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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号の入射
角度を変化させる角度変化部を含む照明制御用受信装置用のアタッチメントであって、
前記アタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、
前記筒状体の内表面に、反射部材が配置されており、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付けることにより、前記反射部材が、外部から
の前記受信部への信号を反射して、前記信号の入射角度を変化させ、
前記反射部材が、反射シートであることを特徴とする照明制御用受信装置用のアタッチメ
ント。
【請求項２】
受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号の入射
角度を変化させる角度変化部を含む照明制御用受信装置用のアタッチメントであって、
前記アタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部、および、上下
に移動する移動手段を含み、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記移動手段で前記筒状体の底面と前記
受信部との距離を変化させることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化
させることを特徴とする照明制御用受信装置用のアタッチメント。
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【請求項３】
受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号の入射
角度を変化させる角度変化部を含む照明制御用受信装置用のアタッチメントであって、
前記アタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、且つ、
パンチにより貫通孔を形成できる部材であり、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記筒状体に前記貫通孔を形成すること
により、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることを特徴とする照明制御
用受信装置用のアタッチメント。
【請求項４】
受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号の入射
角度を変化させる角度変化部を含む照明制御用受信装置用のアタッチメントであって、前
記アタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部として、１以上
の貫通孔を含み、
前記筒状体の外表面には、剥離可能なシール部材が前記貫通孔を覆う状態で配置されてお
り、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記筒状体から前記シール部材を剥離す
ることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることを特徴とする照
明制御用受信装置用のアタッチメント。
【請求項５】
前記筒状体の信号通過部は、前記アタッチメント未装着時の前記受信装置とは異なる入射
角度を与える信号通過部であることを特徴とする請求項１から４のいずれか一項に記載の
アタッチメント。
【請求項６】
受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号の入射
角度を変化させる角度変化部を含む照明制御用受信装置用のアタッチメントであって、
前記アタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための１以上の信号通過部、およ
び、前記信号通過部を覆うスライド可能なカバー部を含み、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記筒状体のカバー部をスライドさせて
、前記筒状体の信号通過部を露出または非露出することにより、外部から前記受信部への
信号の入射角度を変化させることを特徴とする照明制御用受信装置用のアタッチメント。
【請求項７】
受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号の入射
角度を変化させる角度変化部を含む照明制御用受信装置用のアタッチメントであって、
前記アタッチメントは、前記受信部を覆う絞り構造体であり、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記絞り構造体の孔の大きさを変化させ
ることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることを特徴とする照
明制御用受信装置用のアタッチメント。
【請求項８】
受信部、照明制御部、およびアタッチメントを含み、
前記受信部は、操作信号を受信し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対
象の照明装置に送信し、
前記アタッチメントは、請求項１から７のいずれか一項に記載の照明制御用受信装置用の
アタッチメントであり、前記受信部を覆うよう着脱可能に取り付けられることを特徴とす
る照明制御用受信装置。
【請求項９】
受信部、照明制御部、および受信角度調整部を含み、
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前記受信部は、操作信号を受信し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対
象の照明装置に送信し、
前記受信角度調整部は、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させ、
前記受信角度調整部が、筒状体を含み、
前記筒状体は、前記受信部を覆うように設置され、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、且つ、
パンチにより貫通孔を形成できる部材であり、
前記筒状体に前記貫通孔を形成することにより、外部から前記受信部への信号の入射角度
を変化させることを特徴とする照明制御用受信装置。
【請求項１０】
受信部、照明制御部、および受信角度調整部を含み、
前記受信部は、操作信号を受信し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対
象の照明装置に送信し、
前記受信角度調整部は、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させ、
前記受信角度調整部が、筒状体を含み、
前記筒状体は、前記受信部を覆うように設置され、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部として、１以上
の貫通孔を含み、
前記筒状体の外表面には、剥離可能なシール部材が前記貫通孔を覆う状態で配置されてお
り、
前記筒状体から前記シール部材を剥離することにより、外部から前記受信部への信号の入
射角度を変化させることを特徴とする照明制御用受信装置。
【請求項１１】
前記受信角度調整部が、移動手段を含み、
前記移動手段は、前記受信部の位置を移動させることにより、外部から前記受信部への信
号の入射角度を変化させることを特徴とする請求項９または１０に記載の照明制御用受信
装置。
【請求項１２】
前記受信角度調整部が、設置角度調整部を含み、
前記設置角度調整部は、前記受信部の設置角度を変更することにより、外部から前記受信
