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(57)【要約】
【課題】放熱効率を向上させることができる照明装置を
提供すること。
【解決手段】照明装置１は、光源２と、光源２を保持し
ている光源保持体３と、光源保持体３が装着されている
と共に当該光源保持体３に対して前方にフォーカスレン
ズ４が装着された筒状の筐体５とを具備しており、光源
保持体３は、前方で開口している凹部１１において光源
２を保持する光源ホルダ１２と、光源ホルダ１２の凹部
１１の後方及び側方を囲むように光源ホルダ１２に装着
された複数の放熱板１３とを具備している。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、この光源を保持している光源保持体と、光源保持体が装着されていると共に当
該光源保持体に対して前方にフォーカスレンズが装着された筒状の筐体とを具備しており
、光源保持体は、前方で開口している凹部において光源を保持する光源ホルダと、光源ホ
ルダの凹部の後方及び側方を囲むように光源ホルダに装着された複数の放熱板とを具備し
ている照明装置。
【請求項２】
　複数の放熱板は、筐体の内部と光源保持体の後方外側とを連通させる通路を形成するよ
うに前後方向に伸びて光源保持体に装着されている請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　筐体に装着されていると共にフォーカスレンズに対する光源保持体の前後方向における
相対位置を調節する調節機構を具備している１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前後方向においてフォーカスレンズと光源との間に介在されると共に光源からの光の一
部を吸収又は透過するフィルタを具備している請求項１から３のいずれか一項に記載の照
明装置。
【請求項５】
　光源は発光ダイオードを有している請求項１から４のいずれか一項に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、テレビスタジオ、写真スタジオ、舞台等で使用するスポットライト、カッタ
ーライトとして用いられる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば、特許文献１には、前壁にフォーカスレンズが設けられていると共に後方が開放
されている前部筐体と、この前部筐体に対して後方に配されており、後壁にフォーカスレ
ンズを介して投光されるべき光を発光する光源及びこの光源からの熱を放熱する複数の放
熱板が設けられていると共に前方が開放されている後部筐体と、前部筐体及び後部筐体間
に配されていると共に当該前部筐体の後方の部位及び当該後部筐体の前方の部位を取り囲
んでいる中部筐体と、前部筐体を中部筐体に対して相対的に前後方向に移動自在に連結す
る前部連結機構と、後部筐体を中部筐体に対して相対的に前後方向に移動自在に連結する
後部連結機構とを具備しており、前部筐体の前後方向に伸びた周壁は、中部筐体の内部に
おいて後部筐体と重ね合わされて配置可能となるように、後部筐体の前後方向に伸びた周
壁に対して外周側又は内周側に配されている照明装置が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－０６１８７８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、特許文献１に記載の照明装置では、後部筐体の後壁の後方側の面に装着され
ている複数の放熱板によって光源からの熱を放散することができるが、光源からの放熱効
率は更に向上されると望ましい。
【０００５】
　本発明は、前記諸点に鑑みてなされたものであって、その目的とするところは、放熱効
率を向上させることができる照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００６】
