側に回路基板と対向する形で配置される取付部材と、回路基
板および複数の光学部材が取り付けられた取付部材を保持する器具本体とを備え、複数の
光学部材は、取付部材の各取付部に対して回路基板側と反対側から着脱自在に取り付けら
れてなることを特徴とする。
【００１７】
　この発明によれば、複数の光学部材は、取付部材の各取付部に対して回路基板側とは反
対側から着脱自在に取り付けられてなることにより、光学部材が取付部に取付部材におけ
る回路基板側から取り付けられてなる場合に比べて、取付部材が器具本体に取り付けられ
た後において、複数の光学部材それぞれを取付部材に形成された複数の取付部の中から適
宜選択して取り付けることが容易になるので、配光の調節が容易になる。
【００１８】
　請求項２の発明は、請求項１の発明において、複数の前記光学部材が、前記発光装置か
ら放射される光を反射する反射体からなることを特徴とする。
【００１９】
　この発明によれば、前記光学部材が、前記発光装置から放射される光を反射する反射体
からなることにより、所定の方向に向かう光の光量を増加させることができるので、反射
体の形状を適宜設定することで前記発光装置から放射され反射体で反射される光が照射さ
れる空間の明るさを所望の明るさに設定することができる。
【００２０】
　請求項３の発明は、請求項１の発明において、複数の前記光学部材が、前記発光装置か
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ら放射される光を収束させるレンズおよび前記発光装置から放射される光を発散させるレ
ンズのいずれか一方であることを特徴とする。
【００２１】
　この発明によれば、複数の前記光学部材が、前記発光装置から放射される光を収束させ
るレンズおよび前記発光装置から放射される光を発散させるレンズのいずれか一方である
ことにより、前記発光装置から放射される光を収束させるレンズを使用することで前記発
光装置から放射される光が照射される空間を狭くすることができ、一方、前記発光装置か
ら放射される光を発散させるレンズを使用することで前記発光装置から放射される光が照
射される空間を広くすることができるので、前記発光装置から放射される光が照射される
空間の広さを所望の広さに設定することができる。
【００２２】
　請求項４の発明は、請求項１乃至請求項３の発明において、前記取付部材が、前記発光
装置から放射される光を遮断する金属および樹脂の少なくとも一方から形成されてなるこ
とを特徴とする。
【００２３】
　この発明によれば、前記取付部材が、複数の前記発光装置から放射される光を遮断する
金属および樹脂の少なくとも一方から形成されてなることにより、複数の前記発光装置か
ら放射される光のうち前記取付部材における前記光学部材が取り付けられた前記取付部以
外の部位に照射される光を遮光するので、前記発光装置から放射される光が前記取付部材
における前記光学部材が取り付けられた前記取付部以外の部位を透過して所望の方向以外
の方向に出射されるのを抑制することができるとともに、照明器具が設置された場所にい
る人が照明器具を見たときに生じるグレアを抑制できる。
【発明の効果】
【００２４】
　請求項１の発明によれば、光学部材が、取付部に取付部材における回路基板側とは反対
側から取り付けられてなることにより、取付部材が器具本体に取り付けられた後において
、複数の光学部材それぞれを複数の取付部の中から適宜選択して取り付けることが容易に
なるので、配光の調節が容易になる。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１】実施形態の照明器具を示し、（ａ）は全体斜視図、（ｂ）は要部分解斜視図であ
る。
【図２】同上の照明器具を示し、（ａ）は一部破断した側面図、（ｂ）は全体斜視図であ
る。
【図３】同上の照明器具を示し、（ａ）は要部側面図、（ｂ）は要部平面図である。
【図４】同上の照明器具を示し、（ａ）は要部斜視図、（ｂ）は要部平面図、（ｃ）は要
部側面図である。
【図５】同上の照明器具を示し、図４（ｂ）におけるＡ’－Ａで破断した要部断面図であ
る。
【図６】同上の照明器具を示し、（ａ）は要部平面図、（ｂ）は要部斜視図である。
【図７】同上の照明器具を示し、（ａ）は要部断面図、（ｂ）は要部側面図、（ｃ）は要
部上面図、（ｄ）は要部下面図、（ｅ）は要部斜視図である。