部への信号の入射角度を変化させることを特徴とする請求項９から１１のいずれか一項に
記載の照明制御用受信装置。
【請求項１３】
さらに、前記照明制御用受信装置は、記憶部を含み、
前記記憶部は、前記受信部が受信した光度操作信号に基づき、前記照明制御部が前記制御
対象の照明装置に送信した光度制御信号を記憶し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した点灯操作信号に基づき、前記記憶部が記憶して
いる前記光度制御信号を前記制御対象の照明装置に送信することを特徴とする請求項８か
ら１２のいずれか一項に記載の照明制御用受信装置。
【請求項１４】
さらに、前記照明制御用受信装置は、報知部を含み、
前記報知部は、前記受信部が受信した操作信号に基づき、前記受信部が前記操作信号を受
信したことを報知する、請求項８から１３のいずれか一項に記載の照明制御用受信装置。
【請求項１５】
照明制御用受信装置および照明部を含み、
前記照明制御用受信装置が、請求項８から１４のいずれか一項に記載の照明制御用受信装
置であることを特徴とする照明装置。
【請求項１６】
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さらに、照明制御用送信装置を含むことを特徴とする請求項１５記載の照明装置。
【請求項１７】
照明制御用受信装置および照明制御用送信装置を含み、
前記照明制御用受信装置が、請求項８から１４のいずれか一項に記載の照明制御用受信装
置であることを特徴とする照明制御用送受信装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明制御用アタッチメント、それを含む照明制御用受信装置、照明装置およ
び照明制御用送受信装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　特許文献１には、照明制御用送受信装置を用いて複数の照明装置をそれぞれ制御する方
法が開示されている。具体的には、前記照明制御用送信装置との通信チャンネルを設定す
るチャンネル設定スイッチを照明装置に設け、複数の前記照明装置に対して異なる前記通
信チャンネルを使用することにより、前記複数の照明装置を個別に制御する方法が開示さ
れている。
【０００３】
　また、特許文献２には、前記照明制御用送信装置の位置、および操作中の前記照明制御
用送信装置の角度等から、複数の照明装置の中から制御対象の照明装置の位置を特定し、
前記照明制御用送信装置から前記複数の照明装置を制御する制御装置へ、前記照明制御用
送信装置および前記制御対象の照明装置の位置情報を送信し、前記制御装置は、前記照明
制御用送信装置および前記制御対象の照明装置の位置情報に基づき、前記制御対象の照明
装置を制御する方法が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１３－２３９４６３号公報
【特許文献２】特開２０１３－１２０６２３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記照明制御用受信装置の設置後、事後的に前記受信部の受信角度の指
向性を調整できないという問題があった。
【０００６】
　そこで、本発明は、事後的に前記受信部の受信角度の指向性を調整できる照明制御用受
信装置用のアタッチメント、照明制御用受信装置、照明装置および照明制御用送受信装置
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】
【０００７】
　前記目的を達成するために、本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメント（以下、
「アタッチメント」ともいう。）は、受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより
、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させる角度変化部を含むことを特徴とす
る。
【０００８】
　本発明の第１の照明制御用受信装置（以下、「受信装置」ともいう。）は、受信部、照
明制御部、およびアタッチメントを含み、
前記受信部は、操作信号を受信し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対
象の照明装置に送信し、
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前記アタッチメントは、前記本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントであり、前
記受信部を覆うよう着脱可能に取り付けられることを特徴とする。
【０００９】
　本発明の第２の照明制御用受信装置は、受信部、照明制御部、および受信角度調整部を
含み、
前記受信部は、操作信号を受信し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対
象の照明装置に送信し、
前記受信角度調整部は、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることを特徴
とする。
【００１０】
　本発明の照明装置は、照明制御用受信装置および照明部を含み、前記照明制御用受信装
置が、前記本発明の照明制御用受信装置であることを特徴とする。
【００１１】
　本発明の照明制御用送受信装置は、照明制御用受信装置および照明制御用送信装置を含
み、
前記照明制御用受信装置が、前記本発明の照明制御用受信装置であることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、照明制御用受信装置について、事後的に前記受信部の受信角度の指向
性を調整できる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１（Ａ）は、実施形態１において、アタッチメントを取り付けていない照明制
御用受信装置の構成を示す模式透視斜視図であり、（Ｂ）は、図１（Ａ）のＩ－Ｉ方向か
らみた模式断面図であり、（Ｃ）は、実施形態１のアタッチメントを取り付けた照明制御
用受信装置の構成の一例を示す模式透視斜視図であり、（Ｄ）は、図１（Ｃ）のII－II方
向からみた模式断面図である。
【図２】図２（Ａ）は、実施形態２のアタッチメントの構成の一例を示す模式斜視図であ
り、図２（Ｂ）は、図２（Ａ）のIII－III方向から見た模式断面図である。
【図３】図３は、実施形態３のアタッチメントの構成の一例を示す模式斜視図である。
【図４】図４（Ａ）は、実施形態４の取り付け前のアタッチメントの構成を示す模式斜視
図であり、（Ｂ）は、実施形態４の取り付け後のアタッチメントの構成を示す模式斜視図
である。
【図５】図５（Ａ）は、実施形態５の取り付け前のアタッチメントの構成を示す模式斜視
図であり、（Ｂ）は、実施形態５の取り付け後のアタッチメントの構成を示す模式斜視図
である。
【図６】図６は、実施形態６のアタッチメントの構成を示す模式透視斜視図である。
【図７】図７（Ａ）は、実施形態７のアタッチメントの構成を示す模式斜視図であり、（
Ｂ）は、実施形態７のアタッチメントにおいて、カバー部をスライドさせ、信号通過部を
露出させた場合の模式斜視図である。
【図８】図８（Ａ）は、実施形態８のアタッチメントの構成を示す模式斜視図であり、（
Ｂ）は、実施形態８のアタッチメントにおいて、絞り構造体の孔を大きくした場合の模式
斜視図である。
【図９】図９は、実施形態９の受信装置の構成の一例を示す模式透視斜視図である。
【図１０】図１０は、本発明の照明装置の構成の一例を示す斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の照明制御用送受信装置の構成の一例を示す模式斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
