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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　周辺領域にランプを収容する環状のランプ収容部を有するとともに、環状のランプ収容
部の内側の中央領域に天井付帯設備を収容可能とする天井付帯設備収容部および天井付帯
設備を挿通する開口部を有する器具本体と；
　器具本体の中央領域に天井付帯設備収容部および開口部を覆って着脱可能に取り付けら
れる天井付帯設備取付体と；
　天井付帯設備取付体を器具本体に対して着脱可能に取り付けるとともに、取付状態では
天井付帯設備取付体がその自重で器具本体に対して下降するように弾性変形して天井付帯
設備取付体と器具本体との間にランプ収容部と開口部とを連通する通気部を形成する取付
手段と；
　を具備していることを特徴とする天井埋込形照明器具。
【請求項２】
　天井付帯設備取付体の側面部は、環状のランプに対向するように位置し、かつ、環状の
ランプの反射面として機能することを特徴とする請求項１記載の天井埋込形照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、天井付帯設備を取付可能とした天井埋込形照明器具に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来、天井面に設置する各種の検知器や消火設備および音響機器などの天井付帯設備と
合体して天井に設置する天井埋込形照明器具が知られている。この天井埋込形照明器具は
、天井に埋め込む器具本体、この器具本体内に取り付ける反射板、器具本体の下面開口に
取り付ける透光板を備え、これら器具本体、反射板および透光板の中央を貫通する貫通口
を設け、器具本体内の反射板と透光板との間で貫通口の周囲にランプを配置している。
【０００３】
　天井面には、器具本体を埋め込む埋込孔を設けるとともに、この埋込孔の中央を貫通し
て天井付帯設備として例えば消火設備の消火用配管などを予め配設しておく。
【０００４】
　そして、施工時には、器具本体の貫通口に消火用配管を通して、器具本体を埋込孔に埋
め込む。器具本体に反射板および透光板をそれぞれ取り付ける際にも各貫通口に消火用配
管を通している（例えば、特許文献１参照。）。
【特許文献１】実開平６－１１２２２号公報（第１頁、図２）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、従来の天井埋込形照明器具では、天井付帯設備を貫通させる貫通口しか
設けていないため、貫通口を貫通可能とする天井付帯設備の形状、大きさが制限される問
題がある。
【０００６】
　また、天井付帯設備は、天井埋込形照明器具ではなく、天井面の上方の天井構造物など
に取り付けるため、天井付帯設備の施工性が悪く、天井付帯設備を容易に変更することは
できない問題がある。
【０００７】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、器具本体に天井付帯設備を取り付ける
ことができ、天井付帯設備の施工性を向上できるとともに天井付帯設備の変更も容易にで
きる天井埋込形照明器具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】
【０００８】
　請求項１記載の天井埋込形照明器具は、周辺領域にランプを収容する環状のランプ収容
部を有するとともに、環状のランプ収容部の内側の中央領域に天井付帯設備を収容可能と
する天井付帯設備収容部および天井付帯設備を挿通する開口部を有する器具本体と；器具
本体の中央領域に天井付帯設備収容部および開口部を覆って着脱可能に取り付けられる天
井付帯設備取付体と；天井付帯設備取付体を器具本体に対して着脱可能に取り付けるとと
もに、取付状態では天井付帯設備取付体がその自重で器具本体に対して下降するように弾
性変形して天井付帯設備取付体と器具本体との間にランプ収容部と開口部とを連通する通
気部を形成する取付手段と；を具備しているものである。
【０００９】
　そして、この構成では、器具本体の環状のランプ収容部の内側の中央領域に天井付帯設
備を収容可能とする天井付帯設備収容部を設け、器具本体の中央領域に天井付帯設備収容
部を覆う天井付帯設備取付体を着脱可能に取り付けたため、天井付帯設備取付体を利用し
て器具本体に天井付帯設備が取り付けられ、天井付帯設備の施工性が向上するとともに、
天井付帯設備取付体を着脱することで天井付帯設備の変更が容易に可能になる。また、器