【図８】同上の他の実施例の照明器具の全体斜視図である。
【図９】同上の照明器具を示し、（ａ）は要部平面図、（ｂ）は要部断面図、（ｃ）は要
部斜視図である。
【図１０】従来例の照明器具の分解斜視図である。
【図１１】他の従来例の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】
【００２６】
　以下、実施形態の照明器具について図１乃至図９に基づいて説明する。
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【００２７】
　実施形態の照明器具は、天井に設置された配線ダクト（図示せず）に取り付けられるス
ポットライトであって、複数の発光装置２（図２（ａ）参照）と、円板状に形成され且つ
厚み方向の一表面側に発光装置２が実装される回路基板１（図２（ａ）参照）と、発光装
置２から放射される光の配光を制御するための光学部材であるレンズ４と、回路基板１の
前記一表面側に回路基板１と対向する形で配置され且つレンズ４が取り付けられる複数の
取付部である取付孔５ａを有する取付部材５と、回路基板１およびレンズ４が取り付けら
れた取付部材５を保持する器具本体１００とを備える。ここで、複数の発光装置２と回路
基板１とから光源ユニット１１が構成されている。
【００２８】
　また、実施形態の照明器具は、図２（ａ）に示すように、回路基板１における前記一表
面側とは反対側の他表面側に配置され発光装置２および回路基板１で発生した熱を器具本
体１００側に放熱するヒートシンク６と、器具本体１００とは別置の電源（図示せず）か
らの電力供給を受けるとともに光源ユニット１１に直流電力を供給する点灯装置１２とを
備えている。
【００２９】
　発光装置２は、ＬＥＤチップ（図示せず）と、前記ＬＥＤチップが実装される実装基板
（図示せず）と、透光性材料によりドーム状に形成され且つ前記実装基板との間に前記Ｌ
ＥＤチップを収納する形で前記実装基板の一面側に固着された透光部材（図示せず）と、
透光性および弾性を有する樹脂により形成され且つ前記透光部材と前記実装基板とで囲ま
れた空間で前記ＬＥＤチップおよび前記ＬＥＤチップに電気的に接続されたボンディング
ワイヤ（図示せず）を封止する封止部（図示せず）と、蛍光体を含有した透光性材料によ
りドーム状に形成され且つ前記ＬＥＤチップの発光色とは異なる色の光を放射する色変換
部材（図示せず）とを備える。ここに、前記色変換部材は、前記実装基板の前記一表面側
で前記透光部材の光出射面（図示せず）との間に空隙が形成される形で配設されている。
また、前記色変換部材は、透光性材料に含有された前記蛍光体が前記ＬＥＤチップから放
射され前記封止部および前記光学部材を透過した光によって励起されることにより前記Ｌ
ＥＤチップの発光色とは異なる色の光を放射する。また、発光装置２では、前記ＬＥＤチ
ップとして青色ＬＥＤチップを使用し、前記色変換部材は、黄色蛍光体を含有した透光性
材料により形成されている。従って、発光装置２は、白色の光を放射することができる。
【００３０】
　回路基板１は、円板状に形成されており、回路基板１の前記一表面側には、回路基板１
の中央部に１つの発光装置２が配設されるとともに、中央部に配設された１つの発光装置
２の周囲に周方向で等間隔に５つの発光装置２が配設されている。
【００３１】
　レンズ４は、図７に示すように、透光性の樹脂材料（例えば、アクリル樹脂またはポリ
カーボネイト）により円盤状に形成された基体部４ｃと、基体部４ｃと同じ材料により基
体部４ｃと連続一体に形成され且つ基体部４ｃの厚み方向の一面側から突出した突出部４
ｄとからなり、突出部４ｄの先端面には、内側に発光装置２が配置される凹部４ｅが形成
されている。凹部４ｅの底部は、中央部ほど突出量が大きくなるような突状に形成されて
いる。また、レンズ４は、基体部４ｃの外周側面における突出部４ｄ側とは反対側の周縁
部に取付部材５の取付孔５ａより外径が大きくなるように形成された外鍔部４ａと、基体
部４ｃにおける突出部４ｄ側に設けられた３つの爪片４ｂとを有する。また、レンズ４の
基体部４ｃおよび突出部４ｄは、取付部材５の取付孔５ａに挿通可能な大きさに形成され
ている。ここに、爪片４ｂは、レンズ４の取付部材５への着脱を可能とするために、レン
ズ４の取付孔５ａへの挿通方向における両側が中央部に近づくほど突出量が大きくなるよ
うに傾斜したテーパ状に形成されている。