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　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記角度変化部として光拡散部材
を含み、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付けることにより、前記光拡散部材が、外部か
ら前記受信部への信号を拡散して、前記信号の入射角度を変化させることが好ましく、前
記光拡散部材が、光拡散シートまたはレンズであることがより好ましい。
【００１５】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、
前記筒状体の内表面に、反射部材が配置されており、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付けることにより、前記反射部材が、外部から
の前記受信部への信号を反射して、前記信号の入射角度を変化させることが好ましく、前
記反射部材が、反射シートであることがより好ましい。
【００１６】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部、および、上下
に移動する移動手段を含み、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記移動手段で前記筒状体の底面と前記
受信部との距離を変化させることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化
させることが好ましい。
【００１７】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、且つ、
パンチにより貫通孔を形成できる部材であり、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記筒状体に前記貫通孔を形成すること
により、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることが好ましい。
【００１８】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部として、１以上
の貫通孔を含み、
前記筒状体の外表面には、剥離可能なシール部材が前記貫通孔を覆う状態で配置されてお
り、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記筒状体から前記シール部材を剥離す
ることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることが好ましい。
【００１９】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、
前記筒状体の信号通過部は、前記アタッチメント未装着時の前記受信装置とは異なる入射
角度を与える信号通過部であることが好ましい。
【００２０】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う筒状体であり、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための１以上の信号通過部、およ
び、前記信号通過部を覆うスライド可能なカバー部を含み、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記筒状体のカバー部をスライドさせて
、前記筒状体の信号通過部を露出または非露出することにより、外部から前記受信部への
信号の入射角度を変化させることが好ましい。
【００２１】
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前記受信部を覆う絞り構造体であ
り、
前記アタッチメントを前記受信装置に取り付け、前記絞り構造体の孔の大きさを変化させ
ることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることが好ましい。
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【００２２】
　本発明の照明制御用受信装置は、前記受信角度調整部が、移動手段を含み、
前記移動手段は、前記受信部の位置を移動させることにより、外部から前記受信部への信
号の入射角度を変化させることが好ましい。
【００２３】
　本発明の照明制御用受信装置は、前記受信角度調整部が、設置角度調整部を含み、
前記設置角度調整部は、前記受信部の設置角度を変更することにより、外部から前記受信
部への信号の入射角度を変化させることが好ましい。
【００２４】
　本発明の照明制御用受信装置は、前記受信角度調整部が、筒状体を含み、
前記筒状体は、前記受信部を覆うように設置され、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部を含み、且つ、
パンチにより貫通孔を形成できる部材であり、
前記筒状体に前記貫通孔を形成することにより、外部から前記受信部への信号の入射角度
を変化させることが好ましい。
【００２５】
　本発明の照明制御用受信装置は、前記受信角度調整部が、筒状体を含み、
前記筒状体は、前記受信部を覆うように設置され、
前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部として、１以上
の貫通孔を含み、
前記筒状体の外表面には、剥離可能なシール部材が前記貫通孔を覆う状態で配置されてお
り、
前記筒状体から前記シール部材を剥離することにより、外部から前記受信部への信号の入
射角度を変化させることが好ましい。
【００２６】
　本発明の照明制御用受信装置は、さらに、記憶部を含み、
前記記憶部は、前記受信部が受信した光度操作信号に基づき、前記照明制御部が前記制御
対象の照明装置に送信した光度制御信号を記憶し、
前記照明制御部は、前記受信部が受信した点灯操作信号に基づき、前記記憶部が記憶して
いる前記光度制御信号を前記制御対象の照明装置に送信することが好ましい。
【００２７】
　本発明の照明制御用受信装置は、さらに、報知部を含み、
前記報知部は、前記受信部が受信した操作信号に基づき、前記受信部が前記操作信号を受
信したことを報知することが好ましい。
【００２８】
　本発明の照明装置は、さらに、照明制御用送信装置を含むことが好ましい。
【００２９】
　以下、本発明の照明制御用アタッチメント、照明制御用受信装置、照明装置および照明
制御用送受信装置について、図面を参照して、例を挙げて詳細に説明する。ただし、本発
明は、以下の例に限定および制限されない。また、図面においては、説明の便宜上、各部
の構造は適宜簡略化して示す場合があり、各部の寸法比等は、実際とは異なり、模式的に
示す場合がある。各実施形態は、特に言及しない限り、互いに組合せ可能である。そして
、各実施形態の説明は、特に言及しない限り、互いに援用できる。
【００３０】
　本発明において、「角度指向性」とは、例えば、前記受信部の受信角度および受信方向
を、所定の角度および方向にすることをいう。前記所定の角度および方向は、例えば、複
数の前記照明制御用受信装置を設置した場合に、複数の前記照明制御用受信装置の受信領
域が重複しない角度および方向があげられる。また、本発明において、「上」とは、前記
受信部の受信面側と反対の方向をいい、「下」とは、前記受信部の前記受信面側の方向を
いう。本発明において、「高さ」とは、上下方向の長さをいい、「径」とは、上下方向に
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対し、垂直方向の長さをいう。
【００３１】