具本体と天井付帯設備取付体との間にランプ収容部と器具本体の中央領域の開口部とを連
通する通気部を設けたため、この通気部を通じてランプ収容部に収容されたランプの点灯
時の発熱が外部に逃げ、ランプの効率が低下することが抑制される。さらに、天井付帯設
備取付体が弾性を有する取付手段で器具本体に取り付けられると、天井付帯設備取付体が
その自重で器具本体に対して下降し、天井付帯設備収納部とランプ収納部との間に隙間を
形成するので、容易に通気部が形成され、ランプの効率が低下することが抑制される。



(3) JP 4352230 B2 2009.10.28

10

20

30

40

50

【００１０】
　請求項２記載の天井埋込形照明器具は、請求項１記載の天井埋込形照明器具において、
天井付帯設備取付体の側面部は、環状のランプに対向するように位置し、かつ、環状のラ
ンプの反射面として機能するものである。
【００１１】
　そして、この構成では、ランプ収納部の器具内側方向の反射板を別途設けることがない
ので、部品点数が削減される。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１記載の天井埋込形照明器具によれば、器具本体の環状のランプ収容部の内側の
中央領域に天井付帯設備を収容可能とする天井付帯設備収容部を設け、器具本体の中央領
域に天井付帯設備収容部を覆う天井付帯設備取付体を着脱可能に取り付けたため、天井付
帯設備取付体を利用して器具本体に天井付帯設備を取り付けることができ、天井付帯設備
の施工性を向上できるとともに、天井付帯設備取付体を着脱することで天井付帯設備を容
易に変更できる。また、器具本体と天井付帯設備取付体との間にランプ収容部と器具本体
の中央領域の開口部とを連通する通気部を設けたため、この通気部を通じてランプ収容部
に収容されたランプの点灯時の発熱を外部に逃がすことができ、ランプの効率が低下する
ことを抑制できる。さらに、天井付帯設備取付体が弾性を有する取付手段で器具本体に取
り付けられると、天井付帯設備取付体がその自重で器具本体に対して下降し、天井付帯設
備収納部とランプ収納部との間に隙間を形成するので、容易に通気部を形成することがで
き、ランプの効率が低下することを抑制できる。
【００１３】
　請求項２記載の天井埋込形照明器具によれば、請求項１記載の天井埋込形照明器具の効
果に加えて、天井付帯設備取付体の側面部が、環状のランプに対向するように位置し、か
つ、環状のランプの反射面として機能するため、ランプ収納部の器具内側方向の反射板を
別途設けることがないので、部品点数を削減できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、本発明の一実施の形態を図面を参照して説明する。
【００１５】
　図１は天井埋込形照明器具の断面図であり、図２は天井埋込形照明器具の分解状態の斜
視図であり、図３は天井埋込形照明器具の組立状態の斜視図であり、図４は天井埋込形照
明器具の天井付帯設備取付体の取付構造を示し、(a)は取付ばねの斜視図、(b)は取付状態
の断面図であり、図５は天井埋込形照明器具の器具本体と天井付帯設備取付体との組立状
態の拡大断面図であり、図６は天井埋込形照明器具の組立状態の断面図を示し、(a)は器
具本体と制光体との組立状態の断面図、(b)は天井付帯設備取付体と制光体との組立状態
の断面図であり、図７は天井埋込形照明器具の器具本体における制光体の取付構造を示し
、(a)は平面図、(b)は内周側から見た側面図、(c)は断面図であり、図８は天井埋込形照
明器具の制光体における器具本体への取付構造を示し、(a)は平面図、(b)は側面図である
。
【００１６】
　図１ないし図３において、天井埋込形照明器具11は、天井面を構成する天井板12に形成
された埋込孔13を通じて天井板12内に埋め込まれて設置されるもので、大きさの異なる２
本の円環状のランプ14が用いられている。このランプ14は、円環状の蛍光ランプであり、
円環状の発光管15、この発光管15の両端が接続された口金16を有している。
【００１７】
　天井埋込形照明器具11は、埋込孔13を通じて天井板12に埋め込み設置される円形の器具
本体21を有し、この器具本体21内には、周辺領域に２本のランプ14を収容する環状のラン
プ収容部22が形成されているとともに、この環状のランプ収容部22の内側の中央領域に天
井付帯設備23を収容可能とする天井付帯設備収容部24が形成されている。
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【００１８】
