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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を出射する光源と、
　光を透過させる光源カバーと、
　光を反射する反射部材と、
　前記光源と前記光源カバーと前記反射部材とを保持する枠体と
を備え、
　前記光源カバーは、前記反射部材によって規定される領域内に少なくとも一部が配置さ
れ、
　前記光源と前記光源カバーとは前記枠体に固定され、
　前記反射部材は、前記枠体から着脱自在であり、
　前記光源カバーは主面と側面とを有し、
　前記光源カバーは前記側面に突起部を有し、
　前記反射部材は前記突起部が通過可能な切欠きを有し、
　前記主面の法線方向から見て前記突起部と前記切欠きとは重ならない、照明器具。
【請求項２】
　前記反射部材は開口部を有し、
　前記主面の外径は前記開口部の内径よりも小さい、請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記光源カバーはレンズ機能を有する形状を有する、請求項１または請求項２に記載の
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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。
【背景技術】
【０００２】
　照明器具は、配光または照射効率の向上のために、光源からの光を反射させる反射部材
を備えることがある（例えば、特許文献１）。特許文献１に記載された照明器具は、反射
板を取付バネから取り外すことによって、反射板を交換することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１５－１９１７６２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に記載された照明器具では、反射板の外側にレンズが位置す
るため、光源からの光の一部が反射板の外側に漏れ、光源からの光の照射効率が低下する
可能性があった。
【０００５】
　本発明は上記課題に鑑みてなされたものであり、その目的は光源からの光の照射効率を
向上させつつ、反射部材のみを容易に交換することができ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】
【０００６】
　本願に開示する照明器具は、光源と、光源カバーと、反射部材と、枠体とを備える。前
記光源は、光を出射する。前記光源カバーは、光を透過させる。前記反射部材は、光を反
射する。前記枠体は、前記光源と前記光源カバーと前記反射部材とを保持する。前記光源
カバーは、前記反射部材によって規定される領域内に少なくとも一部が配置される。前記
光源と前記光源カバーとは前記枠体に固定される。前記反射部材は、前記枠体から着脱自
在である。
【０００７】
　本願に開示する照明器具において、前記光源カバーは主面と側面とを有することが好ま
しい。前記光源カバーは前記側面に突起部を有することが好ましい。前記反射部材は前記
突起部が通過可能な切欠きを有することが好ましい。前記主面の法線方向から見て前記突
起部と前記切欠きとは重ならないことが好ましい。
【０００８】
　本願に開示する照明器具において、前記反射部材は開口部を有することが好ましい。前
記主面の外径は前記開口部の内径よりも小さいことが好ましい。
【０００９】
　本願に開示する照明器具において、前記光源カバーはレンズ機能を有する形状を有する
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、光源からの光の照射効率を向上させつつ、反射部材のみを容易に交換
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施形態に係る照明器具を示す側面図である。
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【図２】本発明の実施形態に係る照明器具を示す正面図である。
【図３】照明器具の灯具本体の光源カバー近傍を示す断面図である。
【図４】本発明の実施形態に係る灯具本体を示す分解斜視図である。
【図５】光源カバーを示す斜視図である。