＜照明制御用受信装置用のアタッチメント＞
　本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントは、前述のように、受信部を含む照明
制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部への信号（以下、「操作信号」と
もいう。）の入射角度を変化させる角度変化部を含むことを特徴とする。本発明のアタッ
チメントは、受信部を含む照明制御用受信装置への取付けにより、外部から前記受信部へ
の信号の入射角度を変化させる角度変化部を含むことを特徴とし、その他の構成および条
件は、特に制限されない。本発明のアタッチメントは、受信部を含む照明制御用受信装置
への取り付けにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることができる
ため、例えば、前記入射角度の変化率が異なるアタッチメントと交換することで、事後的
に前記受信部の受信角度の指向性を調整できる。上記効果は、以下の実施形態においても
同様である。
【００３２】
　本発明において、送受信に使用する前記信号は、例えば、赤外線、電波、可視光等があ
げられる。
【００３３】
（実施形態１）
　図１（Ａ）は、本実施形態において、アタッチメントを取り付けていない照明制御用受
信装置の構成を示す模式透視斜視図であり、（Ｂ）は、図１（Ａ）のＩ－Ｉ方向からみた
模式断面図であり、（Ｃ）は、本実施形態のアタッチメントを取り付けた照明制御用受信
装置の構成の一例を示す模式透視斜視図であり、（Ｄ）は、図１（Ｃ）のII－II方向から
みた模式断面図である。図１に示すように、本実施形態において、アタッチメントである
光拡散部材１００は、受信装置２００において、筐体３３の下方向に取り付けられている
。照明制御用受信装置２００は、受信室３１、照明制御部３２、筺体３３、および配線３
４を含み、受信室３１は、筺体３３の一面に埋め込まれるように設置されている。また、
受信室３１は、配線３４を介して、照明制御部３２と電気的に接続されている。受信部３
５は、受信室３１の開口と反対端に設置されている。本実施形態において、照明制御受信
装置２００は、任意の構成であり、あってもなくてもよい。
【００３４】
　光拡散部材１００は、特に制限されず、光を拡散する素材があげられ、例えば、光拡散
シート、レンズ等があげられる。前記光拡散シートは、特に制限されず、例えば、透明部
材に光拡散機能を付与したもの等があげられる。前記透明部材は、例えば、アクリル、ポ
リカーボネート、ガラス等があげられる。前記光拡散機能は、例えば、しぼり加工、塗膜
の形成、拡散剤の塗布等により付与できる。前記レンズは、特に制限されず、例えば、凹
レンズ、凸レンズ、凹凸レンズ、プリズム等があげられる。前記光拡散シートは、例えば
、その拡散度合いを大きくすることにより、取り付け時に、外部から前記受信部への信号
の入射角度の変化率を大きくすることができ、前記受信部の受光角度をより大きくできる
。また、前記光拡散シートの透過率を低くすることで、例えば、前記光拡散シートの度合
いを大きくすることができる。このため、前記光拡散シートの透過率を変化させることで
、例えば、外部から前記受信部への信号の入射角度、すなわち、前記受信部の受光角度の
指向性を調整できる。前記透過率は、例えば、ＪＩＳ　Ｋ　７３７５のように測定できる
。受信室３１の直径が３ｍｍであり、高さが２０ｍｍである場合、例えば、前記光拡散シ
ートの透過率を６５～９０％、好ましくは６５～８５％とすることで、前記受光角度を４
４～５０度にすることができる。より具体的には、前記光拡散シートの透過率を８５％程
度とすることで、前記受光角度を４４度程度にすることができ、前記光拡散シートの透過
率を６５％程度とすることで、前記受光角度を５０度程度にすることができる。
【００３５】
　光拡散部材１００の照明制御用受信装置への取り付け方法は、後述する実施形態９の照
明制御用受信装置に記載するように、例えば、接着、ねじ等の固定手段を使用した固定等
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があげられるが、本発明は、これらの方法に限定されない。
【００３６】
　照明制御用受信装置２００については、後述する。
【００３７】
　本実施形態のアタッチメントは、光拡散素材１００を受信装置２００に取り付けるのみ
で、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることができる。このため、本実
施形態のアタッチメントによれば、例えば、簡便に入射角度を変化させることができる。
【００３８】
（実施形態２）
　図２（Ａ）は、本実施形態のアタッチメントの構成の一例を示す模式斜視図であり、（
Ｂ）は、図２（Ａ）のIII－III方向から見た模式断面図である。図２（Ａ）および（Ｂ）
に示すように、本実施形態のアタッチメント１１０は、前記受信部を覆う筒１であり、筒
１は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部２を含み、前記筒１の内
表面に反射部材３が配置されている。図２（Ａ）に示すように、本実施形態において、信
号通過部２は、筒１の孔である。本実施形態のアタッチメント１１０は、例えば、筒１に
おける信号通過部２と反対端の孔（連結部１０）で前記受信部を覆うように取り付け可能
である。
【００３９】
　筒１は、例えば、無底の筒、有底の筒等があげられる。筒１の形成材料は、特に制限さ
れず、例えば、前記受信部への信号を通さない素材（以下、「非透過素材」ともいう。）
が好ましい。前記非透過素材は、例えば、前記信号を反射する素材、前記信号を吸収する
素材、前記信号を遮断する素材等があげられる。前記非透過素材は、例えば、使用する前
記信号に応じて、適宜決定できる。前記信号が、赤外線の場合、前記非透過素材は、例え
ば、有彩色の樹脂、黒色の樹脂等の不透明樹脂、エスカ（三菱レイヨン社製）、スーパー
エスカ（三菱レイヨン社製）、黒色の赤外線遮光樹脂等の赤外線遮光樹脂、アルミ、鉄等
の金属があげられ、赤外線の遮光性が高いことから、好ましくは、黒色の樹脂、赤外線遮
光樹脂である。前記信号が、電波の場合、前記非透過素材は、例えば、ウレタン、ポリス
チレン等の樹脂、鉄、ニッケル、軽金属等の金属、フェライト等のセラミックス、カーボ
ン等があげられる。筒１の形状、大きさ、断面形状等は、特に制限されず、前記受信部の
形状、大きさ、断面形状等に応じて適宜決定できる。
【００４０】
　筒１が、前記非透過素材で形成される場合、筒１は、筒１の全体が、前記非透過素材で
形成されてもよいし、一部が、前記非透過素材で形成されてもよい。後者の場合、筒１は
、表面全体が、前記非透過素材で形成されてもよいし、外表面または内表面が、前記非透
過素材で形成されてもよい。後者の場合、筒１は、基体に対して、前記非透過素材を塗布
等することで形成できる。
【００４１】
　信号通過部２は、外部からの信号を前記受信部へ入射する。本実施形態において、信号
通過部２は、筒１の孔としているが、本発明はこれに限定されない。信号通過部２は、例
えば、筒１の側面に貫通孔として設けられてもよい。信号通過部２の数は、特に制限され
ず、１つ以上であればよい。信号通過部２を複数含む場合、各信号通過部の大きさ、形状
等は、同じでもよいし、異なってもよい。
【００４２】
　反射部材３は、外部からの前記受信部への信号を反射して、前記信号の入射角度を変化
させる。反射部材３は、例えば、反射シート、鏡、鏡面反射メッキ等のメッキにより形成
されたメッキ層、高反射塗装により形成された塗装層等があげあれる。前記反射シートは
、例えば、高反射ポリカーボネート等があげられる。本実施形態において、反射部材３は
、筒１の内表面全体に配置されているが、内表面の一部に配置されてもよい。後者の場合
、筒１の内表面における反射部材３の位置は、特に制限されず、例えば、筒１の信号通過
