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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体ユニットと、
　前記本体ユニットに取り付けられ、さらに、前記本体ユニットから取り外し可能なカバ
ー部材と、
　前記本体ユニットと前記カバー部材との間に配置される発光装置と、を備え、
　前記カバー部材の外側面は、当該外側面が内側に凹んで形成された凹みのみで構成され
、当該凹みの両端部には、前記凹みの前記本体ユニットの側の端部となる一方の端部にお
いて外側に張り出すように形成された第一の角部と、前記凹みの前記本体ユニットから離
れた側の端部となる他方の端部において外側に張り出すように形成された第二の角部とが
それぞれ形成され、
　当該第二の角部は、前記本体ユニットから取り外す際に指を引っ掛けることが可能で、
かつ、丸みを帯びて形成されており、
　前記第二の角部は、前記第一の角部よりも外側に張り出していることで、前記カバー部
材の最外側に配置され、かつ、前記凹みの最も内側の部分は、前記第一の角部及び前記第
二の角部のいずれよりも内側に配置され、
　前記カバー部材が前記本体ユニットに取り付けられた際、前記第二の角部と前記本体ユ
ニットとは離間していることを特徴とする、照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光灯やＬＥＤ照明、有機ＥＬ照明等の照明器具は、天井等に取り付けられて使用され
ることがある。この場合、蛍光管やＬＥＤ、有機ＥＬ等の発光ユニットを覆うようにカバ
ー部材が照明器具に取り付けられ、発光ユニットが外部からの衝撃に対して保護される。
このようなカバー部材に関して、特許文献１に記載の技術が知られている。
【０００３】
　特許文献１には、光源を備えた照明本体部を覆って光源からの光を透過させる照明用カ
バーであって、縦断面で表したとき、少なくとも透明層及び光拡散層が積層されてなり光
源からの光を透過及び拡散させるための光透過部及び該光透過部の両端において照明本体
部と係合するための係合部を有し、該光透過部が、光拡散層の厚みが略一定である中央部
及び該中央部の周辺に配置され、係合部と結合する周辺部を有し、該周辺部における光拡
散層の厚みが中央部における光拡散層の厚みよりも厚い照明用カバー及び該カバーを備え
た照明器具が記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２０９０５７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１に記載の技術において、例えばメンテナンス時、使用者は、カバー部材（照
明用カバー）を取り外すことがある。このとき、特許文献１に記載の技術では、カバー部
材の側面が鉛直になっているため、使用者はカバー部材を掴みにくい。そのため、使用者
がカバー部材を照明器具から取り外し難くなり、メンテナンス等の作業が煩雑である。
【０００６】
　本発明はこのような課題に鑑みて為されたものであり、本発明が解決しようとする課題
は、取り外し容易なカバー部材を備える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】
【０００７】
　本発明者らは前記課題を解決するべく鋭意検討した結果、以下のようにすることで前記
課題を解決できることを見出した。即ち、本発明の要旨は、本体ユニットと、前記本体ユ
ニットに取り付けられ、さらに、前記本体ユニットから取り外し可能なカバー部材と、前
記本体ユニットと前記カバー部材との間に配置される発光装置と、を備え、前記カバー部
材の外側面は、当該外側面が内側に凹んで形成された凹みのみで構成され、当該凹みの両
端部には、前記凹みの前記本体ユニットの側の端部となる一方の端部において外側に張り
出すように形成された第一の角部と、前記凹みの前記本体ユニットから離れた側の端部と
なる他方の端部において外側に張り出すように形成された第二の角部とがそれぞれ形成さ
れ、当該第二の角部は、前記本体ユニットから取り外す際に指を引っ掛けることが可能で