　この器具本体21は、例えばアルミニウム製の板材から絞り加工によって下方へ向けて開
口した断面略逆Ｕ字形に一体成形されており、天板部25を有し、この天板部25の周囲から
下方へ向けて側板部（周面部）26が形成され、この側板部26の下端周縁から天井板12の下
面に接合される枠部27が形成されている。
【００１９】
　器具本体21の側板部26は下方へ向けて拡開する傾斜面状に形成され、天板部25と側板部
26とは湾曲部28によって連続した面に形成されており、これら天板部25、湾曲部28および
側板部26のランプ14に対向する内面に、例えば白色塗装や鏡面仕上によって処理された反
射面29が形成されている。
【００２０】
　側板部26の下部側には、図６(a)に示すように、側板部26の反射面29より外側に突出し
て反射面29側が窪む遮光用段差部30が形成されているとともに、この遮光用段差部30の下
側でかつ遮光用段差部30の内面より外側に突出して天井板12の埋込孔13内に配置される取
付用段差部31が形成されている。
【００２１】
　天板部25には、ランプ収容部22に臨んで、各ランプ14の口金16が接続されるランプソケ
ット32がそれぞれ取り付けられているとともに、各ランプ14の口金16と反対側の発光管15
の部分を着脱可能に保持するランプホルダ33がそれぞれ取り付けられている。ランプソケ
ット32はランプ14の口金16を着脱可能に保持するホルダ機能も有している。そして、各ラ
ンプソケット32および各ランプホルダ33は、それぞれ周方向に位置をずらして配置され、
各ランプ14の着脱操作を容易にしている。
【００２２】
　また、器具本体21の天板部25の中央領域には天井付帯設備収容部24の上面に連通する天
井付帯設備挿通用の開口部41が形成され、この開口部41の下面および天井付帯設備収容部
24を覆って天井付帯設備取付体42が器具本体21に対して着脱可能に取り付けられている。
開口部41の縁部には、器具本体21の施工時に天井構造物から垂下されている吊ボルトを挿
通してナットにより器具本体21を取り付ける取付孔25aが形成されており、この取付孔25a
も天井付帯設備取付体42で覆われる。
【００２３】
　この天井付帯設備取付体42は、例えばアルミニウム製の板材から絞り加工によって上方
へ向けて開口した断面略Ｕ字形に一体成形されており、下面部43を有し、この下面部43の
周囲から上方へ向けて拡開する側面部（周面部）44が形成され、この側面部44の上端周縁
に器具本体21の天板部25の下面側に着脱可能に取り付けられる取付縁部45が形成されてい
る。
【００２４】
　側面部44は、上方へ向けて拡開し、上端側が器具本体21の側板部26およびランプ14に接
近するように傾斜面状に形成されており、この側面部44のランプ14に対向する外面に、例
えば白色塗装や鏡面仕上によって処理された反射面46が形成されている。この側面部44の
下部側には、図６(b)に示すように、側面部44の反射面46より天井付帯設備取付体42の中
心側に突出して反射面46側が窪む遮光用段差部47が形成されている。
【００２５】
　天井付帯設備取付体42に取り付ける天井付帯設備23としては、天井付帯設備取付体42の
下面を覆って一体に形成された下面部43であって器具本体21の中央領域の下面を閉塞する
カバー48で構成され、このカバー48を基本仕様としている。このカバー48としては、天井
板12と同材質の例えば石膏ボードなどの別体として天井付帯設備取付体42の下面部43に取
り付けるようにしてもよい。
【００２６】
　天井付帯設備取付体42を器具本体21に着脱可能に取り付けるために、天井付帯設備取付
体42の取付縁部45の外周縁の複数箇所、好ましくは３箇所以上には被取付部49が設けられ
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、器具本体21の開口部41の周縁部で各被取付部49に対応した複数箇所には被取付部49を介
して着脱可能に取り付ける取付手段50が取り付けられている。
【００２７】
　天井付帯設備取付体42の各被取付部49には、取付縁部45に一対の溝部51が形成されると
ともに、これら一対の溝部51間に被取付片52が形成されている。
【００２８】
　取付手段50には、図２および図４に示すように、弾性を有する線材によって略コ字形に
構成されたばね体53が用いられ、このばね体53が器具本体21の天板部25から下面側に切り
起こされて器具本体21の径方向に向けて開口する保持部54内に挿通配置されている。ばね
体53には、保持部54内に挿通される一対の平行部55が形成され、保持部54から器具本体21