【００３２】
　器具本体１００は、点灯装置１２が内部に配置されるセード２１と、セード２１の開口
部に取り付けられる枠体２２とを備える。
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【００３３】
　セード２１は、図２（ｂ）に示すように、金属（例えば、アルミニウム合金等）により
形成され、有底円筒状に形成された有底筒状部２１ａと、有底筒状部２１ａの開口端の周
部全体で連続し且つ有底円筒状部２１ａ側とは反対側ほど開口径が大きくなる円筒状に形
成された拡径部２１ｂと、円筒状に形成され且つ拡径部２１ｂにおける有底筒状部２１ａ
と連続する側とは反対側の開口部で連続する円筒状部２１ｃとから構成される。また、セ
ード２１の底部には、セード２１の内部に配置される点灯装置１２等で発生した熱を外部
に放熱するための放熱フィン２１ｅが設けられている。また、セード２１の有底円筒状部
２１ａの外側面には、セード２１を補強するために有底円筒状部２１ａの中心軸方向に延
長された４本の突条部２１ｄと、後述のアーム２３に設けられた後述の回動規制用ストッ
パ２３ａ２が当接するストッパ受け部２１ｄ１が形成されている。また、セード２１は、
アーム２３により支持されている。
【００３４】
　アーム２３は、合成樹脂（例えば、ＰＢＴ樹脂等）により形成され、図１（ａ）、図２
（ａ）および図２（ｂ）に示すように、細長の板状であって且つ互いに対向する面側に短
手方向における両端から短手方向における中央部に近づくほど突出量が大きくなるように
傾斜した傾斜面２３ａ３，２３ａ４が形成された２つの脚部２３ａ，２３ａと、両脚部２
３ａ，２３ａそれぞれの長手方向の一端部同士を接続する細長の板状の主部２３ｂとから
構成されるＵ字形に形成されている。主部２３ｂの中央部には、主部２３ｂの厚み方向に
貫通し後述の配線ダクトプラグ２４の一部を構成する結合用突出部２４ｃが挿入される結
合用貫通孔２３ｂ１が貫設されている。また、２つの脚部２３ａ，２３ａそれぞれの長手
方向における前記一端部とは反対側の他端部が、セード２１の側面におけるセード２１の
中心軸方向とは直交する一方向で対向する２箇所それぞれに接続されている。また、セー
ド２１の側壁における脚部２３ａの前記他端部が接続される部位には、ねじ孔（図示せず
）が貫設けられ、２つの脚片２３ａ，２３ａの先端部には、ねじ挿通孔２３ａ１が貫設さ
れている。そして、セード２１がアーム２３により支持された状態では、ねじ挿通孔２３
ａ１には挿通されたつまみねじ（図示せず）がセード２１に設けられた前記ねじ孔に螺合
される。ここで、照明器具の光の光軸を変えるために天井面に対するセード２１の傾きを
変えるためには、前記つまみねじを緩めてセード２１をアーム２３に対して回動自在とし
、セード２１を所望の傾きとなるまで回動させた状態で前記つまみねじを締め付ければよ
い。また、アーム２３の主部２３ｂにおける脚部２３ａ，２３ａが突出する一面側とは反
対側には、アーム２３と前記配線ダクトとを連結する配線ダクトプラグ２４が取り付けら
れる。また、脚片２３ａの先端部には、アーム２３に対するセード２１の回動範囲を規制
するための回動規制用ストッパ２３ａ２が設けられている。ここで、セード２１がアーム
２３に対して所定の傾きとなるまで回動させると回動規制用ストッパ２３ａ２が、セード
２１の側面に設けられたストッパ受け部２１ｄ１に当接して、セード２１が回動するのを
規制する。
【００３５】
　配線ダクトプラグ２４は、合成樹脂（例えば、ＰＢＴ樹脂等）により形成され、略円柱
状に形成されたプラグ本体２４ｂと、プラグ本体２４ｂにおけるアーム２３が接続される
一端面に設けられアーム２３の主部２３ｂの中央部に貫設された結合用貫通孔２３ｂ１に
挿入される結合用突出部２４ｃと、前記一端面側とは反対側の他端面に設けられプラグ本
体２４ｂを前記配線ダクトに接続する接続部２４ａとからなる。
【００３６】
　結合用突出部２４ｃは、プラグ本体２４ｂに対してプラグ本体２４ｂの中心軸周りに回
動可能であって、アーム２３の主部２３ｂの中央部に貫設された結合用貫通孔２３ｂ１に
挿入された形でアーム２３に固着されている。しかして、配線ダクトプラグ２４は、アー
ム２３をプラグ本体２４ｂの中心軸周りに回動自在に支持する。
【００３７】
　接続部２４ａは、角柱状に形成され且つ配線ダクトプラグ２４の前記他端面から突出し