、かつ、丸みを帯びて形成されており、前記第二の角部は、前記第一の角部よりも外側に
張り出していることで、前記カバー部材の最外側に配置され、かつ、前記凹みの最も内側
の部分は、前記第一の角部及び前記第二の角部のいずれよりも内側に配置され、前記カバ
ー部材が前記本体ユニットに取り付けられた際、前記第二の角部と前記本体ユニットとは
離間していることを特徴とする、照明器具に関する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、取り外し容易なカバー部材を備える照明器具を提供することができる
。
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【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】第１実施形態の照明器具の外観を示す下方からの斜視図である。
【図２】第１実施形態の照明器具の本体ユニットからカバー部材を取り外すときの様子を
示す図であり、（ａ）は使用者がカバー部材を掴んだ状態、（ｂ）は使用者がカバー部材
を下方向に引っ張って取り外した状態を示す。
【図３】第１実施形態の照明器具の本体ユニットからカバー部材を取り外した状態を示す
図である。
【図４】図３の状態において、本体ユニット１０側の信号線及び電源線と、カバー部材２
０側の信号線及び電源線との接続をそれぞれ解除した状態を示す図である。
【図５】（ａ）は図２（ａ）のＡ部拡大図であり、（ｂ）～（ｆ）は（ａ）の変形例を示
す図である。
【図６】第２実施形態の照明器具の本体ユニットからカバー部材を取り外した状態を示す
図である。
【図７】図６の状態において、本体ユニット１０側の信号線及び電源線と、カバー部材２
０側の信号線及び電源線との接続をそれぞれ解除した状態を示す図である。
【図８】第３実施形態の照明器具の本体ユニットからカバー部材を取り外した状態を示す
図である。
【図９】図８の状態において、本体ユニット１０側の信号線及び電源線と、カバー部材２
０側の信号線及び電源線との接続をそれぞれ解除した状態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
［１．第１実施形態］
　以下、図面を参照しながら、本発明を実施するための形態（本実施形態）を説明する。
初めに、本実施形態の照明器具の全体構成（内部構成を含む）を説明し、次いで、本実施
形態の照明器具に備えられるカバー部材の形状について説明する。
【００１１】
　図１は、第１実施形態の照明器具１００の外観を示す下方からの斜視図である。照明器
具１００は、天井１５０に取り付けられている。照明器具１００は、金属製の本体ユニッ
ト１０と、本体ユニット１０に取り付けられるとともに、円弧形状を有するカバー部材２
０（例えば樹脂製）とを備えている。本体ユニット１０の内部（カバー部材２０が取り付
けられることで形成される空間、以下同じ）には、外部に放出光を生み出す光源ユニット
２７（図３等を参照しながら後記する）等が備えられている。
【００１２】
　図２は、第１実施形態の照明器具１００の本体ユニット１０からカバー部材２０を取り
外すときの様子を示す図であり、（ａ）は使用者の手Ｈがカバー部材２０を掴んだ状態、
（ａ）は使用者の手Ｈがカバー部材２０を下方向に引っ張って取り外した状態を示す。な
お、図２（ｂ）に示すＡ部については、図５を参照しながら後記するため、図２の説明で
は、Ａ部の説明を省略する。また、図２（ｂ）では、図示の簡略化のために、本体ユニッ
ト１０の内部に収容されている各部材の図示を省略している。
【００１３】
　図２（ａ）に示すように、使用者は、カバー部材２０の側面に設けられている凹み２１
を手Ｈによって掴むことで、使用者がカバー部材２０を摘み易くなっている。そして、こ
の状態で、使用者がカバー部材２０を下方向に引っ張ることにより、カバー部材２０が本
体ユニット１０から取り外される。これにより、カバー部材２０が本体ユニット１０から
分離されるようになっている。なお、カバー部材２０は、カバー部材２０に対して上下方
向に延在するガイド部材３１により、本体ユニット１０に取り付けられている。
【００１４】