の外径側に突出する各平行部55の一端に天板部25から離反する下方へ折れ曲がって天井付
帯設備取付体42の各溝部51に係合可能とする折曲部56が形成され、これら折曲部56の先端
間を連結して天井付帯設備取付体42の被取付片52の下面に係合する係合部57が形成され、
また、保持部54から器具本体21の内径側に突出する各平行部55の他端側に互いに拡開する
拡開部58が形成され、これら拡開部58の先端に保持部54からの脱落を規制するストッパ部
58aが形成されている。なお、天板部25の保持部54も天井付帯設備取付体42で覆われる位
置にある。
【００２９】
　天井付帯設備取付体42を器具本体21に取り付けた状態では、器具本体21と天井付帯設備
取付体42との間にばね体53が介在するとともに天井付帯設備取付体42の自重により天井付
帯設備取付体42が器具本体21に対して下降して、図５に示すように、隙間59が形成され、
この隙間59によってランプ収容部22と天井付帯設備収容部24の開口部41とを連通する通気
部60が形成されている。
【００３０】
　器具本体21と天井付帯設備取付体42との間には、２本のランプ14が水平に配置される円
環状のランプ収納部22が形成され、このランプ収納部22の下面に光を照射する円環状の照
射開口61が形成されている。
【００３１】
　また、器具本体21と天井付帯設備取付体42との間の照射開口61にはランプ14の光を制光
する制光体71が着脱可能に取り付けられている。この制光体71は、ルーバ体であり、器具
本体21の内側に係合する円環状の外側枠部72、天井付帯設備取付体42の外側に係合する円
環状の内側枠部73、これら外側枠部72と内側枠部73との間に放射状に取り付けられる複数
のルーバ片74を備えている。
【００３２】
　外側枠部72には、図６(a)に示すように、断面略Ｌ字形で先端が立ち上がり器具本体21
の枠部27に係合する係合部75、取付用段差部31内に位置する取付部76、および遮光用段差
部30内に位置する反射部77が形成されている。内側枠部73には、図６(b)に示すように、
断面略Ｌ字形で先端が立ち上がり天井付帯設備取付体42の下面周縁に係合する係合部78、
および遮光用段差部47内に位置する反射部79が形成されている。
【００３３】
　制光体71を器具本体21に取り付けるために、図７に示すように、器具本体21の取付用段
差部31の２箇所または３箇所などの複数箇所には、取付用段差部31の内面側に切り起こさ
れた周方向に半円状の突起80が形成され、また、図８に示すように、器具本体21の各突起
80の位置に対応した制光体71の取付部76の複数箇所には、略Ｌ字形の取付溝81が形成され
、この取付溝81の上側には取付溝81の上方に開口する入口部の一側から取付溝81の最奥部
にかけて舌片82が形成されている。取付溝81の入口部に臨む舌片82の上部は取付部76の上
部より高い位置に設けられ、舌片82の下部でこの舌片82の外面より内側位置には取付溝81
内に突出する規制部83が突設されている。
【００３４】
　また、器具本体21の上面の中心より外周側に寄った位置でランプソケット32の上部位置
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には、ランプ14を点灯させるインバータ点灯回路を有する点灯装置87が配設されている。
これにより、ランプソケット32と点灯装置87との配線距離を短くでき、インバータ点灯回
路でランプ14を高周波点灯させる効率を向上できる。
【００３５】
　そして、天井埋込形照明器具11を施工するには、各ランプ14、制光体71および天井付帯
設備取付体42を外した状態の器具本体21を天井板12の埋込孔13に挿入するとともに天井構
造物から垂下する吊ボルトに対して取り付ける。次に、天井付帯設備取付体42を器具本体
21の中央領域に取付手段50によって取り付け、各ランプ14をランプソケット32およびラン
プホルダ33に取り付けてランプ収容部22に収容し、照射開口61に制光体71を取り付ける。
【００３６】
　取付手段50によって天井付帯設備取付体42を器具本体21に取り付ける場合には、一対の
拡開部58が保持部54に対して拡開しようとする弾性に抗して各ばね体53を外側方向へ移動
させた状態で、天井付帯設備取付体42の取付縁部45の各一対の溝部51が各ばね体53の一対
の平行部55に係合するように天井付帯設備取付体42を器具本体21に配置した後、各ばね体
53を内径方向に移動させることにより、一対の拡開部58が保持部54に対して拡開しようと