　本発明の照明装置は、光源と、この光源を保持している光源保持体と、光源保持体が装
着されていると共に当該光源保持体に対して前方にフォーカスレンズが装着された筒状の
筐体とを具備しており、光源保持体は、前方で開口している凹部において光源を保持する
光源ホルダと、光源ホルダの凹部の後方及び側方を囲むように光源ホルダに装着された複
数の放熱板とを具備している。
【０００７】
　本発明の照明装置によれば、光源と、この光源を保持している光源保持体と、光源保持
体が装着されていると共に当該光源保持体に対して前方にフォーカスレンズが装着された
筒状の筐体とを具備しており、光源保持体は、前方で開口している凹部において光源を保
持する光源ホルダと、光源ホルダの凹部の後方及び側方を囲むように光源ホルダに装着さ
れた複数の放熱板とを具備しているために、光源の周囲を囲むように配された複数の放熱
板により光源からの熱を効果的に放熱することができ、而して、放熱効率を向上させ得る
。
【０００８】
　本発明の照明装置では、複数の放熱板は、筐体の内部と光源保持体の後方外側とを連通
させる通路を形成するように前後方向に伸びて光源保持体に装着されていてもよく、斯か
る照明装置によれば、通路において筐体の内部から光源保持体の後方外側に向かう空気流
を生じさせ得て放熱効率の更なる向上を図り得る。
【０００９】
　本発明の照明装置では、筐体に装着されていると共にフォーカスレンズに対する光源保
持体の前後方向における相対位置を調節する調節機構を具備していてもよく、斯かる照明
装置によれば、調節機構によりフォーカスレンズに対する光源保持体の前後方向における
相対位置を調節することで、照明装置からの照射光の焦点を適宜調節することができる。
【００１０】
　本発明の照明装置では、前後方向においてフォーカスレンズと光源との間に介在される
と共に光源からの光の一部を吸収又は透過するフィルタを具備していてもよく、斯かる照
明装置によれば、フィルタの交換により照射光の色彩やパターンを変化させることができ
、様々な照明演出を行い得る。
【００１１】
　本発明の照明装置では、光源は発光ダイオードを有していてもよい。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、放熱効率を向上させることができる照明装置を提供し得る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、本発明の実施の形態の例の斜視説明図である。
【図２】図２は、図１に示す例の側面視断面説明図である。
【図３】図３は、図１に示す例の側面視断面説明図である。
【図４】図４は、図１に示す例の平面視断面説明図である。
【図５】図５は、図１に示す例の平面視断面説明図である。
【図６】図６は、図１に示す例の前面視断面説明図である。
【図７】図７は、図１に示す例に装着可能なバンドア装置に関する説明図である。
【図８】図８は、本発明の実施の形態の他の例の側面説明図である。
【図９】図９は、図８に示す他の例の一部説明図である。
【図１０】図１０は、図８に示す他の例の一部説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　次に本発明の実施の形態を、図に示す好ましい例に基づいて更に詳細に説明する。なお
、本発明はこれら例に何等限定されないのである。
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【００１５】
　図１から図６において、本例のスポットライトとしての照明装置１は、光源２と、光源
２を保持している光源保持体３と、光源保持体３が装着されていると共に当該光源保持体
３に対して前方にフレネルレンズ等からなるフォーカスレンズ４が装着された筒状の筐体
５と、筐体５に装着されていると共に、フォーカスレンズ４に対する光源保持体３の前後
方向Ｘにおける相対位置を調節する調節機構６とを具備している。
【００１６】
　光源２は、発光ダイオード及び非球面レンズを有しており、発光ダイオードで発光され