部２端側の領域、筒１の中央領域、筒１の連結部１０端側の領域、その他の領域等があげ
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られる。反射部材３は、例えば、筒１の信号通過部２端側に配置することで、外部から前
記受信部への信号の入射角度の変化率を大きくすることができ、前記受信部の受光角度を
より大きくできる。このため、筒１の内表面における反射部材３の位置を変化させること
で、例えば、外部から前記受信部への信号の入射角度、すなわち、前記受信部の受光角度
の指向性を調整できる。
【００４３】
　連結部１０は、例えば、アタッチメント１１０を前記受信装置に連結する。本実施形態
において、連結部１０は、例えば、アタッチメント１１０の取り付け方法に応じ、適宜決
定できる。
【００４４】
　アタッチメント１１０の受信装置への取り付け方法は、後述する実施形態９の受信装置
に記載するように、例えば、接着、嵌合を使用した取り付け、後述する実施形態３のアタ
ッチメントのねじ構造を使用した取り付け、ねじ等の固定手段を使用した固定等があげら
れるが、本発明は、これらの方法に限定されない。
【００４５】
　本実施形態のアタッチメント１１０は、筒１の内側表面に反射部材３を配置するのみで
、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることができる。このため、本実施
形態のアタッチメント１１０によれば、例えば、より簡便に入射角度を変化させることが
できる。
【００４６】
（実施形態３）
　図３は、本実施形態のアタッチメントの構成の一例を示す模式斜視図である。図３に示
すように、本実施形態のアタッチメント１２０は、前記受信部を覆う筒１であり、筒１は
、外部からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部２および、上下に移動する移
動手段を含む。図３に示すように、本実施形態において、前記移動手段は、筒１のねじ構
造４である。本実施形態のアタッチメント１２０は、前記反射部材に代えて、ねじ構造４
を含む点を除き、実施形態２のアタッチメントと同様の構成を有する。
【００４７】
　ねじ構造４は、例えば、対応するねじ構造を有する前記受信装置に取り付け、回転させ
ることで上下に移動する。ねじ構造４は、例えば、雄ねじ、雌ねじがあげられる。ねじ構
造４において、ピッチは、特に制限されない。本実施形態において、前記移動手段は、ね
じ構造４であるが、本発明はこれに限定されない。前記移動手段は、例えば、筒１を上下
させる昇降手段等でもよい。
【００４８】
　本実施形態のアタッチメント１２０は、ねじ構造４を有するため、例えば、回転させる
ことで上下に移動し、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させる。このため、
本実施形態のアタッチメント１２０によれば、より簡便に入射角度を変化させることがで
きる。
【００４９】
（実施形態４）
　図４（Ａ）は、本実施形態の取り付け前のアタッチメントの構成を示す模式斜視図であ
り、（Ｂ）は、本実施形態の取り付け後のアタッチメントの構成を示す模式斜視図である
。図４（Ａ）に示すように、本実施形態のアタッチメント１３０は、取り付け前において
、前記受信部を覆う筒１であり、筒１は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための
信号通過部２を含み、且つパンチにより貫通孔６が形成できる部材（貫通孔形成部５に対
応）である。また、本実施形態のアタッチメント１３０は、前記受信装置に取り付け、筒
１に貫通孔６を形成する。このため、図４（Ｂ）に示すように、本実施形態のアタッチメ
ント１３０は、取り付け後において、筒１は、信号通過部２、貫通孔形成部５、および貫
通孔６を含む。本実施形態のアタッチメント１３０は、前記反射部材に代えて、貫通孔形
成部５および貫通孔６の少なくとも一方を含む点を除き、実施形態２のアタッチメントと
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同様の構成を有する。
【００５０】
　本実施形態において、筒１は、パンチにより貫通孔６が形成できる部材である。前記部
材は、特に制限されず、例えば、ポリカーボネート、ＡＢＳ樹脂、ポリエチレンテレフタ
レート（ＰＥＴ）等があげられる。筒１において前記部材から形成されている箇所は、特
に制限されず、変化させたい入射角度に応じて、適宜決定できる。筒１は、例えば、その
全体が前記部材から形成されていてもよいし、その一部が前記部材から形成されていても
よい。後者の場合、筒１の１カ所が前記部材で形成されていてもよいし、筒１の複数箇所
が前記部材で形成されていてもよい。筒１において、前記部材から形成されている箇所が
、例えば、貫通孔形成部５に対応する。筒１の形成材料は、前述の非透過素材であること
が好ましく、より好ましくは、黒色で赤外線非透過の素材であることが好ましい。
【００５１】
　貫通孔６は、例えば、貫通孔形成部５をパンチすることにより形成できる。
【００５２】
　貫通孔６を形成する方法は、特に制限されず、例えば、パンチ等の穴開け手段を使用し
、パンチすることで形成できる。貫通孔６の数は、１以上であればよく、その上限は、特
に制限されない。貫通孔６の数は、例えば、変化させたい入射角度の数に応じて、適宜決
定できる。貫通孔６の大きさ、形状等は、特に制限されず、変化させたい入射角度に応じ
て、適宜決定できる。
【００５３】
　本実施形態のアタッチメント１３０は、筒１をパンチすることにより、変化させたい入
射角度に応じた貫通孔６を形成できる。このため、本実施形態のアタッチメント１３０に
よれば、例えば、より簡便に入射角度を変化させることができる。
【００５４】
（実施形態５）
　図５（Ａ）は、本実施形態の取り付け前のアタッチメントの構成を示す模式斜視図であ
り、（Ｂ）は、本実施形態の取り付け後のアタッチメントの構成を示す模式斜視図である
。図５（Ａ）に示すように、本実施形態のアタッチメント１４０は、取り付け前において
、前記受信部を覆う筒１であり、筒１は、外部からの信号を前記受信部へ入射するための
信号通過部２として、１以上の貫通孔６を含み、筒１の外表面には、剥離可能なシール部
材７が貫通孔６を覆う状態で配置されている。また、本実施形態のアタッチメント１４０
は、前記受信装置に取り付け、筒１からシール部材７を剥離する。このため、図５（Ｂ）
に示すように、本実施形態のアタッチメント１４０は、取り付け後において、筒１は、信
号通過部２として貫通孔６を含む。本実施形態のアタッチメント１４０は、前記反射部材
に代えて、貫通孔６およびシール部材７を含む点を除き、実施形態２のアタッチメントと
同様の構成を有する。
【００５５】
　シール部材７は、取り付け前において、貫通孔６を覆う状態で配置されている。シール
部材７の形成材料は、特に制限されず、例えば、前述の非透過素材があげられる。シール
部材７の数は、例えば、貫通孔６の数と同じである。シール部材７の配置方法は、剥離可
能であればよく、例えば、前述の接着等の方法があげられる。本実施形態において、シー
ル部材７は、筒１の外表面に配置されているが、本発明はこれに限定されない。シール部
材７は、例えば、筒１の内表面に配置されてもよい。
【００５６】
　信号通信部２としての貫通孔６は、例えば、貫通孔６を覆うシール部材７を剥離するこ
とで形成できる。
【００５７】
　取り付け時に剥離するシール部材７は、例えば、変化させたい入射角度に対応した貫通
孔６を覆うシール部材７である。剥離するシール部材７の数は、特に制限されず、例えば
、変化させたい入射角度の数に応じて、適宜決定できる。
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【００５８】