【図６】反射部材を示す斜視図である。
【図７】（ａ）は、本発明の実施形態に係る灯具本体を示す斜視図である。（ｂ）は、本
発明の実施形態に係る灯具本体を示す分解斜視図である。
【図８】本発明の実施形態に係る灯具本体を示す分解断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施形態について、図面を参照しながら説明する。なお、図中、同一ま
たは相当部分については同一の参照符号を付して説明を繰り返さない。
【００１３】
　図１～図３を参照して、本発明の実施形態に係る照明器具１について説明する。図１は
、本発明の実施形態に係る照明器具１を示す側面図である。図２は、本発明の実施形態に
係る照明器具１を示す正面図である。図３は、照明器具１の灯具本体３の光源カバー２５
近傍を示す断面図である。図３において、外径ｄ１は、主面２５１の外径を示す。内径ｄ
２は、開口部３１の内径を示す。外径ｄ３は、底面部２５５の外径を示す。内径ｄ４は、
支持部材６０の内径を示す。外径ｄ５は、反射部材２３の外径を示す。外径ｄ６は、支持
部材６０の外径を示す。
【００１４】
　図１～図３に示すように、照明器具１は、プラグ式のスポットライトである。照明器具
１は、灯具本体３と、アーム５と、プラグユニット７と、コード９とを備える。アーム５
は灯具本体３を保持する。アーム５は、プラグユニット７に連結される。アーム５は、軸
線Ａ１の周りを回転可能である。したがって、灯具本体３は、軸線Ａ１の周りに回転可能
である。
【００１５】
　プラグユニット７は、灯具本体３に内部電源電圧を供給する電源部８を含む。電源部８
に接続されるコード９は、プラグユニット７から引き出され、灯具本体３に接続される。
コード９は、電源部８が生成した内部電源電圧を灯具本体３に供給する。プラグユニット
７は、配線ダクト１１に装着される。そして、電源部８には、配線ダクト１１から外部電
源電圧が供給される。電源部８は、外部電源電圧に基づいて内部電源電圧を生成する。配
線ダクト１１は、長尺状であり、天井のような天壁１３に固定される。
【００１６】
　灯具本体３は、軸線Ａ２の周りに回転可能である。灯具本体３が回転されて、灯具本体
３の姿勢が定められると、アーム５は、灯具本体３の姿勢が一定に維持されるように、灯
具本体３を保持する。灯具本体３は、光源２１と、反射部材２３と、光源カバー２５と、
枠体としてのヒートシンク２７と、外装部材２９とを含む。
【００１７】
　光源２１は、光を出射する。光源２１は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄ
ｉｏｄｅ）群２１ａと、基板２１ｂとを含む。ＬＥＤ群２１ａは複数のＬＥＤを含む。Ｌ
ＥＤ群２１ａは、略円形状または略多角形状の領域を形成する。ＬＥＤ群２１ａは、略円
形状または略多角形状の基板２１ｂの実装面に実装される。ＬＥＤ群２１ａは、ＣＯＢ（
Ｃｈｉｐ　ｏｎ　Ｂｏａｒｄ）タイプである。ＣＯＢタイプは、複数のＬＥＤを蛍光体で
封止することによりＬＥＤ群２１ａを形成するタイプである。なお、ＬＥＤ群２１ａは、
ＳＭＤ（Ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）タイプであってもよい。ＳＭＤタ
イプは、ＬＥＤと蛍光体とを１ユニット化してＬＥＤチップを形成し、複数のＬＥＤチッ
プを基板２１ｂの実装面に載置して基板２１ｂの導電パターンに電気的に接続することに
よりＬＥＤ群２１ａを形成するタイプである。また、ＬＥＤ群２１ａに代えて、１つのＬ
ＥＤを基板２１ｂに実装してもよい。
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【００１８】
　反射部材２３は、本体部２３ａと、鍔部２３ｂとを有する。本体部２３ａは、基端２３
２から先端２３４に向けて延びる。鍔部２３ｂは、本体部２３ａに接続し、径方向外側に
延びている。鍔部２３ｂは、先端２３４側に設けられる。鍔部２３ｂは、例えば、断面視
において略Ｌ字状の形状を有する。反射部材２３の基端２３２が光源２１の近傍に配置さ
れる。反射部材２３は、光源２１が出射した光を反射する。反射部材２３は、中空の略円
錐台状であり、小径の開口部３１と大径の開口部３３とを有する。開口部３１および開口