た光を非球面レンズを介して前方に照射するように構成されている。斯かる光源２は、例
えば白熱電球１ｋＷの照明と同等の照明を６０Ｗ程度で行い得る。
【００１７】
　光源保持体３は、前方で開口している凹部１１において光源２を保持する光源ホルダ１
２と、光源ホルダ１２の凹部１１の後方及び側方を囲むように光源ホルダ１２に装着され
た複数の放熱板１３とを具備している。
【００１８】
　光源ホルダ１２は、例えば図３に示すように、側面からみて前方に向かって凹状に形成
されたホルダ部材１５と、ホルダ部材１５の前後方向Ｘに直交する横方向Ｙにおける一対
の側面１６及び１６ａに夫々固着された一対の側板１７及び１７ａとを具備している。
【００１９】
　ホルダ部材１５は、前後方向Ｘ及び横方向Ｙに直交する上下方向Ｚで互いに対面する上
板２１及び下板２２並びに上板２１及び下板２２の夫々の後方端面を橋絡している後板２
３とを具備している。上板２１及び下板２２の夫々は平面視矩形状であり、後板２３は前
面視矩形状である。上板２１及び下板２２は互いに同形状である。上板２１の下面２４、
下板２２の上面２５及び後板２３の前面２６は夫々互いに協働して凹部１１を形成してい
る。上板２１の上面２７、下板２２の下面２８及び後板２３の後面２９の夫々には放熱板
１３が装着されている。光源２は、後板２３の前面２６に装着されており、このように装
着されることで凹部１１において保持される。
【００２０】
　側板１７は、側面視矩形状であり、上板２１、下板２２及び後板２３の夫々の側面１６
に対面する内側面３１で当該側面１６に固着されている。側板１７の前後方向Ｘに伸びる
上縁３２は、上板２１に対して上方に位置しており、側板１７の上縁３２と平行であると
共に前後方向Ｘに伸びる下縁３３は、下板２２に対して下方に位置している。側板１７の
上下方向Ｚに伸びる前縁３４は、上板２１及び下板２２の夫々の横方向Ｙに伸びる前縁３
５及び３６と面一である。側板１７の上下方向Ｚに伸びる後縁３７は、上板２１及び下板
２２の夫々の横方向Ｙに伸びる後縁３８及び３９に対して後方に位置している。側板１７
は、上板２１及び下板２２よりも前後方向Ｘに伸びて形成されていると共に後板２３より
も上下方向Ｚに伸びて形成されている。
【００２１】
　側板１７ａは、上板２１、下板２２及び後板２３の夫々の側面１６ａに対面する内側面
３１ａで当該側面１６ａに固着されている。側板１７ａの前後方向Ｘに伸びる上縁３２ａ
は、上板２１に対して上方に位置しており、側板１７ａの上縁３２ａと平行であると共に
前後方向Ｘに伸びる下縁３３ａは、下板２２に対して下方に位置している。側板１７ａの
上下方向Ｚに伸びる前縁３４ａは、前縁３５及び３６と面一である。側板１７ａの上下方
向Ｚに伸びる後縁３７ａは、後縁３８及び３９に対して後方に位置している。側板１７ａ
は、上板２１及び下板２２よりも前後方向Ｘに伸びて形成されていると共に後板２３より
も上下方向Ｚに伸びて形成されている。
【００２２】
　側板１７及び１７ａの夫々の内側面３１及び３１ａは、下面２４、上面２５及び前面２
６と協働して凹部１１を形成している。
【００２３】
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　複数の放熱板１３は、平面からみて横方向Ｙに伸びていると共に前後方向Ｘにおいて互
いに間隔をもって並んで側板１７に配設された前面視矩形状の複数の側方放熱板４１と、
複数の側方放熱板４１の夫々と同形状であり、平面からみて横方向Ｙに伸びていると共に
前後方向Ｘにおいて互いに間隔をもって並んで側板１７ａに配設された前面視矩形状の複
数の側方放熱板４２と、横方向Ｙにおいて複数の側方放熱板４１及び４２間に介在されて
おり、平面からみて前後方向Ｘに夫々伸びていると共に横方向Ｙにおいて互いに間隔をも
って並んでホルダ部材１５に配設された側面視Ｃ形状の複数の中央放熱板４３とによって
構成されている。
【００２４】