　図３は、第１実施形態の照明器具１００の本体ユニット１０からカバー部材２０を取り
外した状態を示す図である。本体ユニット１０には、電源端子台１２が固定されている。
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また、カバー部材２０の内側には、点灯装置２６と、点灯装置２６に接続された光源ユニ
ット２７とが固定されている。点灯装置２６は光源ユニット２７を制御するものである。
具体的には、点灯装置２６は、光源ユニット２７の点灯や消灯、光源ユニット２７から発
せられる光の強さ等を制御するようになっている。なお、光源ユニット２７としては、例
えばＬＥＤや有機ＥＬ、蛍光管等が適用可能であり、中でも、省エネルギ化の観点から、
ＬＥＤが好ましい。
【００１５】
　電源端子台１２には、図示しない交流電源と接続される電源線１３が接続されている。
さらに、電源端子台１２には、図示しないアース線が接続されている。また、電源端子台
１２と点灯装置２６とは、電源端子台１２の側からこの順で、電源線１４、電源コネクタ
１５、電源コネクタ２４及び電源線２５を介して接続されている。これにより、交流電源
からの電力が点灯装置２６に供給されるようになっている。これにより、電源装置から点
灯装置２６に供給された電力は、光源ユニット２７の駆動に用いられるようになっている
。
【００１６】
　また、点灯装置２６には、信号線を介して、図示しない調光装置が接続されている。具
体的には、点灯装置２６と調光装置とは、点灯装置２６の側からこの順で、信号線２３、
信号端子台２２、信号接続部１６（図４参照。図３では図示せず。）及び信号線１１を介
して接続されている。使用者が調光装置を操作（例えば調光装置を構成するツマミを回転
させる等）することで、その操作の程度に応じた電気信号が発生する。そして、発生した
電気信号が、信号線１１や信号線２３等を通じて点灯装置２６に伝達されることにより、
点灯装置２６が、その電気信号に応じて光源ユニット２７の駆動（明るさ等）を制御する
ようになっている。
【００１７】
　図４は、図３の状態において、本体ユニット１０側の信号線１１及び電源線１４と、カ
バー部材２０側の信号線２３及び電源線２５との接続をそれぞれ解除した状態を示す図で
ある。例えば、照明器具１００のメンテナンス後、図４の状態にあるとき、カバー部材２
０を本体ユニット１０に取り付ける際には、以下の手順が適用可能である。
【００１８】
　まず、図４に示すようにカバー部材２０を配置し、信号線１１の端部である信号接続部
１６と、信号線２３の端部にある信号端子台２２とが接続されるようにする。これにより
、調光装置と点灯装置２６との電気的接続が図られる。さらには、電力線１４の端部であ
る電源コネクタ１５と、電源線２５の端部にある電源コネクタ２４とが接続されるように
する。これにより、交流電源と点灯装置２６との電気的接続が図られる。そして、最後に
、図２において説明した手順と逆の点順でカバー部材２０を本体ユニット１０に取り付け
ることで、照明器具１００の使用準備が整うことになる。
【００１９】
　図３及び図４に示すように、第１実施形態の照明器具１００では、信号端子台２２は、
本体ユニット１０及びカバー部材２０のいずれにも固定されていない。即ち、信号端子台
２２は、本体ユニット１０及びカバー部材２０に対して、不支持状態になっている。これ
により、信号端子台２２が本体ユニット１０に固定されていた従来の照明器具（たとえば
前記の特許文献１参照）とは異なり、信号端子台２２と信号接続部１６との接続を、本体
カバー２０の近傍で行うことができる。従って、天井１５０等の位置に対して低い位置で
、信号接続部１６と信号端子台２２との接続や脱着をすることができるようになる。これ
により、手許を確認しながら接続や脱着を行うことができるようになり、照明器具１００
のメンテナンス等が容易になる。
【００２０】
　また、従来、本体ユニット１０に固定していた信号端子台２２を本体ユニット１０から
独立（即ち）分離させることで、端子台として、電源端子台１２のみが本体ユニット１０
に固定されることになる。使用者が調光機能を不要とする場合でも、図３や図４等に示す