部３３の各々は略円形状である。開口部３１の近傍には、開口部３１から露出するように
、光源２１が配置されている。少なくとも反射部材２３の内面は、光源２１が出射した光
を効率良く反射するために、白色塗装、銀色塗装、または光沢のある金属メッキなどの反
射加工が施されていることが好ましい。反射部材２３の素材が白色または銀色のような光
反射率の高い色彩を有していてもよい。例えば、反射部材２３は反射鏡である。
【００１９】
　光源カバー２５は、略有底円筒状である。光源カバー２５は、反射部材２３によって規
定される領域Ｒ内に少なくとも一部が配置される。領域Ｒは、例えば、反射部材２３の基
端２３２から先端２３４にかけて反射部材２３によって囲まれる領域である。本実施形態
では、光源カバー２５は、反射部材２３の基端２３２から先端２３４に向けて突出してい
る。したがって、光源カバー２５は、反射部材２３によって覆われる。その結果、光源カ
バー２５の横方向に出射される光を前方に反射させ、照射効率を向上させることができる
。ここでは、横方向は、光源２１の光軸中心線ＬＡに直交する方向を示す。前方は、光軸
中心線ＬＡに沿って、基端２３２から先端２３４に向かう方向を示す。光源カバー２５は
、光源２１に対向する。そして、光源カバー２５は、光源２１が出射した光と反射部材２
３が反射した光とを透過させ、光照射領域に向けて光を出射する。光源２１の光軸中心線
ＬＡは光源カバー２５と交差する。光軸中心線ＬＡは、ＬＥＤ群２１ａの光出射面に直交
し、ＬＥＤ群２１ａの中心を通る。光源カバー２５は、レンズ機能を有する形状を有して
いてもよい。レンズ機能とは、光を屈折させて、光を発散または収束させる機能のことで
ある。
【００２０】
　ヒートシンク２７は、光源２１と、光源カバー２５と、反射部材２３とを保持する。ヒ
ートシンク２７は、光源２１の発する熱を放散する。具体的には、光源２１の基板２１ｂ
の実装面の裏面がヒートシンク２７の吸熱面に接している。したがって、光源２１が発し
た熱は、ヒートシンク２７に伝達され、ヒートシンク２７によって放散される。その結果
、光源２１の異常な温度上昇を抑制できる。ヒートシンク２７は、伝熱性の高い材料で形
成されており、例えば金属で形成されていることが好ましい。金属の中でも、成形加工の
容易性や照明器具１の軽量化を考慮し、例えばアルミニウムまたはアルミニウム合金で形
成されていることが好ましい。
【００２１】
　外装部材２９は、略円筒状であり、大径の開口部３５と、切欠部３７と、小径の開口部
３９とを有する。開口部３５および開口部３９の各々は略円形状である。外装部材２９は
、反射部材２３と、ヒートシンク２７の一部とを覆う。光源カバー２５は、開口部３５を
介して露出している。ヒートシンク２７は、切欠部３７および開口部３９から露出してい
る。したがって、ヒートシンク２７の放熱効果を向上できる。アーム５は、ヒートシンク
２７のうち切欠部３７から露出している部分を保持している。
【００２２】
　図３～図８を参照して、灯具本体３についてさらに説明する。図４は、本発明の実施形
態に係る灯具本体３を示す分解斜視図である。図５は、光源カバー２５を示す斜視図であ
る。図６は、反射部材２３を示す斜視図である。図７（ａ）は、本発明の実施形態に係る
灯具本体３を示す斜視図である。図７（ｂ）は、本発明の実施形態に係る灯具本体３を示
す分解斜視図である。図８は、本発明の実施形態に係る灯具本体３を示す分解断面図であ
る。なお、図７（ｂ）は、灯具本体３から反射部材２３を取り外した状態の灯具本体３を
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示す。
【００２３】
　図３および図４に示すように、灯具本体３は、光源２１と、反射部材２３と、光源カバ
ー２５と、ヒートシンク２７と、外装部材２９とに加え、さらに、放熱シート４０と、光
源保持部材５０と、支持部材６０とを備える。
【００２４】
　図４に示すように、ヒートシンク２７は、複数の放熱フィン２７１と、本体部２７６と
を有する。複数の放熱フィン２７１は、略板状であり、本体部２７６から起立する。放熱
フィン２７１は、熱を放散する。具体的には、放熱フィン２７１は、光源２１が発した熱
を放散する。本体部２７６は、吸熱面２７２を有する。吸熱面２７２には、複数のネジ孔
２７４が形成されている。本実施形態では、吸熱面２７２には、３つのネジ孔２７４が形