　複数の側方放熱板４１は、上下方向Ｚにおいて上縁３２から下縁３３まで伸びて形成さ
れている。複数の側方放熱板４１のうちの前方に位置する側方放熱板（最前部の側方放熱
板）４１ａは、側板１７の前縁３４に一体的に設けられており、複数の側方放熱板４１の
うちの後方に位置する側方放熱板（最後部の側方放熱板）４１ｂは、側方放熱板４１ａと
同形状であると共に側板１７の後縁３７に一体的に設けられている。側方放熱板４１ａ及
び４１ｂは、前後方向Ｘにおいて間隔をもって互いに対向している。側方放熱板４１ａは
側板１７の前部が折り曲げられて形成されており、側方放熱板４１ｂは側板１７の後部が
折り曲げられて形成されている。側方放熱板４１ａの前面４５は前縁３４及び３６と面一
である。複数の側方放熱板４１のうちの側方放熱板４１ａ及び４１ｂ間に位置する複数の
側方放熱板４１ｃは、側板１７の外側面４４に夫々装着されている。
【００２５】
　夫々互いに同形状の複数の側方放熱板４１ｃは、横方向Ｙに伸びて形成されている矩形
状の本体部５１と、本体部５１の内側部が折り曲げられて側板１７と同方向（前後方向Ｘ
）に伸びてなる装着部５２とを夫々具備している。装着部５２はねじ等により側板１７の
外側面４４に固着される。側方放熱板４１ｃの装着部５２は、当該側方放熱板４１ｃの本
体部５１と当該側方放熱板４１ｃに対して前後方向Ｘにおいて隣り合う他の側方放熱板４
１ｃの本体部５１との間に介在されるので、互いに隣り合う側方放熱板４１ｃの前後方向
Ｘにおける本体部５１間の間隔が所定間隔となるように複数の側方放熱板４１ｃを容易に
配設し得る。
【００２６】
　複数の側方放熱板４２は、上下方向Ｚにおいて上縁３２ａから下縁３３ａまで伸びて形
成されている。複数の側方放熱板４２のうちの前方に位置する側方放熱板（最前部の側方
放熱板）４２ａは、側板１７ａの前縁３４ａに一体的に設けられており、複数の側方放熱
板４２のうちの後方に位置する側方放熱板（最後部の側方放熱板）４２ｂは、側方放熱板
４２ａと同形状であると共に側板１７ａの後縁３７ａに一体的に設けられている。側方放
熱板４２ａ及び４２ｂは、前後方向Ｘにおいて間隔をもって互いに対向している。側方放
熱板４２ａは側板１７ａの前部が折り曲げられて形成されており、側方放熱板４２ｂは側
板１７ａの後部が折り曲げられて形成されている。側方放熱板４２ａの前面４６は前縁３
４ａ及び３６と面一である。複数の側方放熱板４２のうちの側方放熱板４２ａ及び４２ｂ
間に位置する複数の側方放熱板４２ｃは、側板１７ａの外側面４４ａに夫々装着されてい
る。
【００２７】
　夫々互いに同形状の複数の側方放熱板４２ｃは、横方向Ｙに伸びて形成されている矩形
状の本体部５１ａと、本体部５１ａの内側部が折り曲げられて側板１７ａと同方向（前後
方向Ｘ）に伸びてなる装着部５２ａとを夫々具備している。装着部５２ａはねじ等により
側板１７ａの外側面４４ａに固着される。側方放熱板４２ｃの装着部５２ａは、当該側方
放熱板４２ｃの本体部５１ａと当該側方放熱板４２ｃに対して前後方向Ｘにおいて隣り合
う他の側方放熱板４２ｃの本体部５１ａとの間に介在されるので、互いに隣り合う側方放
熱板４２ｃの前後方向Ｘにおける本体部５１ａ間の間隔が所定間隔となるように複数の側
方放熱板４２ｃを容易に配設し得る。
【００２８】
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　斯かる複数の側方放熱板４１及び４２は、光源ホルダ１２の横方向Ｙにおける側方を囲
んで配されている。
【００２９】
　複数の中央放熱板４３は、夫々互いに同形状である。複数の中央放熱板４３は、前後方
向Ｘに伸びて形成されているＣ状のＣ状本体部５５と、ホルダ部材１５に装着されるよう
にＣ状本体部５５の内側部が折り曲げられてなるＣ状装着部５６とを夫々具備している。
【００３０】
　Ｃ状本体部５５は、上下方向Ｚに伸びていると共に上板２１の上面２７に沿って前後方
向Ｘに伸びている矩形板状の上板部５７と、上下方向Ｚに伸びていると共に下板２２の下