する弾性によってばね体53自体が内径方向に移動するとともに、係合部57が被取付片52の
下面側に係合し、天井付帯設備取付体42を器具本体21の中心位置に対して付勢して位置決
め保持できる。また、天井付帯設備取付体42を外す場合には、各ばね体53を付勢に抗して
外側方向へ移動させ、係合部57を被取付片52から外すことにより、天井付帯設備取付体42
を外すことができる。
【００３７】
　制光体71を器具本体21に取り付ける場合には、制光体71を器具本体21の照射開口61に押
し上げることにより、取付部76の上部が突起80に当接し、その状態で制光体71を所定の取
付方向に回動させることにより、取付部76の上部が突起80に対して摺動しながら移動し、
取付溝81の入口部が突起80の位置に達したときに取付溝81内に突起80が入り込む。このと
き、取付溝81の入口部に臨む舌片82の上部が取付部76の上部より高い位置に設けられてい
るため、取付溝81内に突起80が容易に入り込む。さらに、制光体71を押し上げたまま取付
方向に回動させることにより、規制部83が突起80を乗り越え、取付溝81の最奥部が突起80
に当接して制光体71の回動が止まり、この状態で制光体71の押し上げを解除することによ
り、舌片82が突起80に載り、制光体71を器具本体21に取り付けることができる。また、制
光体71を器具本体21から取り外す場合には、制光体71を取付方向と逆の取外方向に回動さ
せることにより、規制部83が突起80を乗り越え、取付溝81の入口部側の縁部が突起80に当
接して制光体71の回動が止まり、この状態で制光体71を下方へ移動させることにより、制
光体71を取り外すことができる。したがって、制光体71の回転操作によって器具本体21に
容易に着脱することができる。また、規制部83は、制光体71の着脱時には突起80の乗り越
えによって節度感を与えることができ、制光体71の取付状態においては制光体71が取外方
向に回動するのを突起80との係合によって規制し、制光体71の不用意な脱落を防止できる
。
【００３８】
　このように構成された天井埋込形照明器具11では、器具本体21の環状のランプ収容部22
の内側の中央領域に天井付帯設備23を収容可能とする天井付帯設備収容部24を設け、この
器具本体21の中央領域に天井付帯設備収容部24を覆う天井付帯設備取付体42を着脱可能に
取り付けたため、天井付帯設備取付体42を利用して器具本体21に天井付帯設備23を容易に
取り付けることができる。
【００３９】
　しかも、天井付帯設備取付体42を器具本体21に着脱可能することで、天井付帯設備23を
容易に変更できる。例えば、天井付帯設備23としてカバー48を備えた天井付帯設備取付体
42に代えて、図９に示すように、天井付帯設備23として別の照明器具であるダウンライト
91を備えた天井付帯設備取付体42を器具本体21に取り付けて照明システムとして構成する
ことができる。このダウンライト91は、屈曲形のランプ92を収容する下方に開口した筒状
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の反射体93を有し、この反射体93の頂部にランプ92の口金を接続するソケット94が取り付
けられている。
【００４０】
　天井付帯設備取付体42は、下面部43にダウンライト91の反射体93を配置する開口95と反
射体93を取り付ける反射体取付部96を設ける以外の構造、特に器具本体21への取付構造な
どは共通構造である。
【００４１】
　ダウンライト91は、器具本体21の天井付帯設備収容部24に配置されるとともに、高さ寸
法があるためにダウンライト91の上部側を器具本体21の開口部41から上方へ突出して配置
できる。
【００４２】
　また、図１０に示すように、天井埋込形照明器具11には、各種の天井付帯設備23を適用
して照明システムを構成できる。図１０(a)(b)は上述したカバー48とダウンライト91の例
を示し、図１０(c)は非常灯101の例を示し、図１０(d)は例えば人感センサなどの検知器1
02の例を示し、図１０(e)はスピーカ103の例を示し、図１０(f)はカメラ104の例を示す。
いずれの例の場合にも、天井付帯設備取付体42の取付構造などが共通構造であるため、こ
の天井付帯設備取付体42を利用して器具本体21に各天井付帯設備23を取り付けることがで
き、また、天井付帯設備取付体42を着脱することで各天井付帯設備23を容易に変更するこ
ともできる。なお、非常灯101、ダウンライト91、検知器102、スピーカ103、カメラ104の
天井付帯設備23のうち少なくとも２種以上を、天井付帯設備取付体42を用いて器具本体21