成されている。本体部２７６には、係合溝２７８が形成されている。また、本体部２７６
は、段差部２７９を有する。
【００２５】
　放熱シート４０は、放熱性を有する。放熱シート４０は、例えば、略円形状である。放
熱シート４０は、本体部４２を有する。本体部４２には、３つの貫通孔４４が形成される
。
【００２６】
　光源保持部材５０は、光源２１を保持する。光源保持部材５０は、例えば、ソケットで
ある。光源保持部材５０は、主に絶縁体により形成される。光源保持部材５０は、本体部
５２を有する。本体部５２には、３つの貫通孔５４が形成される。光源保持部材５０の貫
通孔５４と、放熱シート４０の貫通孔４４とにはネジが通される。そして、ネジが、ヒー
トシンク２７のネジ孔２７４に螺合される。その結果、光源保持部材５０と、放熱シート
４０とがヒートシンク２７に固定される。また、光源２１は、光源保持部材５０を介して
ヒートシンク２７に固定される。本体部５２には、さらに、２つの係合孔５６が形成され
ている。
【００２７】
　図５に示すように、光源カバー２５は、主面２５１と、側面２５２と、底面部２５５と
、爪部２５６とを有する。図３に示すように、主面２５１の外径ｄ１は、開口部３１の内
径ｄ２よりも小さい。光源カバー２５は、側面２５２に突起部２５４を有する。突起部２
５４の先端は、開口部３１よりも径方向外側に位置する。突起部２５４は、例えば、主面
２５１よりも底面部２５５に近い位置に配置される。突起部２５４は、反射部材２３の切
欠き２３６（図６参照）よりも小さい。具体的には、突起部２５４の幅ｄ７は、切欠き２
３６の幅ｄ８よりも小さい。したがって、突起部２５４は、切欠き２３６を通過可能であ
る。なお、図６と図７とでは、縮尺が異なるため図面上では幅ｄ７が幅ｄ８よりも大きく
見えている。
【００２８】
　突起部２５４は、例えば、断面視において略台形状の形状を有する。突起部２５４は、
接続面２５４ａと、対向面２５４ｂと、平坦面２５４ｃと、傾斜面２５４ｄと、２つの側
面２５４ｅとを有する。接続面２５４ａは、光源カバー２５の側面２５２と接続する。対
向面２５４ｂは、接続面２５４ａに対向する。平坦面２５４ｃは、光源カバー２５の底面
部２５５と平行である。傾斜面２５４ｄは、接続面２５４ａから対向面２５４ｂに向けて
傾斜している。２つの側面２５４ｅのそれぞれは、接続面２５４ａと、対向面２５４ｂと
、平坦面２５４ｃと、傾斜面２５４ｄとに接続する。なお、平坦面２５４ｃは、少なくと
も反射部材２３の基端２３２が引っ掛かればよいため、光源カバー２５の底面部２５５と
平行であることに限らず鋭角であってもよい。
【００２９】
　底面部２５５は、例えば、略円環状である。底面部２５５は、側面２５２から径方向外
側に向かって延びている。底面部２５５の外径ｄ３は、開口部３１の内径ｄ２よりも大き
い（図３参照）。したがって、反射部材２３が取り付けられた状態で、底面部２５５は反
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射部材２３の基端２３２の一部と当接または微小隙間を挟んで対向する。光源カバー２５
は、底面部２５５から起立する２つの爪部２５６を有する。２つの爪部２５６は、対向す
る位置に設けられる。爪部２５６は、例えば、断面視において略Ｌ字状の形状を有する。
光源保持部材５０の係合孔５６には、光源カバー２５の爪部２５６が係合される。その結
果、光源カバー２５が光源保持部材５０に固定される。したがって、光源カバー２５は、
光源保持部材５０を介してヒートシンク２７に固定される。本明細書において、光源２１
と光源カバー２５とがヒートシンク２７に固定されるとは、本実施形態のように光源カバ
ー２５が光源保持部材５０に固定されている構造も含む。
【００３０】
　底面部２５５には、複数の凹部２５８が形成されている。複数の凹部２５８は、例えば
、光源保持部材５０と、放熱シート４０とをヒートシンク２７に固定するためのネジの一
部が通過可能である。したがって、光源保持部材５０と、放熱シート４０とをヒートシン
ク２７から取り外すためにネジをゆるめる際に、底面部２５５が妨げにならない。その結
果、光源カバー２５をつけた状態で、光源保持部材５０と、放熱シート４０とをヒートシ
ンク２７から取り外すことができる。
【００３１】