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た基台部２４ａ１と、基台部２４ａ１と連続一体に形成され且つ基台部２４ａ１の突出す
る方向とは直交する一方向において互いに離れる方向に延出し前記配線ダクトの内側に係
合される２つの係合突部２４ａ２，２４ａ２とからなる十字形状に形成されている。また
、基台部２４ａ１の先端部からは、基台部２４ａ１が突出する方向とは直交する一方向に
おいて互いに離れる方向に２枚の端子板２４ａ３が延出している。端子板２４ａ３は、プ
ラグ本体２４ｂからプラグ本体２４ｂの外部に導出される電源線（図示せず）に電気的に
接続されており、前記電源線は、セード２１の一部に設けられた電源線挿通孔（図示せず
）からセード２１の内部に導入され点灯装置１２に接続されている。
【００３８】
　なお、前記配線ダクトは、合成樹脂等により断面コ字状に形成された長尺の樋状部材で
あって、前記配線ダクトにおける互いに対向する両側壁には、前記配線ダクトの長手方向
に沿って形成され且つ前記長手方向とは直交する方向において互いに近づく形で突出した
２つのリブ（図示せず）が設けられている。また、２つの前記リブの先端部それぞれには
、前記照明器具に電力を供給するための金属等の導電材料により形成された配線（図示せ
ず）が設けられている。ここに、前記配線は、別置の電源（図示せず）に電気的に接続さ
れている。
【００３９】
　ここで、配線ダクトプラグ２４を前記配線ダクトに取り付けるときは、接続部２４ａの
係合突部２４ａ２，２４ａ２、端子板２４ａ３および基台部２４ａ１の先端部を係合突部
２４ａ２の延出方向と前記配線ダクトの長手方向とが一致する形で前記配線ダクトの内部
に挿入した後に、配線ダクトプラグ２４をプラグ本体２４ｂの中心軸まわりに９０°回転
させて係合突部２４ａ２を前記配線ダクトの前記鍔部と前記リブとの間に嵌入させるとと
もに端子板２４ａ３を前記２つのリブの先端部に設けられた前記配線に接触させ、その後
、ストッパ２４ｄを上方にスライドさせることでストッパ２４ｄを前記配線ダクトの内部
に挿入する。しかして、点灯装置１２は、器具本体１００とは別置の前記電源から前記配
線、端子板２４ａ３および前記電源線を介して電力供給を受けることができる。
【００４０】
　枠体２２は、金属（例えば、アルミニウム合金等）により有底円筒状に形成され且つ底
壁２２ｃに平面視円形状の開口部２２ｂが貫設されている。開口部２２ｂは、底壁２２ｃ
の厚み方向においてセード２１側とは反対側ほど開口面積が大きくなる形に形成されてい
る。また、枠体２２の外周側面には、全周に亘って外方に突出する外鍔部２２ａが形成さ
れている。ここに、枠体２２をセード２１に取り付けた状態では、外鍔部２２ａがセード
２１の開口部の周縁部に当接する。枠体２２には、図４に示すように、複数（図示例では
、６個）の発光装置２が実装された回路基板１および取付部材５が取り付けられたヒート
シンク６が３つの取付ねじ６１により取り付けられている。
【００４１】
　ヒートシンク６は、金属（例えば、アルミニウム等）により円盤状に形成され且つ厚み
方向の一表面側に凹所６ａが形成されるとともに他表面側に放熱フィン６ａが形成されて
いる。また、ヒートシンク６には、ヒートシンク６の前記他表面側に点灯装置１２を支持
する支持板１３を取り付けるために、後述の固定ねじ６２が螺合するねじ孔６ｃが前記他
表面側から凹所６ｂの底部まで貫通する形で形成されている。ここで、ヒートシンク６の
凹所６ａの底部には、熱伝導性が高く柔軟性のある絶縁材料から形成された放熱シート３
が配設され、放熱シート３上に光源ユニット１１が配設されている。なお、放熱シート３
としては、例えば、エポキシ樹脂中に無機フィラーを高密度充填してなるシート状の封止
材を使用することができる。また、光源ユニット１１は、図５に示すように、回路基板１
の周部をヒートシンク６と取付部材５の側壁から内側に突出したリブ５ｂとで挟持する形
で固定されている。
【００４２】
　支持板１３は、金属（例えば、アルミニウム等）により形成され、矩形板状の主片１３
ａと主片１３ａの長手方向の一端部を主片１３ａの厚み方向に折曲してなる折曲片１３ｂ
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とを備え、折曲片１３ｂに設けられたねじ挿通孔（図示せず）に挿通された固定ねじ６２