(5) JP 6198764 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

本体ユニット１０を流用することができる。従って、本体ユニット１０の汎用性を高める
ことができ、様々なカバー部材２０（点灯装置２６や光源ユニット２７等を備える）に対
して、単一種の本体ユニット１０を用意すればよいことになる。
【００２１】
　さらには、信号端子台２２を本体ユニット１０に固定していた従来の照明器具では、点
灯装置２６がカバー部材２０側に設けられていたため、信号端子台２２と点灯装置２６と
を接続する信号線の間に、信号コネクタが設けられていた。しかし、第１実施形態の照明
器具１００のように、信号端子台２２を本体ユニット１０から分離させて独立のものとす
ることで、信号端子台２２に信号接続部１６を直接接続すればよくなる。これにより、従
来用いられていた信号コネクタを削減することができる。
【００２２】
　次に、第１実施形態の照明器具１００を構成するカバー部材２０について説明する。
【００２３】
　図５は、（ａ）は図２（ｂ）のＡ部拡大図であり、（ｂ）～（ｆ）は（ａ）の変形例を
示す図である。図５（ａ）に示すように、カバー部材２０の側面には、曲線を含んだ形状
である、Ｒ形状の凹み２１が形成されている。凹み２１は、カバー部材２０の外側に張り
出す凹み上端部２０ａと、カバー部材２０の同じく外側に張り出す凹み下端部２０ｂとの
間に形成されている。
【００２４】
　なお、図５では図示していないが、カバー部材２０の左側面にも、同様の凹み２１が設
けられている。即ち、カバー部材２０の外表面に形成されている凹み２０は、カバー部材
２０に含まれる円弧形状を含み、かつ、光源ユニット２７の光軸に垂直な方向（図５の紙
面に垂直な方向）の断面視で、光軸を中心として左右に少なくとも一つの凹みが形成され
ている。
【００２５】
　カバー部材２０の側面をこのような形状にすることで、使用者の手Ｈがカバー部材２０
を掴み易くなり（図２参照）、カバー部材２０を本体ユニット１０から取り外し易くなる
。即ち、凹み２１（凹み上端部２０ａと凹み下端部２０ｂとの間に形成される）の部分に
指を引っ掛けて手Ｈでカバー部材２０を掴み、下方への力を付与することで、凹み２１に
よって指が滑ることなく、カバー部材２０を取り外すことができる。
【００２６】
　また、掴み易さの観点からは、カバー部材２０の側面の形状を、上方に向かって窄まる
テーパ形状とすることも考えられる。しかし、上方に向かって窄まるテーパ形状とすると
、凹み上端部２０ａが外側に張り出していない形状になり、カバー部材２０の側面に塵埃
が堆積し易くなる。しかし、第１実施形態の照明器具１００のように凹み２１が設けられ
、カバー部材２０の外側に張り出す凹み上端部２０ａと、同じく外側に張り出す凹み下端
部２０ｂが形成されることで、凹み２１には塵埃が堆積しにくくなる。
【００２７】
　さらには、カバー部材２０の側面に凹み２１を設けることで、上下方向に鉛直な側面（
凹み２１が無い側面）を有するカバー部材２０と比べて、カバー部材２０の表面積を増や
すことができる。そして、カバー部材２０の表面積が増えることで、照明器具１００の発
光面積が増えることになる。
【００２８】
　特に、これによる効果は、光源ユニット２７として、ＬＥＤ等の指向性の高い発光体を
用いた場合に大きくなる。具体的には、光源ユニット２７が例えば指向性の高いＬＥＤで
ある場合、カバー部材２０の左右方向には光が向きにくく、カバー部材２０の左右近傍で
は明るさが不足しがちである。しかし、カバー部材２０の側面に凹み２１を設けることで
、カバー部材２０の表面積、即ち照明装置１００の発光面積を増やすことができる。特に