　図３に示すように、反射部材２３の外径ｄ５は、ヒートシンク２７の内径よりも小さい
。図４および図５に示すように、反射部材２３は、切欠き２３６を有する。切欠き２３６
は、例えば、矩形状である。切欠き２３６は、突起部２５４が通過可能な大きさである。
切欠き２３６は、例えば、矩形状である。
【００３２】
　図３に示すように、支持部材６０の外径ｄ６は、係合溝２７８の最大内径よりも小さく
、最小内径よりも大きい。したがって、支持部材６０は、ヒートシンク２７の係合溝２７
８に係合する。また、反射部材２３の外径ｄ５は、支持部材６０の内径ｄ４よりも大きく
、支持部材６０の外径ｄ６よりも小さい。したがって、支持部材６０の少なくとも一部は
、反射部材２３に当接し、支持部材６０は、反射部材２３を支持する。その結果、鍔部２
３ｂが、支持部材６０と段差部２７９とに挟まれ、反射部材２３の光軸中心線ＬＡ方向へ
の変位が規制される。支持部材６０は、弾性体であることが好ましい。支持部材６０は、
例えば、バネである。図４に示すように、支持部材６０は、例えば、円弧状である。支持
部材６０は、円弧部６２と、直線部６４とを有する。円弧部６２は、例えば、円弧状であ
る。直線部６４は、例えば、直線状である。円弧部６２と直線部６４とは接続している。
直線部６４は、円弧部６２よりも径方向内側に向かって延びている。支持部材６０をヒー
トシンク２７の係合溝２７８に係合させているとき、円弧部６２が係合溝２７８に係合し
、直線部６４の少なくとも一部が係合溝２７８から突出している。
【００３３】
　反射部材２３のヒートシンク２７への取り付け方法について説明する。まず、図７（ｂ
）および図８に示した状態から、反射部材２３の切欠き２３６を光源カバー２５の突起部
２５４に通過させる。そして、光源カバー２５の主面２５１の法線方向Ｄ１から見て突起
部２５４と切欠き２３６が重ならない位置まで、反射部材２３を光軸中心線ＬＡを中心と
して右回りまたは左回りに回転させる。続いて、支持部材６０をヒートシンク２７の係合
溝２７８に係合させる。その結果、図７（ａ）および図３に示すように、支持部材６０が
反射部材２３を支持し、反射部材２３がヒートシンク２７へ取り付けられる。
【００３４】
　続いて、反射部材２３のヒートシンク２７からの取り外し方法について説明する。まず
、図７（ａ）および図３に示した状態から、支持部材６０を係合溝２７８（図３参照）か
ら取り外す。支持部材６０は、径方向内側に延びている直線部６４（図４参照）を有して
いるため、直線部６４を径方向内側に引っ張ることによって、円弧部６２が弾性変形して
縮径し、容易に支持部材６０を係合溝２７８から取り外すことができる。ここで、光源カ
バー２５の主面２５１の法線方向Ｄ１から見て突起部２５４と切欠き２３６が重なってい
ない。また、突起部２５４の先端は、開口部３１よりも径方向外側に位置する。したがっ
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て、支持部材６０を係合溝２７８から取り外す際に、反射部材２３が突起部２５４に引っ
掛かる。したがって、支持部材６０を取り外したときに反射部材２３が自重で落下するこ
とを防げる。その結果、支持部材６０を外しながら反射部材２３を作業者が押さえること
が不要となり、反射部材２３の交換作業を容易にできる。
【００３５】
　続いて、光源カバー２５の主面２５１の法線方向Ｄ１から見て突起部２５４と切欠き２
３６が重なる位置まで、反射部材２３を光軸中心線ＬＡを中心として右回りまたは左回り
に回転させる。そして、反射部材２３の切欠き２３６を光源カバー２５の突起部２５４に
通過させる。その結果、図７（ｂ）に示すように、反射部材２３がヒートシンク２７から
取り外される。
【００３６】
　このように、照明器具１では、ヒートシンク２７から反射部材２３を着脱自在である。
したがって、照明器具１では、工具を使用することなく、容易に反射部材２３を交換する
ことができる。その結果、例えば、既に装着されている反射部材２３を配光角度が異なる
他の反射部材２３に交換することで、照明器具１の配光角度を容易に変更することができ
る。あるいは、黒い反射部材２３のような反射率が低い反射部材２３に交換することで、
グレアを低減することができる。着脱自在とは、例えば、工具を使用することなく容易に
取り外しができることを示す。具体的には、本実施形態のように、反射部材２３の光軸中