面２８に沿って前後方向Ｘに伸びている矩形板状の下板部５８と、上板部５７及び下板部
５８に一体的に設けられて当該上板部５７及び下板部５８の夫々の後部を橋絡しており、
前後方向Ｘに伸びていると共に後板２３の後面２９に沿って前後方向Ｘに伸びている矩形
板状の中間板部５９とを具備している。上板部５７は上板２１に対して上方に、下板部５
８は下板２２に対して下方に、中間板部５９は後板２３に対して後方に夫々配されている
。上板部５７及び下板部５８は互いに同形状であると共に上下方向Ｚにおいて互いに対向
している。上板部５７及び下板部５８の上下方向Ｚに伸びた前縁６０及び６１は、前縁３
４、３４ａ、３５及び３６と面一である。中間板部５９の上下方向Ｚに伸びた後縁６２は
、後縁３７及び３７ａと面一である。
【００３１】
　中央放熱板４３のＣ状本体部５５は、当該Ｃ状本体部５５に横方向Ｘにおいて隣り合う
他の中央放熱板４３のＣ状本体部５５との間で、筐体５の内部８と光源保持体３の後方外
側９とを連通させる通路１０を形成している。通路１０は、互いに隣り合う中間板部５９
間のみならず、互いに隣り合う上板部５７間及び互いに隣り合う下板部５８間においても
形成されているので、長い通路１０を形成することができ、これにより熱対流を生じさせ
易くなって放熱効率を向上させ得る。
【００３２】
　Ｃ状装着部５６は、上板部５７の内側部が折り曲げられてなると共に上板２１の上面２
７に沿って横方向Ｙに伸びている上側装着部６５と、下板部５８の内側部が折り曲げられ
てなると共に下板２２の下面２８に沿って横方向Ｙに伸びている下側装着部６６と、中間
板部５９の内側部が折り曲げられてなると共に後板２３の後面２９に沿って横方向Ｙに伸
びている後側装着部６７とを具備している。上側装着部６５及び下側装着部６６の後部は
後側装着部６７に夫々一体的に連結されている。上側装着部６５はねじ等により上板２１
の上面２７に固着され、下側装着部６６はねじ等により下板２２の下面に固着され、後側
装着部６７はねじ等により後板２３の後面２９に固着される。中央放熱板４３のＣ状装着
部５６は、当該中央放熱板４３のＣ状本体部５５と当該中央放熱板４３に対して横方向Ｙ
において隣り合う他の中央放熱板４３のＣ状本体部５５との間に介在されるので、互いに
隣り合う中央放熱板４３の横方向ＹにおけるＣ状本体部５５間の間隔が所定間隔となるよ
うに複数の中央放熱板４３を容易に配設し得る。
【００３３】
　斯かる複数の中央放熱板４３は、光源ホルダ１２の前後方向Ｘにおける後方と光源ホル
ダ１２の上下方向Ｚにおける上方及び下方とを囲んで配されている。
【００３４】
　筐体５は、筒状本体７１と、筒状本体７１の前後方向Ｘにおける前部に装着されている
と共にフォーカスレンズ４を保持する円形状の投光用開口７２を有したレンズホルダ７３
とを具備している。筐体５には、天井等に吊下げ支持される支持枠７５が設けられている
。支持枠７５は筐体５を横方向Ｙに伸びる軸の周りで回転自在に且つ上下方向Ｚに伸びる
軸の周りで回転自在に支持している。
【００３５】
　筒状本体７１は、前面視矩形状であり、横方向Ｙで互いに対向している一対の側壁７７
及び７８と、一対の側壁７７及び７８の上縁及び下縁を夫々橋絡している上壁７９及び下
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壁８０とを具備している。側壁７７及び７８並びに上壁７９及び下壁８０によって形成さ
れる筒状本体７１の内部８には、光源保持体３が調節機構６を介して前後方向Ｘに移動調
節自在に配される。側壁７７及び７８には支持枠７５が取り付けられている。
【００３６】
　光源保持体３は、本例では調節機構６を介して筐体５に装着されている。調節機構６は
、光源保持体３を筐体５に前後方向Ｘに移動案内する移動案内機構８１と、移動案内機構
８１により筐体５に対して前後方向Ｘに移動案内される光源保持体３に前後方向Ｘの移動
力を与える移動力付与機構８２とを具備している。
【００３７】