　本実施形態のアタッチメント１４０は、シール部材７を剥離するのみで、変化させたい
入射角度に応じた信号通過部２としての貫通孔６を形成できる。このため、本実施形態の
アタッチメント１４０によれば、例えば、より簡便に入射角度を変化させることができる
。
【００５９】
（実施形態６）
　図６は、本実施形態のアタッチメントの構成を示す模式斜視図である。図６に示すよう
に、本実施形態のアタッチメント１５０は、前記受信部を覆う筒１であり、筒１は、外部
からの信号を前記受信部へ入射するための信号通過部２を含み、筒１の信号通過部２は、
アタッチメント１５０未装着時の受信装置とは、異なる入射角度を与える信号通過部２で
ある。本実施形態のアタッチメント１５０において、信号通過部２として貫通孔６が形成
されている。本実施形態のアタッチメント１５０は、前記反射部材に代えて、アタッチメ
ント１５０未装着時の受信装置とは、異なる入射角度を与える信号通過部２を筒１に含む
点を除き、実施形態２のアタッチメントと同様の構成を有する。
【００６０】
　本実施形態において、筒１は、例えば、有底の筒があげられる。アタッチメント１５０
は、平面状の底を有するが、本発明はこれに限定されない。前記底の形状は、例えば、球
面状等の任意の形状とすることができる。本実施形態の筒１の大きさおよび形成材料等は
、実施形態２の筒１と同様であり、その説明を援用できる。
【００６１】
　本実施形態において、信号通過部２は、筒１の底に形成されているが、本発明はこれに
限定されない。信号通過部２は、筒１の側面等に形成されてもよい。本実施形態において
、信号通過部２は、貫通孔６として形成されているが、本発明はこれに限定されない。信
号通過部２は、例えば、筒１において、前記受信部の信号を通す素材（以下、「透過素材
」ともいう。）で形成された箇所等であってもよい。前記透過素材は、例えば、前記信号
の種類に応じて適宜決定でき、例えば、前述の非透過素材でない素材があげられる。信号
通過部２の数は、特に制限されず、例えば、変化させたい入射角度の数に応じて、適宜決
定できる。
【００６２】
　本実施形態のアタッチメント１５０は、アタッチメント１５０未装着時の前記受信装置
とは異なる入射角度を与える信号通過部を含むため、アタッチメント１５０装着により入
射角度を変化させることができる。このため、本実施形態のアタッチメント１５０によれ
ば、例えば、より簡便に入射角度を変化させることができる。
【００６３】
（実施形態７）
　図７（Ａ）は、本実施形態のアタッチメントの構成を示す模式斜視図であり、（Ｂ）は
、本実施形態のアタッチメントにおいて、カバー部８をスライドさせ、信号通過部２を露
出させた場合の模式斜視図である。図７（Ａ）に示すように、本実施形態のアタッチメン
ト１６０は、前記受信部を覆う筒１であり、筒１は、外部からの信号を前記受信部へ入射
するための１以上の信号通過部２、および、信号通過部２を覆うスライド可能なカバー部
８を含む。また、本実施形態のアタッチメント１６０は、前記受信装置に取り付け、筒１
のカバー部をスライドさせて、筒１の信号通過部２を露出または非露出する。本実施形態
のアタッチメント１６０は、前記反射部材に代えて、カバー部８を含み、さらに、信号通
過部２を２つ含む点を除き、実施形態２のアタッチメントと同様の構成を有する。
【００６４】
　カバー部８は、スライド可能であり、筒１の信号通過部２を露出または非露出できれば
よい。カバー部８の大きさ、形状等は、例えば、信号通過部２の大きさ、形状等に応じて
適宜決定できる。本実施形態において、カバー部８は、筒１の底の信号通過部２を覆うよ
うに配置されているが、本発明はこれに限定されない。カバー部８は、例えば、筒１の側
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面に信号通過部２がある場合、筒１の側面に配置されてよい。カバー部８の数は、例えば
、信号通過部２の数に応じて、適宜決定できる。カバー部８をスライドした場合に、カバ
ー部８は、１つの信号通過部２を露出または非露出してもよいし、複数の信号通過部２を
露出または非露出してもよいし、本実施形態のように、１つの信号通過部２を露出または
非露出すると、別の信号通過部２を、それぞれ、非露出または露出するようにしてもよい
。大きさの異なる複数の信号通過部２について、本実施形態のようにカバー部８を取り付
けることで、例えば、カバー部８をスライドさせることで、より簡便に入射角度を変化さ
せることができる。
【００６５】
　本実施形態のアタッチメント１６０は、カバー部８をスライドさせて、筒１の信号通過
部２を露出または非露出し、入射角度を変化させることができる。このため、本実施形態
のアタッチメント１６０によれば、例えば、より簡便に入射角度を変化させることができ
る。
【００６６】
（実施形態８）
　図８（Ａ）は、本実施形態のアタッチメントの構成を示す模式斜視図であり、（Ｂ）は
、本実施形態のアタッチメントにおいて、絞り構造体の孔を大きくした場合の模式斜視図
である。図８（Ａ）に示すように、本実施形態のアタッチメント１７０は、前記受信部を
覆う絞り構造体９である。本実施形態において、絞り構造体９は、筒１の孔に設けられて
いる。
【００６７】
　絞り構造体９は、例えば、カメラ等の絞り機構があげられる。絞り構造体９の孔の最大
径および最小径は、特に制限されず、変化させたい入射角度に応じて、適宜決定できる。
本実施形態において、絞り構造体９は、筒１の孔に設けられているが、本発明はこれに限
定されない。絞り構造体９は、例えば、筒１の側面に設けられてもよい。
【００６８】
　本実施形態のアタッチメント１７０は、絞り構造体９であり、孔の大きさを変化させる
のみで、入射角度を変更できる。このため、本実施形態のアタッチメント１７０によれば
、例えば、より簡便に入射角度を変化させることができる。
【００６９】
＜照明制御用受信装置＞
　本発明の第１の照明制御用受信装置は、前述のように、受信部、照明制御部、およびア
タッチメントを含み、前記受信部は、操作信号を受信し、前記照明制御部は、前記受信部
が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対象の照明装置に送信し、前記ア
タッチメントは、前記本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメントであり、前記受信
部を覆うよう着脱可能に取り付けられることを特徴とする。本発明の第１の照明制御用受
信装置は、前記アタッチメントが、前記本発明の照明制御用受信装置用のアタッチメント
であることを特徴とし、その他の構成、および条件は特に制限されない。本発明の第１の
照明制御用受信装置によれば、事後的に前記受信部の受信角度の指向性を調整できる。上
記効果は、本発明の第２の照明制御用受信装置においても同様である。本発明の第１およ
び第２の照明制御用受信装置は、例えば、前記本発明の照明制御用受信装置用のアタッチ
メント等の説明を援用できる。
【００７０】
（実施形態９）
　図９は、本実施形態の受信装置の構成の一例を示す模式透視斜視図である。図９に示す
ように、本実施形態の受信装置２１０は、アタッチメント１１０と受信装置２００とを含
む。また、アタッチメント１１０は、受信装置２００の受信部を覆うように着脱可能に取
り付けられている。本実施形態において、アタッチメント１１０は、実施形態２のアタッ
チメントと、受信装置２００は、実施形態１の受信装置と同様であり、その説明を援用で
きる。
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【００７１】
　本実施形態の受信装置において、アタッチメント１１０は、実施形態２のアタッチメン
トを取り付けているが、本発明はこれに限定されない。本発明の受信装置において、取り
付ける前記アタッチメントは、前記本発明のアタッチメントであればよく、例えば、実施