心線ＬＡ方向への変位を支持部材６０で規制する構造を含む。
【００３７】
　また、照明器具１では、光源カバー２５の主面２５１の外径ｄ１は、反射部材２３の開
口部３１の内径ｄ２よりも小さい。したがって、照明器具１では、光源カバー２５を取り
外さずに反射部材２３のみを交換することができる。その結果、光源カバー２５が光源２
１を覆った状態で反射部材２３を交換することができる。したがって、光源２１が露出し
ないため、光源２１に異物が付着することを抑制することができる。
【００３８】
　以上、図１～図８を参照して説明したように、照明器具１において、光源カバー２５は
、反射部材２３によって規定される領域Ｒ内に反射部材２３の基端２３２から先端２３４
に向けて突出して配置される。したがって、光源カバー２５の横方向に出射される光を反
射部材２３によって前方に反射することができる。また、反射部材２３は、枠体（ヒート
シンク２７）から着脱自在である。したがって、照射効率を向上させつつ、反射部材２３
のみを容易に交換することができる。
【００３９】
　また、照明器具１において、反射部材２３を支持する支持部材６０を備える。したがっ
て、工具を使用することなく、容易に反射部材２３を交換することができる。
【００４０】
　また、照明器具１において、光源カバー２５の主面２５１の法線方向Ｄ１から見て突起
部２５４と切欠き２３６が重なっていない。したがって、支持部材６０を係合溝２７８か
ら取り外す際に、反射部材２３が自重で下がってきたとしても反射部材２３が突起部２５
４に引っ掛かる。したがって、支持部材６０を取り外したときに反射部材２３が自重で落
下することを防げる。その結果、支持部材６０を外しながら反射部材２３を作業者が押さ
えることが不要となり、反射部材２３の交換作業を容易にできる。
【００４１】
　以上、図面（図１～図８）を参照しながら本発明の実施形態を説明した。但し、本発明
は、上記の実施形態に限られるものではなく、その要旨を逸脱しない範囲で種々の態様に
おいて実施することが可能である（例えば、下記に示す（１）～（９））。図面は、理解
しやすくするために、それぞれの構成要素を主体に模式的に示しており、図示された各構
成要素の厚み、長さ、個数等は、図面作成の都合上から実際とは異なる。また、上記の実
施形態で示す各構成要素の材質や形状、寸法等は一例であって、特に限定されるものでは
なく、本発明の効果から実質的に逸脱しない範囲で種々の変更が可能である。
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【００４２】
　（１）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１では、支持部材６０は、円弧
状であったが、本発明はこれに限定されない。例えば、支持部材６０は、円環状であって
もよい。
【００４３】
　（２）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１では、突起部２５４と、切欠
き２３６とはそれぞれ１つずつ設けられていたが、本発明はこれに限定されない。例えば
、突起部２５４と、切欠き２３６とはそれぞれ複数設けられてもよい。
【００４４】
　（３）照明器具１は、スポットライトであったが、本発明は任意の照明器具であっても
よい。例えば、照明器具１は、ダウンライトである。
【００４５】
　（４）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１では、光源カバー２５の主面
２５１は、反射部材２３によって規定される領域Ｒ内に配置されていたが、光源カバー２
５の少なくとも一部が領域Ｒ内に配置されている限り、主面２５１が領域Ｒの外側に配置
されてもよい。例えば、主面２５１が開口部３３を通過して外側へ突出するように光源カ
バー２５が配置されてもよい。
【００４６】
　（５）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１では、光源カバー２５の一部
は、領域Ｒの外側に配置されていたが、本発明はこれに限定されない。例えば、光源カバ
ー２５の全体が領域Ｒ内に配置されていてもよい。
【００４７】
　（６）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１では、光源２１と、光源保持