　移動案内機構８１は、光源保持体３に固定された固定枠体８５と、固定枠体８５に装着
されたスライド装置８６及び８７とを具備している。固定枠体８５は、前後方向Ｘに伸び
て側方放熱板４１ａ及び４１ｂにねじ等を介して固着されたアーム部８８と、前後方向Ｘ
に伸びて側方放熱板４２ａ及び４２ｂにねじ等を介して固着されたアーム部８９と、アー
ム部８８及び８９を光源保持体３の後方において橋絡している横方向Ｙに伸びた橋絡アー
ム部９０とを具備している。アーム部８８にはスライド装置８６が、アーム部８９にはス
ライド装置８７が夫々装着されており、橋絡アーム部９０には把持部材９１が設けられて
いる。スライド装置８６は、アーム部８８に固着されている前後方向Ｘに伸びた案内レー
ル９２と、案内レール９２と嵌合する前後方向Ｘに伸びた案内溝を有していると共に側壁
７７の内面９３に固着されている案内枠部材９４とを具備しており、案内枠部材９４に対
する案内レール９２の前後方向Ｘの移動によって光源保持体３を筐体５に対して相対的に
前後方向Ｘに移動案内するようになっている。スライド装置８７は、アーム部８９に固着
されている前後方向Ｘに伸びた案内レール９２ａと、案内レール９２ａと嵌合する前後方
向Ｘに伸びた案内溝を有していると共に側壁７７の内面９３ａに固着されている案内枠部
材９４ａとを具備しており、案内枠部材９４ａに対する案内レール９２ａの前後方向Ｘの
移動によって光源保持体３を筐体５に対して相対的に前後方向Ｘに移動案内するようにな
っている。
【００３８】
　移動力付与機構８２は、横方向Ｙに伸びていると共に筐体５に回転自在に支持された回
転軸９５と、回転軸９５の回転を前後方向Ｘの移動力として光源保持体３に伝達する伝達
機構としてのラックピニオン機構９６とを具備している。回転軸９５は、側壁７７及び７
８に回転自在に支持されており、その両端は側壁７７及び７８の外側に突出している。回
転軸９５の両端には操作摘み９７が設けられている。ラックピニオン機構９６は、回転軸
９５に装着されたピニオン９８と、このピニオン９８に歯合していると共に固定部材１０
０を介して光源保持体３に固着されている前後方向Ｘに伸びたラック９９とを具備してい
る。固定部材１００は前後方向Ｘにアーム状に伸びており、その両端で側方放熱板４１ａ
及び４１ｂ又は側方放熱板４２ａ及び４２ｂにねじ等により固着されている。ラックピニ
オン機構９６は、本例では二つ設けられており、一方のラックピニオン機構９６は側壁７
７側に、他方のラックピニオン機構９６は側壁７８側に夫々配されている。
【００３９】
　斯かる調節機構６は、操作摘み９７が操作されて回転軸９５に回転力が付与されると、
この回転力をラックピニオン機構９６を介して光源保持体３に前後方向Ｘの移動力として
伝達し、この伝達により前後方向Ｘの移動力が付与された光源保持体３を移動案内機構８
１によって移動案内しながら前後方向Ｘに移動させ、而して、フォーカスレンズ４に対す
る光源保持体３の前後方向Ｘにおける相対位置を調節するように構成されている。回転軸
９５が一方の方向に回転された際には光源保持体３は前後方向Ｘにおいて前方に向かって
移動してフォーカスレンズ４に接近し、回転軸９５が他方の方向に回転された際には光源
保持体３は前後方向Ｘにおいて後方に向かって移動してフォーカスレンズ４から離反する
。
【００４０】
　照明装置１は、例えば図７に示すバンドア装置１０１を更に具備していてもよい。斯か
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るバンドア装置１０１は、レンズホルダ７３に装着される装着部１０２と、装着部１０２
にヒンジ１０３を介して夫々回動自在に連結されているバンドア１０４、１０５、１０６
及び１０７とを具備している。バンドア１０４及び１０５は互いに同形状であると共に上
下方向Ｚにおいて互いに対向して配されており、バンドア１０６及び１０７は互いに同形
状であると共に横方向Ｙにおいて互いに対向して配されている。
【００４１】
　光源保持体３は、図１から図６に示す例では、調節機構６を介して筐体５に装着されて