形態３～８のアタッチメントおよびこれらを組合せたアタッチメント等があげられる。
【００７２】
　アタッチメント１１０の受信装置２００への取り付け方法は、特に制限されず、着脱可
能に取り付けられればよい。前記取り付け方法は、例えば、接着、嵌合を使用した取り付
け、前述の実施形態３のアタッチメントのねじ構造を使用した取り付け、ねじ等の固定手
段を使用した固定等があげられる。
【００７３】
　本実施形態において、アタッチメント１１０は、受信装置２００から突出するように取
り付けられているが、本発明はこれに限定されない。本発明の受信装置において、前記ア
タッチメントは、例えば、前記受信装置に埋め込まれるように取り付けられてもよい。具
体的には、受信室３１をとりはずし、受信室３１に代えて、受信部３５を覆うように前記
アタッチメントを取り付けてもよい。
【００７４】
　受信室３１は、受信部３５を備える。受信室３１の大きさおよび形状等は、受信部３５
の大きさおよび形状等に応じて、適宜決定できる。
【００７５】
　受信部３５は、照明制御用送信装置から送信された前記操作信号を受信する。また、受
信部３５は、例えば、前記操作信号を、照明制御部３２に電気的に送信する。受信部３５
は、例えば、前記操作信号を受信可能な受信回路、受光素子等があげられる。前記受信回
路は、例えば、前記操作信号に使用する通信手段の種類に応じて、適宜決定できる。受信
部３５が受信する前記操作信号の種類は、特に制限されず、例えば、点灯操作信号、消灯
操作信号、光度操作信号、光色操作信号、点灯時間（タイマー）操作信号、点灯記憶操作
信号（照明中の光度を後述する記憶部に記憶させる操作信号）等があげられる。前記制御
対象の照明装置が、複数の光源を有している場合、前記点灯操作信号等は、例えば、前記
複数の光源のうち１つの光源を点灯等させる操作信号であってもよいし、２つ以上の光源
を点灯等させる操作信号であってもよい。前記照明制御用送信装置については、後述する
。また、受信部３５の大きさおよび形状は、特に制限されない。
【００７６】
　照明制御部３２は、受信部３５が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御
対象の照明装置に送信する。照明制御部３２は、例えば、マイクロプロセッサ、マイクロ
コントローラー等があげられる。前記照明制御信号の種類は、例えば、前述の操作信号の
種類の説明を援用できる。前記照明制御信号は、例えば、パルス幅変調（ＰＷＭ）信号、
アナログ信号等があげられる。前記照明制御信号は、例えば、照明制御用受信装置２１０
を前記制御対象の照明装置に後付け可能なことから、ＰＷＭ信号であることが好ましい。
前記制御対象の照明装置は、特に制限されず、例えば、前記照明装置の照明部、電源等が
あげられる。
【００７７】
　筐体３３の形成材料は、特に制限されない。照明制御用受信装置２１０を天井面へ設置
する場合、筐体３３は、例えば、照明制御用受信装置２１０を軽量化可能なことから、ポ
リカーボネート（ＰＣ）、ＡＢＳ樹脂、ポリフェニレンサルファイド樹脂（ＰＰＳ）等の
樹脂が好ましい。筐体３３の形成材料は、前記非透過素材であることが好ましい。筐体３
３は、前記非透過素材で形成されることにより、例えば、受信部３５の横方向および上方
向からの前記操作信号を遮断できる。筐体３３の形成方法は、特に制限されない。
【００７８】
　筐体３３の大きさおよび形状は、特に制限されず、例えば、受信部３５、照明制御部３
２および配線３４の大きさおよび形状に応じて、適宜決定できる。
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【００７９】
　配線３４は、特に制限されず、例えば、公知の配線を使用できる。
【００８０】
　本実施形態の照明制御用受信装置２１０の設置する高さは、特に制限されず、例えば、
前記照明制御用送信装置の前記操作信号の強度により適宜決定できる。照明制御用受信装
置２１０の設置する高さは、設置場所の床面を基準として、例えば、２５ｍ以下であり、
好ましくは、１５ｍ以下であり、より好ましくは、１２ｍ以下である。
【００８１】
　本発明の照明制御用受信装置は、さらに、記憶部を含み、前記記憶部は、受信部３５が
受信した光度操作信号に基づき、照明制御部３２が前記制御対象の照明装置に送信した前
記光度制御信号を記憶し、照明制御部３２は、受信部３５が受信した点灯操作信号に基づ
き、前記記憶部が記憶している前記光度制御信号を前記制御対象の照明装置に送信するこ
とが好ましい。本発明の照明制御用受信装置は、前記記憶部を含むことで、例えば、操作
者が、前記照明制御用送信装置を用いて点灯操作を行った際に、前記光度制御信号を受信
した前記制御対象の照明装置の光度が、消灯操作前の光度で点灯する。このため、前記操
作者が前記点灯操作毎に前記制御対象の照明装置の光度を調整する必要が無く、より簡便
に個別の照明装置を制御可能になる。
【００８２】
　前記記憶部は、照明制御部３２と一体として形成されてもよいし、別個に形成されても
よい。前者の場合、照明制御部３２は、例えば、マイクロコントローラーがあげられる。
後者の場合、前記記憶部は、例えば、ＨＤＤ（Hard　disk　drive）、ＲＡＭ（Random　A
ccess　Memory）、ＲＯＭ（Read　Only　Memory）等の記憶媒体があげられる。また、後
者の場合、前記記憶部は、例えば、照明制御部３２と電気的に接続されている。
【００８３】
　本発明の照明制御用受信装置は、さらに、報知部を含み、前記報知部により、受信部３
５が受信した操作信号に基づき、受信部３５が前記操作信号を受信したことを報知するこ
とが好ましい。本発明の照明制御用受信装置は、前記報知部を含むことで、例えば、前記
操作者が、前記照明制御用送信装置を用いて前記操作信号を送信した際に、前記操作信号
が受信されたことを確認できる。このため、前記操作者が、前記制御対象の照明装置の点
灯を確認せず、他の照明装置の制御に移ることができ、より簡便に個別の照明装置を制御
可能になる。
【００８４】
　前記報知部が、報知する方法は、特に制限されず、例えば、光による報知、音による報
知等があげられる。前者の場合、前記報知部は、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode、発光
ダイオード）、ＯＬＥＤ（Organic　Light　Emitting　Diode、有機発光ダイオード）、
レーザーダイオード等があげられる。後者の場合、前記報知部は、スピーカー、ブザー等
があげられる。
【００８５】
　本発明の照明制御用受信装置は、さらに、チャンネル切り替え部を含み、前記チャンネ
ル切り替え部は、受信部３５が受信可能な前記操作信号のチャンネルを切り替えることが
好ましい。本発明の照明制御用受信装置は、前記チャンネル切り替え部を含むことで、例
えば、使用する前記チャンネルが異なる複数の本発明の照明制御用受信装置を近接して設
置した場合に、異なる前記チャンネルで、複数の前記照明制御用受信装置を操作すること
ができ、より簡便に個別の照明装置を制御可能になる。前記チャンネルの数は、特に制限
されず、例えば、２～１０チャンネルの範囲であり、好ましくは２～５チャンネルの範囲
である。
【００８６】
　本発明の第２の受信装置は、前記本発明のアタッチメントに代えて、例えば、前記受信
部を操作することで、事後的に前記受信部の受信角度の指向性を調整してもよいし、前記
本発明のアタッチメントを前記第１の受信装置の前記筐体とし、事後的に前記受信部の受
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信角度の指向性を調整してもよい。以下、これらの形態について説明する。
【００８７】
　本発明の第２の照明制御用受信装置は、前述のように、受信部、照明制御部、および受
信角度調整部を含み、前記受信部は、操作信号を受信し、前記照明制御部は、前記受信部