部材５０とは領域Ｒの外側に配置されていたが、本発明はこれに限定されない。例えば、
光源カバー２５に加え、光源２１と、光源保持部材５０とも領域Ｒ内に配置されてもよい
。この場合、光源２１および光源保持部材５０の外径は、反射部材２３の開口部３１の内
径よりも小さい。
【００４８】
　（７）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１では、突起部２５４は、断面
視において略台形状の形状を有していたが、本発明はこれに限定されない。例えば、突起
部２５４は、断面視において矩形状または三角形状であってもよい。
【００４９】
　（８）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１は、光源保持部材５０を備え
ていたが、本発明はこれに限定されない。例えば、照明器具１は、光源保持部材５０を備
えずに、光源２１を直接ヒートシンク２７にネジで固定してもよい。この場合、例えば、
爪係合のような固定手段によって光源カバー２５はヒートシンク２７に固定される。
【００５０】
　（９）図１～図８を参照して説明したように、照明器具１は、支持部材６０を備えてい
たが、本発明はこれに限定されない。例えば、照明器具１は、支持部材６０を備えずに、
光源カバー２５の突起部２５４を複数設け、複数の突起部２５４が反射部材２３を支持し
、突起部２５４と反射部材２３の基端側の開口部３１の外周縁部との係合のみで反射部材
２３を光源カバー２５に保持させてもよい。この場合、光源カバー２５の基端側から突起
部２５４までの距離と、反射部材２３の基端部の厚さとを近い寸法にすることが好ましい
。あるいは、光源カバー２５の基端側から突起部２５４までの距離を、各突起部２５４で
異ならせてもよい。例えば、光源カバー２５が第１突起部と、第２突起部とを有してもよ
い。第２突起部は、第１突起部よりも光源カバー２５の基端までの距離が短い。また、第
１突起部と第２突起部とは、例えば、光源カバー２５の径方向において対向する位置に設
けられる。この場合、反射部材２３を光源カバー２５に取り付ける際、まず、反射部材２
３の切欠き２３６を第１突起部に通過させる。そして、切欠き２３６が第２突起部の位置
に来るように、反射部材２３を光軸中心線ＬＡを中心として右回りまたは左回りに回転さ
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起部と第２突起部と重ならない位置（例えば、第１突起部と第２突起部との中間の位置）
まで、反射部材２３を光軸中心線ＬＡを中心として右回りまたは左回りに回転させる。こ
のようにして、反射部材２３は光源カバー２５に取り付けられる。一方、反射部材２３を
光源カバー２５から取り外す際は、まず、切欠き２３６を第２突起部に通過させた後、切
欠き２３６を第１突起部に通過させることによって、反射部材２３は光源カバー２５から
取り外される。
【符号の説明】
【００５１】
１　　　照明器具
２１　　光源
２３　　反射部材
２５　　光源カバー
２７　　ヒートシンク（枠体）
５０　　光源保持部材
６０　　支持部材
２３２　基端
２３４　先端
２３６　切欠き
２５１　主面
２５２　側面
２５４　突起部
２７８　係合溝
Ｒ　　　領域
【要約】
【課題】光源からの光の照射効率を向上させつつ、反射部材のみを容易に交換することが
できる照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具１は、光源２１と、光源カバー２５と、反射部材２３と、枠体２７
とを備える。光源２１は、光を出射する。光源カバー２５は、光を透過させる。反射部材
２３は、光を反射する。枠体２７は、光源２１と光源カバー２５と反射部材２３とを保持
する。光源カバー２５は、反射部材２３によって規定される領域Ｒ内に少なくとも一部が
配置される。光源２１と光源カバー２５とは枠体２７に固定される。反射部材２３は、枠
体２７から着脱自在である。
【選択図】図３
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【図７】 【図８】
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