いるが、調節機構６に代えて、例えば図８に示すように前後方向Ｘにおいてフォーカスレ
ンズ４と光源２との間に介在されると共に光源２からの光の一部を吸収又は透過するフィ
ルタ１１１を着脱自在に保持するフィルタホルダ１１２を介して筐体５に装着されていて
もよい。斯かる場合において、筐体５は、レンズホルダ７３が装着されていると共に調節
機構６ａを介して筐体５に連結されている前部筐体１１３を更に具備していてもよい。支
持枠７５は筐体５に代えてフィルタホルダ１１２に取り付けられていてもよい。調節機構
６ａは、前部筐体１１３と筐体５との間に介在された前後方向Ｘに伸びたスライド装置１
１８と、筐体５に形成された前後方向Ｘに伸びた長孔１１９と、長孔１１９を介して前部
筐体１１３に螺合しており、締め付けによって前部筐体１１３を筐体５に固定する一方、
締め付けの解除によって前部筐体１１３を筐体５に対して前後方向Ｘに移動自在な状態に
する締め付け用の摘み部材１２０とを具備している。調節機構６ａは、前部筐体１１３の
筐体５に対する前後方向Ｘの移動によって光源保持体３のフォーカスレンズ４に対する前
後方向Ｘの相対位置を調節するように構成されている。
【００４２】
　フィルタホルダ１１２は、前部で筐体５に固着されると共に後部で光源保持体３に固着
される前後方向Ｘに伸びた前面視矩形状の筒体１１５と、フィルタ１１１が挿入されるよ
うに筒体１１５に形成された挿入孔１１６とを具備している。挿入孔１１６は図９及び図
１０に示すように筒体１１５に前後方向Ｘにおいて隣接して複数形成されており、これに
より、複数枚のフィルタ１１１を適宜用いることができて多様な照明演出を行い得る。
【００４３】
　本例の照明装置１によれば、光源２と、光源２を保持している光源保持体３と、光源保
持体３が装着されていると共に当該光源保持体３に対して前方にフォーカスレンズ４が装
着された筒状の筐体５とを具備しており、光源保持体３は、前方で開口している凹部１１
において光源２を保持する光源ホルダ１２と、光源ホルダ１２の凹部１１の後方及び側方
を囲むように光源ホルダ１２に装着された複数の放熱板１３とを具備しているために、光
源２の周囲を囲むように配された複数の放熱板１３により光源２からの熱を効果的に放熱
することができ、而して、放熱効率を向上させることができる。
【００４４】
　照明装置１によれば、複数の放熱板１３としての複数の中央放熱板４３は、筐体５の内
部８と光源保持体３の後方外側９とを連通させる通路１０を形成するように前後方向Ｘに
伸びて光源保持体３に装着されているために、通路１０において筐体５の内部８から光源
保持体３の後方外側９に向かう空気流を生じさせ得て放熱効率の向上を図り得る。
【００４５】
　照明装置１によれば、筐体５に装着されていると共にフォーカスレンズ４に対する光源
保持体３の前後方向Ｘにおける相対位置を調節する調節機構６又は６ａを具備しているた
めに、調節機構６又は６ａによりフォーカスレンズ４に対する光源保持体３の前後方向Ｘ
における相対位置を調節することで、照明装置１からの照射光の焦点を適宜調節すること
ができる。
【００４６】
　照明装置１によれば、前後方向Ｘにおいてフォーカスレンズ４と光源２との間に介在さ
れると共に光源２からの光の一部を吸収又は透過するフィルタ１１１を具備しているため
に、フィルタ１１１の交換により照射光の色彩やパターンを変化させることができ、様々
な照明演出を行い得る。
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【符号の説明】
【００４７】
　１　照明装置
　２　光源
　３　光源保持体
　４　フォーカスレンズ
　５　筐体
　１１　凹部
　１２　光源ホルダ
　１３　放熱板

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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