、表面積は、カバー部材２０の側面で増えるため、暗くなりがちな左右方向においても、
十分な明るさを確保することができる。
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【００２９】
　また、本実施形態の照明装置１００では、凹み２１の形状はＲ形状になっている。その
ため、凹み２１が曲線のみによって構成されるため、使用者に対して柔らかい印象を与え
、凹み２１の意匠性が優れる。また、曲線のみによって構成されるため、より均一な光を
外部に放出することができる。
【００３０】
　本実施形態の照明装置１００では、凹み２１の形状は、前記のようにＲ形状になってい
る。しかし、凹み２１の形状は図５（ａ）の形状に限られず、例えば図５（ｂ）～（ｆ）
に示す形状としてもよい。
【００３１】
　例えば、凹みは、図５（ｂ）に示す、断面くの字形状の凹み２１Ａとしてもよい。この
ような形状にすることで、凹み２１を構成する斜面の長さを長く確保することができ、掴
み易さがより向上する。また、斜面の長さが長くなるためカバー部材２０Ａの表面積がよ
り大きくなり、発光面積がより大きくなる。
【００３２】
　また、例えば、凹みは、図５（ｃ）に示す、下端部２０Ｂｂが、上端部２０Ｂａよりも
、カバー部材２０Ｂの外側に張り出した凹み２１Ｂとしてもよい。このような形状にする
ことで、使用者によってカバー部材２０Ｂが掴まれたとき、下端部２０Ｂｂに指が引っか
かり易い。そのため、使用者がカバー部材２０Ｂをより容易に取り外し易くなる。また、
図５（ａ）に示すカバー部材２０と同様に、断面が円弧状になっているため、塵埃がより
堆積しにくい。
【００３３】
　さらに、例えば、凹みは、図５（ｄ）に示す、台形の上底のような断面の凹み２１Ｃと
してもよい。このような形状にすることで、図５（ｂ）と同様に、発光面積をより大きく
することができ、また、掴み易くすることができる。
【００３４】
　また、例えば、凹みは、図５（ｅ）に示す、図５（ｄ）で説明した台形の面取りをした
ような形状の凹み２１Ｄとしてもよい。このような形状にすることで、図５（ａ）に示す
カバー部材２０と同様に、より均一な光を外部に放出することができる。また、図５（ｃ
）と同様に、塵埃がより堆積しにくい。
【００３５】
　さらに、例えば、凹みは、図５（ｆ）に示す、図５（ｃ）で説明した凹み２１Ｂとは逆
に、上端部２０Ｅａが、下端部２０Ｅｂよりも、カバー部材２０Ｅの外側に張り出した凹
み２１Ｅとしてもよい。このような形状にすることで、上端部２０Ｅａがより外側に張り
出し、しかも、断面が円弧状になっているため、凹み２１Ｅへの塵埃の堆積がより確実に
防止される。
【００３６】
　これらのうち、カバー部材２０に含まれる円弧形状を含み、かつ、光源ユニット２７の
光軸に垂直な方向（図５の紙面に垂直な方向）の断面視で、凹み上端部（図５（ａ）の場
合、凹み上端部２０ａ）と凹み下端部（同図の場合、凹み下端部２０ｂ）とを結ぶ線分は
、光源ユニット２７（図５では図示していない）の光軸と平行になっているものが好まし
い。ここで、光軸とは、光源ユニット２７から発せられる光の軸のことをいい、図５では
、ガイド部材３１が延在する方向と同方向に伸びている。図５に示すカバー部材のうち、
好ましいものの具体例としては、図５（ａ）に示されるカバー部材２０や、図５（ｂ）に
示されるカバー部材２０Ａ、図５（ｄ）に示されるカバー部材２０Ｃ、図５（ｅ）に示さ
れるカバー部材２０ｅである。これにより、使用者によるカバー部材２０等の持ち易さと
、カバー部材２０等への塵埃の堆積のしにくさとをバランスよく両立させることができる
。
【００３７】
［２．第２実施形態］