に適宜配設することもできる。
【００４３】
　そして、器具本体21の中央領域に天井付帯設備取付体42で覆われる天井付帯設備挿通用
の開口部41を設けたので、器具本体21の高さ方向の寸法が、天井付帯設備取付体42に設け
られる天井付帯設備23の高さ方向の寸法に影響されることがないので、器具本体21を薄形
化することができる。
【００４４】
　また、器具本体21に天井付帯設備取付体42を取り付けた状態では、図５に示すように、
器具本体21と天井付帯設備取付体42との間にランプ収容部22と器具本体21の中央領域の開
口部41とを連通する通気部60が設けられるため、この通気部60を通じてランプ収容部22に
収容されたランプ14の点灯時の発熱を外部に逃がし、ランプ14の効率が低下することを抑
制できる。しかも、天井付帯設備取付体42が弾性を有するばね体53で器具本体21に取り付
けられると、天井付帯設備取付体42の自重により、天井付帯設備収容部24とランプ収納部
22との間に隙間59を形成するので、容易に通気部60を形成することができ、ランプ14の効
率が低下することを抑制できる。
【００４５】
　また、天井付帯設備取付体42の側面部が、環状のランプ14に対向するように位置し、か
つ、環状のランプ14の反射面46として機能するため、ランプ収納部22の器具内側方向の反
射板を別途設けることがないので、部品点数を削減できる。
【００４６】
　また、天井付帯設備取付体42の取付手段50としてばね体53を用いることにより、天井付
帯設備取付体42を容易に着脱することができる。
【００４７】
　また、器具本体21の照射開口61に制光体71を取り付けた状態では、図６(a)(b)に示すよ
うに、制光体71の外側の反射部77が器具本体21の遮光用段差部30内に位置し、制光体71の
内側の反射部79が天井付帯設備取付体42の遮光用段差部47内に位置するため、さらには、
制光体71には断面略Ｌ字形で先端が立ち上がり器具本体21の枠部27に係合する係合部75と
断面略Ｌ字形で先端が立ち上がり天井付帯設備取付体42の下面周縁に係合する係合部78と
を設けたため、ランプ14からの光が制光体71と器具本体21および天井付帯設備取付体42と
の間を通じて外部に光漏れするのを防止できる。
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【００４８】
　なお、ランプ14やこのランプ14を収容する器具本体21のランプ収容部22などは、円環状
に限らず、四角形状などの多角形の場合にも同様に適用できる。
【００４９】
　また、環状のランプ収容部22に収納するランプ14は、円環状に限らず、四角形環状など
の多角形環状でもよく、あるいは直管形ランプを環状に配置してもよい。
【００５０】
　また、制光体71は、ルーバに限らず、透光性を有する乳白色のセードを用いることもで
きる。
【図面の簡単な説明】
【００５１】
【図１】本発明の一実施の形態を示す天井埋込形照明器具の断面図である。
【図２】同上天井埋込形照明器具の分解状態の斜視図である。
【図３】同上天井埋込形照明器具の組立状態の斜視図である。
【図４】同上天井埋込形照明器具の天井付帯設備取付体の取付構造を示し、(a)は取付ば
ねの斜視図、(b)は取付状態の断面図である。
【図５】同上天井埋込形照明器具の器具本体と天井付帯設備取付体との組立状態の拡大断
面図である。
【図６】同上天井埋込形照明器具の組立状態の断面図を示し、(a)は器具本体と制光体と
の組立状態の断面図、(b)は天井付帯設備取付体と制光体との組立状態の断面図である。
【図７】同上天井埋込形照明器具の器具本体における制光体の取付構造を示し、(a)は平
面図、(b)は内周側から見た側面図、(c)は断面図である。
【図８】同上天井埋込形照明器具の制光体における器具本体への取付構造を示し、(a)は
平面図、(b)は側面図である。
【図９】同上天井埋込形照明器具に天井付帯設備を取り付けた照明システムの断面図であ
る。
【図１０】同上天井埋込形照明器具に天井付帯設備を取り付けた照明システムの例を(a)
～(f)に示す斜視図である。
【符号の説明】
【００５２】
　11　　天井埋込形照明器具
　14　　ランプ
　21　　器具本体
　22　　ランプ収容部
　23　　天井付帯設備
　24　　天井付帯設備収容部
　41　　開口部
　42　　天井付帯設備取付体
　44　　側面部
　46　　反射面
　50　　取付手段
　60　　通気部
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