をヒートシンク６に形成されたねじ孔６ｃに螺合することでヒートシンク６の前記他表面
側に固定される。また、支持板１３の一部を構成する主片１３ａには、点灯装置１２が取
着されている。
【００４３】
　取付部材５は、図３に示すように、金属（例えば、アルミニウム合金等）または合成樹
脂により有底円筒状に形成され、底壁５ｃにおける発光装置２に対応する複数の部位に取
付孔５ａが形成されている。ここで、取付部材５は、アルミニウム合金を用いてダイカス
トにより鋳造するか、或いは、合成樹脂を成形することにより作製することができる。ま
た、取付部材５における底壁５ｃとは反対側の周縁から外方に外鍔部５ｄが形成されてお
り、外鍔部５ｄの外周形状は、ヒートシンク６の凹所６ｂの内周形状と略同じになるよう
に形成されている。また、取付部材５には、側壁における４箇所から内側に突出した４つ
のリブ５ｂが形成されている。
【００４４】
　次に、実施形態の照明器具の製造方法について説明する。
【００４５】
　まず、ヒートシンク６の凹所６ｂの底部に放熱シート３を配設した後に、放熱シート３
上に光源ユニット１１を載置する。その後、取付部材５を、ヒートシンク６の凹所６ｂに
嵌入した形でヒートシンク６に取り付ける。続いて、ヒートシンク６に点灯装置１２が取
着された支持板１３を固定ねじ６２によりヒートシンク６に固定する。その後、ヒートシ
ンク６を、器具本体１００の一部を構成する枠体２２に３つの取付ねじ６１により取り付
けることで、ヒートシンク６および取付部材５が枠体２２に取り付けられた状態となる（
図４参照）。
【００４６】
　一方、配線ダクトプラグ２４の一部を構成する結合用突出部２４ｃをアーム２３の主部
２３ｂに貫設された結合用貫通孔２３ｂ１に挿入した形でアーム２３に固着することによ
り、アーム２３に配線ダクトプラグ２４を結合した後に、アーム２３をセード２１に前記
つまみねじによって取り付ける。
【００４７】
　最後に、ヒートシンク６が取り付けられた枠体２２をアーム２３が取り付けられたセー
ド２１に取り付ける。ここに、取付部材５が器具本体１００に取り付けられた状態となる
。その後、器具本体１００に取り付けられた取付部材５にレンズ４を取り付けることで、
実施形態の照明器具が完成する（図１（ａ）参照）。
【００４８】
　ところで、実施形態の照明器具では、図１（ｂ）に示すように、６つのレンズ４が、取
付部材５の各取付孔５ａに対して取付部材５における回路基板１側とは反対側から着脱自
在に取り付けられている。
【００４９】
　つまり、レンズ４は、取付部材５の前方から、レンズ４の基体部４ｃおよび突出部４ｄ
を取付孔５ａに挿通し、外鍔部４ａ（図７参照）を取付孔５ａの周部に当接させると同時
に３つの爪片４ｂ（図７参照）が取付孔５ａの周部に係合することで、３つの爪片４ｂと
外鍔部４ａとで取付部材５の取付孔５ａの周部を挟む形で取付部材５に取り付けられる。
取付部材５にレンズ４が取り付けられた状態を図６に示す。
【００５０】
　一方、レンズ４を取付部材５から取り外すときは、レンズ４の外鍔部４ａの外周部を指
先で挟む等によりレンズ４を持ち、レンズ４に対して取付部材５の前方に向かって所定の
大きさ以上の力を加えると、３つの爪片４ｂが、取付孔５ａの内側に撓み、取付孔５ａの
縁を乗り越えることによって、レンズ４を取付部材５の前方に取り外すことができる。
【００５１】
　しかして、前述のように、取付部材５が器具本体１００に取り付けられた後において、
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複数のレンズ４それぞれを取付部材５に形成された複数の取付孔５ａの中から適宜選択し
て取り付けることが容易になるので、配光の調節が容易になる。
【００５２】
　また、配光の異なる複数種類の実施形態の照明器具を製造する場合において、器具本体
１００に取付部材５が取り付けられるまでの工程を配光の異なる各種類の照明器具につい
て共通の工程で行うことができるので、生産性の向上が図れる。
【００５３】
　また、実施形態の照明器具では、前記光学部材が、発光装置２から放射される光を収束
させるレンズ４および発光装置２から放射される光を発散させるレンズ４のいずれか一方
からなる。従って、前記光学部材が、発光装置２から放射される光を収束させるレンズ４
からなる場合は、発光装置２から放射される光が照射される空間を狭くすることができる