(7) JP 6198764 B2 2017.9.20

10

20

30

40

50

　次に、図６及び図７を参照しながら、第２実施形態の照明器具２００を説明する。前記
した照明器具１００と同様のものについては同様の符号を付すものとし、その詳細な説明
は省略する。また、第２実施形態の照明器具２００は、基本的には前記の照明器具１００
と同様の構成を有するため、以下の記載では、前記の照明器具１００とは異なる点を主に
説明する。
【００３８】
　図６は、第２実施形態の照明器具２００の本体ユニット１０Ａからカバー部材２０Ｆを
取り外した状態を示す図である。前記の照明器具１００では、信号接続部１６が、本体ユ
ニット１０及びカバー部材２０から独立した信号端子台２２に接続されるようにした。し
かし、第２実施形態の照明器具２００では、カバー部材２０Ｆに信号端子台２２に固定さ
れているとともに、信号コネクタ１７，２８により、信号線１１と信号線２９とが接続さ
れるようになっている。
【００３９】
　即ち、第２実施形態の照明器具２００では、信号線１１の末端に信号コネクタ１７が接
続されている。さらに、信号端子台２２には、信号コネクタ２８を接続した信号線２９が
接続されている。ここで、信号端子台２２は、前記のように、カバー部材２２が固定され
ている。そして、信号コネクタ１７と信号コネクタ２８とが接続されることで、図示しな
い調光装置からの電気信号が、信号端子台２２を介して、点灯装置２６に伝達されるよう
になっている。
【００４０】
　図７は、図６の状態において、本体ユニット１０Ａ側の信号線１１及び電源線１４と、
カバー部材２０Ｆ側の信号線２９及び電源線２５との接続をそれぞれ解除した状態を示す
図である。簡略化のために説明を省略するが、例えば、照明器具２００のメンテナンス後
、図７の状態にあるとき、カバー部材２０Ｆを本体ユニット１０Ａに取り付ける際には、
図４を参照しながら説明した手順と同様の手順が適用可能である。
【００４１】
　照明器具２００では、前記の照明器具１００とは異なり、信号端子台２２がカバー部材
２０Ｆに固定されている。従って、調光装置と点灯装置２６とを接続するためには、信号
コネクタ１７と信号コネクタ２８とを接続するだけでよく、容易に電気的接続を図ること
ができる。また、この接続は、前記の照明器具１００と同様に、本体カバー２０Ｆの近傍
で行うことができるため、照明器具２００のメンテナンス等が容易になる。
【００４２】
　また、信号端子台２２がカバー部材２０Ｆに固定されているため、信号端子台２２に信
号線２９を接続する場合に、信号端子台２２の接続口を視認し易くなる。これにより、信
号線２９を信号端子台２２に接続するときの作業性が向上する。さらには、前記の照明器
具１００と同様に、照明器具２００でも信号端子台２２が本体ユニット１０Ａから独立し
ており、これにより、本体ユニット１０Ａの汎用性を高めることができる。
【００４３】
［３．第３実施形態］
　次に、図８及び図９を参照しながら、第３実施形態の照明器具３００を説明する。前記
した照明器具１００，２００と同様のものについては同様の符号を付すものとし、その詳
細な説明は省略する。また、第３実施形態の照明器具３００は、基本的には前記の照明器
具１００，２００と同様の構成を有するため、以下の記載では、前記の照明器具１００，
２００とは異なる点を主に説明する。
【００４４】
　図８は、第３実施形態の照明器具３００の本体ユニット１０Ｂからカバー部材２０Ｇを
取り外した状態を示す図である。前記の照明器具１００や照明器具２００では、信号線同
士を接続するコネクタや、電源線同士を接続するコネクタは別体になっていた。具体的に
説明すると、例えば図３や図４に示す照明器具１００では、信号線１１と信号線２３とを
接続するために、信号接続部１６と信号端子台２２とが接続されるようした。また、電源
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線１４と電源線２５とを接続するために、電源コネクタ１５と電源コネクタ１４とが接続
されるようにした。図６や図７に示す照明器具２００でもこの点は同様である。
【００４５】
　しかし、第３実施形態の照明器具３００では、本体ユニット１０Ｂ側の信号線１１と電
源線１４とが、一つのコネクタ１８に接続されている。一方で、カバー部材２０Ｇ側の信
号線２９と電源線２５とが、一つのコネクタ３０に接続されている。従って、コネクタ１
８とコネクタ３０とを接続することで、信号線同士の電気的接続と、電源線同士の電気的
接続を図ることができる。
【００４６】
　図９は、図８の状態において、本体ユニット１０Ｂ側の信号線１１及び電源線１２と、
カバー部材２０Ｇ側の信号線２９及び電源線２５との接続をそれぞれ解除した状態を示す
図である。例えば照明器具３００のメンテナンス後、図９の状態にあるとき、カバー部材
２０Ｇを本体ユニット１０Ｂに取り付ける際、特に容易に信号線や電源線の電気的接続を
図ることができる。具体的には、コネクタ１８とコネクタ３０とを接続することで、これ
らの電気的接続をまとめて行うことができる。また、この接続は、前記の照明器具１００
や照明器具２００と同様に、本体カバー２０Ｇの近傍で行うことができるため、照明器具