が受信した前記操作信号に基づき、照明制御信号を制御対象の照明装置に送信し、前記受
信角度調整部は、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることを特徴とする
。前記第２の受信装置は、前記受信角度調整部により、前記受信部の位置を移動させるこ
とにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることが特徴であり、その
他の構成および条件は、特に制限されない。
【００８８】
　本発明の第２の受信装置は、前記受信角度調整部が、移動手段を含み、前記移動手段は
、前記受信部の位置を移動させることにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を
変化させることが好ましい。前記移動手段は、特に制限されず、例えば、前記受信部を上
下、左右、またはこれらを組合せた方向に移動させる手段である。前記移動手段は、例え
ば、後述する照明装置の周囲を移動する手段等があげられる。
【００８９】
　本発明の第２の受信装置は、前記受信角度調整部が、設置角度調整部を含み、前記設置
角度調整部は、前記受信部の設置角度を変更することにより、外部から前記受信部への信
号の入射角度を変化させることが好ましい。前記設置角度調整部は、特に制限されず、例
えば、前記受信部の設置面に対する角度を変更できればよい。前記設置角度調整部は、例
えば、角度調整アダプター等があげられる。
【００９０】
　本発明の第２の受信装置は、前記受信角度調整部が、筒状体を含み、前記筒状体は、前
記受信部を覆うように設置され、前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射する
ための信号通過部を含み、且つ、パンチにより貫通孔を形成できる部材であり、前記筒状
体に前記貫通孔を形成することにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化さ
せることが好ましい。前記筒状体は、前記実施形態４のアタッチメントである筒状体と対
応する。すなわち、例えば、前記受信部を覆うように前記実施形態４の筒状体を設置する
ことで、前記受信装置とすることができる。
【００９１】
　本発明の第２の受信装置は、前記受信角度調整部が、筒状体を含み、前記筒状体は、前
記受信部を覆うように設置され、前記筒状体は、外部からの信号を前記受信部へ入射する
ための信号通過部として、１以上の貫通孔を含み、前記筒状体の外表面には、剥離可能な
シール部材が前記貫通孔を覆う状態で配置されており、前記筒状体から前記シール部材を
剥離することにより、外部から前記受信部への信号の入射角度を変化させることが好まし
い。前記筒状体は、前記実施形態５のアタッチメントと対応する。すなわち、例えば、前
記受信部を覆うように前記実施形態５の筒状体を設置することで、前記受信装置とするこ
とができる。
【００９２】
＜照明装置＞
　本発明の照明装置は、前述のように、照明制御用受信装置および照明部を含み、前記照
明制御用受信装置が、前記本発明の照明制御用受信装置であることを特徴とする。本発明
の照明装置は、前記照明制御用受信装置が、前記本発明の照明制御用受信装置であること
を特徴とし、その他の構成および条件は、特に制限されない。本発明の照明装置によれば
、事後的に前記受信部の受信角度の指向性を調整できる。上記効果は、以下の他の本発明
の照明装置においても同様である。本発明の照明装置は、例えば、前記本発明の照明制御
用受信装置用のアタッチメント等の説明を援用できる。
【００９３】
　図１０は、本実施形態の照明装置の構成の一例を示す斜視図である。図１０に示すよう
に、本実施形態の照明装置３００は、照明制御用受信装置２２０および照明部２３０を主
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要な構成要素として含む。図示していないが、本実施形態において、照明制御用受信装置
２２０の照明制御部は、前記照明制御信号を照明部２３０の電源に送信可能に接続されて
いる。そして、照明制御用受信装置２２０の照明制御部は、前記電源を制御することで、
照明部２３０を制御する。この点を除いて、本実施形態の照明制御用受信装置２２０は、
図９に示す照明制御用受信装置２１０と同様の構成を有する。
【００９４】
　本実施形態において、照明部２３０は、前記電源と一体として形成されているが、本発
明は、この例に限定されず、別個に形成されてもよい。後者の場合、前記照明制御部は、
例えば、前記照明制御信号を、前記電源に送信可能に接続されている。
【００９５】
　照明部２３０は、特に制限されず、例えば、公知の照明が使用できる。照明部２３０は
、例えば、蛍光灯、ＬＥＤ、ＯＬＥＤ等があげられる。
【００９６】
　本実施形態の照明装置３００は、さらに、後述する照明制御用送信装置を含んでもよい
。
【００９７】
＜照明制御用送受信装置＞
　本発明の照明制御用送受信装置は、前述のように、照明制御用受信装置および照明制御
用送信装置を含み、前記照明制御用受信装置が、前記本発明の照明制御用受信装置である
ことを特徴とする。本発明の照明制御用送受信装置は、前記照明制御用受信装置が、前記
本発明の照明制御用受信装置であることを特徴とし、その他の構成および条件は、特に制
限されない。本発明の照明制御用送受信装置は、例えば、前記本発明の照明制御用受信装
置用のアタッチメント等の説明を援用できる。
【００９８】
　図１１は、本実施形態の照明制御用送受信装置の構成の一例を示す模式斜視図である。
図１１に示すように、本実施形態の照明制御用送受信装置５００は、照明制御用受信装置
２１０および照明制御用送信装置４１０を主要な構成要素として含む。また、照明制御用
操作装置４１０は、点灯操作ボタン４１１および消灯操作ボタン４１２を含む。
【００９９】
　点灯操作ボタン４１１および消灯操作ボタ４１２は、例えば、それぞれのボタンを操作
したときに、照明制御用送信装置４１０が、前記点灯操作信号および前記消灯操作信号を
送信する。
【０１００】
　照明制御用送信装置４１０は、さらに、前記操作信号に対応する光度操作ボタン、光色
操作ボタン、点灯時間操作ボタン、点灯記憶操作ボタン等を含んでもよい。
【０１０１】
　以上、実施形態を参照して本発明を説明したが、本発明は、上記実施形態に限定される
ものではない。本発明の構成や詳細には、本発明のスコープ内で当業者が理解しうる様々
な変更をできる。
【産業上の利用可能性】
【０１０２】
　本発明によれば、事後的に前記受信部の受信角度の指向性を調整できる照明制御用受信
装置用のアタッチメント、照明制御用受信装置、照明装置および照明制御用送受信装置を
提供できる。
【符号の説明】
【０１０３】
１　　　　　　　　筒
２　　　　　　　　信号通過部
３　　　　　　　　反射部材
４　　　　　　　　ねじ構造
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５　　　　　　　　貫通孔形成部
６　　　　　　　　貫通孔
７　　　　　　　　シール部材
８　　　　　　　　カバー部
９　　　　　　　　絞り構造体
１０　　　　　　　連結部
３１　　　　　　　受信室
３２　　　　　　　照明制御部
３３　　　　　　　筐体
３４　　　　　　　配線
３５　　　　　　　受信部
１００　　　　　　光拡散部材
１１０、１２０、１３０、１４０、１５０、１６０、１７０　　　アタッチメント
２００、２１０、２２０　　　　照明制御用受信装置
２３０　　　　　　照明部
３００　　　　　　照明装置
４１０　　　　　　照明制御用送信装置
４１１　　　　　　点灯操作ボタン
４１２　　　　　　消灯操作ボタン
５００　　　　　　照明制御用送受信装置

【図１】 【図２】

【図３】
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