。ここに、レンズ４としては、例えば、焦点距離が発光装置２の光軸方向における前記Ｌ
ＥＤチップとレンズ４の節点との間の距離よりも大きくなるように設計された凸レンズを
使用すればよい。一方、前記光学部材が、発光装置２から放射される光を発散させるレン
ズ４からなる場合は、発光装置２から放射される光が照射される空間を広くすることがで
きる。ここに、レンズ４としては、例えば、焦点距離が発光装置２の光軸方向における前
記ＬＥＤチップと節点との間の距離よりも小さくなるように設計された凸レンズや凹レン
ズを使用すればよい。従って、使用するレンズの種類を適宜選択することで前記発光装置
から放射される光が照射される空間の広さを所望の広さに設定することができる。
【００５４】
　実施形態では、前記光学部材が、レンズ４からなる例について説明したが、これに限定
されるものではなく、図８に示すように、前記光学部材が、反射体４１からなるものであ
ってもよい。
【００５５】
　反射体４１は、図９に示すように、金属（例えば、アルミニウム合金等）や合成樹脂に
より碗状に形成され且つ内側面が略放物面状に形成された反射面４１ｆを構成する本体部
４１ｃを備え、本体部４１ｃの開口部の周縁から外鍔部４１ａが延出している。ここで、
反射体４１は、アルミニウム合金を用いてダイカストにより鋳造するか、或いは、合成樹
脂を成形することにより作製することができる。ここに、外鍔部４１ａの外周形状は、取
付部材５の取付孔５ａより大きくなるように形成されている。また、反射体４１の底部に
は、発光装置２を挿通させるための発光装置挿通孔４１ｅが形成された本体部４１ｃを有
し、また、本体部４１ｃにおける外側面には３つの爪片４１ｂが設けられている。ここに
、反射体４１は、３つの爪片４１ｂと外鍔部４１ａとで取付部材５の取付孔５ａの周部を
挟む形で取付部材５に固定される。反射体４１は、反射面４１ｆの焦点に相当する位置に
配置された発光装置２から放射された光を反射面４１ｆで反射して発光装置２の光軸方向
と同じ方向に反射する。また、反射体４１としては、白色の反射面４１ｆを有する反射体
４１または鏡面状の反射面４１ｆを有する反射体４１のいずれを用いてもよい。また、爪
片４１ｂは、反射体４１の取付部材５への着脱を可能とするために、反射体４１の取付孔
５ａへの挿通方向における回路基板１側が曲面状に形成されるとともに、回路基板１側と
は反対側がテーパ状に形成されている。
【００５６】
　従って、反射体４１の形状を適宜設定することで、所定の方向に向かう光の光量を増加
させることができるので、発光装置２から放射され反射体４１で反射される光が照射され
る空間の明るさを所望の明るさに設定することができる。
【００５７】
　なお、取付部材５には、レンズ４および反射鏡４１が混在する形で取り付けられたもの
であってもよい。また、取付部材５には、互いに焦点距離の異なる複数のレンズ４や互い
に光制御の異なる複数のレンズ４（例えば、凹レンズと凸レンズ）が混在する形で取り付
けられたものであってもよい。
【００５８】
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　また、実施形態の照明器具は、取付部材５が、複数の発光装置２から放射される光を遮
断する金属（例えば、アルミニウム合金等）および合成樹脂（例えば、アクリル樹脂等）
の少なくとも一方から形成されたものであってもよい。
【００５９】
　この場合、複数の発光装置２から放射される光のうち取付部材５におけるレンズ４や反
射体４１が取り付けられた取付孔５ａ以外の部位に照射される光を遮光するので、複数の
発光装置２から放射される光が取付部材５における取付孔５ａ以外の部位を透過して所望
の方向以外の方向に出射されるのを抑制することができるとともに、実施形態の照明器具
が設置された場所にいる人が実施形態の照明器具を見たときに生じるグレアを抑制できる
。
【符号の説明】
【００６０】
１　回路基板
２　発光装置
４　レンズ（光学部材）
５　取付部材
５ａ　取付孔（取付部）
４１　反射体（光学部材）
１００　器具本体

【図１】 【図２】



(13) JP 2011-70816 A 2011.4.7
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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