３００のメンテナンス等が容易になる。
【００４７】
　また、信号端子台２２がカバー部材２０Ｇに固定されているため、前記の照明器具２０
０と同様に、信号線２９を信号端子台２２に接続するときの作業性が向上する。さらには
、前記の照明器具１００，２００と同様に、照明器具３００でも信号端子台２２が本体ユ
ニット１０Ｂから独立しており、これにより、本体ユニット１０Ｂの汎用性を高めること
ができる。また、前記の照明器具１００，２００とは異なりコネクタが一つで足りるため
、コネクタ数を減らすことができ、照明器具３００の製造原価を削減することができる。
【００４８】
［４．変形例］
　以上、３つの実施形態を挙げて本実施形態を説明したが、本実施形態は前記の内容に何
ら制限されるものではない。従って、本発明は、前記した各実施形態を適宜組み合わせた
り変形したりして、実施することができる。
【００４９】
　例えば、第１実施形態においてカバー部材２０の変形例を説明したが、カバー部材２０
の変形例は、第２実施形態の照明器具２００や第３実施形態の照明器具３００に対しても
同様に適用可能である。
【００５０】
　また、例えば、カバー部材２０に形成される凹みの形状は図５に例示したものに何ら限
定されず、どのようなものであってもよい。即ち、例えば、カバー部材２０の側面を上方
に向かって窄まるテーパ形状とし、当該側面の途中に凹み２１が形成されるようにしても
よい。また、カバー部材２０の側面（凹み上端部２０ａと凹み下端部２０ｂとの間に形成
される面）は必ずしも必要はない。この場合には、カバー部材２０の表面に凹み２１が形
成されることになる。
【００５１】
　さらに、例えば、図１等に示すカバー部材２０では、長手方向全域に亘って凹み２１が
形成されているが（図１では凹み２１を図示せず）、凹み２１は、必ずしも全域に亘って
形成されている必要は無く、カバー部材２０の長手方向の一部に形成されていてもよい。
また、カバー部材２０では、前記光軸に垂直な方向の断面視で、左右にそれぞれ一つずつ
凹み２１が形成されているが、どちらか一方のみに凹み２１が形成されるようにしてもよ
い。また、形成される凹み３の数はいくつでもよい。
【００５２】
　また、図示の例では、矩形の光源ユニット２７を用いて、本体ユニット１０及びカバー
部材２０の下方向から投影したときに矩形状となる形状のものを用いたが、例えば、円盤
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状の照明器具とし、円盤状の本体ユニット１０及びカバー部材２０を用いてもよい。
【符号の説明】
【００５３】
１０，１０Ａ，１０Ｂ　本体ユニット
２０，２０Ａ，２０Ｂ，２０Ｃ，２０Ｄ，２０Ｅ，２０Ｆ，２０Ｇ　カバー部材
２０ａ　凹み上端部
２０ｂ　凹み下端部
２１，２１Ａ，２１Ｂ，２１Ｃ，２１Ｄ，２１Ｅ　凹み
２６　点灯装置（発光装置）
２７　光源ユニット（発光装置）
１５０　天井（支持体）

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図７】

【図８】

【図９】



(11) JP 6198764 B2 2017.9.20

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  石橋　厚
            東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者  山下　太一郎
            東京都千代田区丸の内一丁目６番６号　株式会社日立製作所内
(72)発明者  田中　博文
            東京都港区海岸一丁目１６番１号　日立アプライアンス株式会社内
(72)発明者  仁藤　興次
            東京都港区海岸一丁目１６番１号　日立アプライアンス株式会社内
(72)発明者  中澤　育男
            東京都港区海岸一丁目１６番１号　日立アプライアンス株式会社内

    審査官  下原　浩嗣

(56)参考文献  米国特許出願公開第２００６／００２３４５０（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１１－１９２４７５（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２０１２／０１５５０７３（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１４－２２９６００（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１３－０６２１０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２１Ｓ　　　８／０４　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　１７／００　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　１７／１０　　　　
              Ｆ２１Ｙ　１１５／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

