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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光素子を備え、棚板の下面又は下部に取り付けられる陳列棚の照明装置におい
て、
　前記照明装置は、本体カバーと、この本体カバー内に収容され前記複数の発光素子を取
り付けた基板を保持するベースフレームと、前記本体カバーと前記ベースフレームとの間
のスペースに挿入されるスペーサ部材と、前記本体カバーに取り付けられる本体エンドと
を備え、
　前記スペーサ部材は、本体部と、この本体部の両側部に本体部と直交する方向に延在す
る突出片とを有し、前記突出片のベースフレーム側の表面には、前記突出片の長さを示す
スケールが設けられ、前記突出片は、前記本体カバーとベースフレームとの間のスペース
に対応する長さに調整されていることを特徴とする陳列棚の照明装置。
【請求項２】
　前記スペーサ部材は、前記本体エンドとベースフレームとの間に挿入され、前記本体エ
ンドは、前記スペーサ部材を介して前記本体カバーに取り付けられることを特徴とする請
求項１に記載の陳列棚の照明装置。
【請求項３】
　前記本体カバーは、平板状の直方体に形成され、陳列棚の棚板側と面する側は平板部が
形成され、この平板部と対向する側に矩形状の開口部が形成され、前記平板部の両側に側
面部が形成され、前記開口部の両側には、それぞれの側面部に隣接する棚部が形成されて
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いることを特徴とする請求項１に記載の陳列棚の照明装置。
【請求項４】
　前記ベースフレームは、前記基板が取り付けられるテーパー面と、このテーパー面に対
向するように設けられ前記本体カバーの開口部に対応した開口部を有する反射面と、前記
本体カバーの棚部上に載置されるように形成された棚部と、前記ベースフレームの開口部
に設けられた溝と、この溝部に挿入される拡散板と、を備え、前記本体カバーの棚部上に
前記棚部が載置され、前記本体カバーにベースフレームが保持され、前記発光素子からの
光が前記反射面により、前記開口部方向へ反射され、前記拡散板から放射されることを特
徴とする請求項３に記載の陳列棚の照明装置。
【請求項５】
　前記突出片は、前記拡散板を支える支持部と、前記本体カバーの棚部上に載置される段
部とを有し、前記支持部の外表面は、スペーサ部材を装着した際、前記ベースフレームの
溝の外表面と面一になるように形成されていることを特徴とする請求項４に記載の陳列棚
の照明装置。
【請求項６】
　前記スペーサ部材の本体部に穴部が設けられ、前記本体エンドの本体カバーと対向する
面に前記穴部に挿入されるピンが設けられていることを特徴とする請求項１に記載の陳列
棚の照明装置。
【請求項７】
　前記本体エンドには、前記基板から導出されるリード線が引き出される第１の窓部と、
前記リード線の先端に取り付けられたコネクタを収容するための第２の窓部が設けられ、
前記第２の窓部から前記コネクタが本体カバーの空間に収容されることを特徴とする請求
項１に記載の陳列棚の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、商品陳列棚等に用いられる照明装置に関し、この照明装置により下側に位
置する棚板上の商品等の照明を行う陳列棚の照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　店舗用の什器に付設される照明装置には、いろいろな種類があるが、例えば、商品陳列
棚では、棚板を多段状に取り付けて構成し、下段棚板上の陳列商品を照明して商品陳列効
果を高めるための照明装置が棚板の下面に取り付けられる。
【０００３】
　従来、この照明の光源には蛍光灯が一般的に使用されていた。蛍光灯を用いた棚板用の
照明装置では、棚板の下面前部に前面幅方向に沿って蛍光灯が取り付けられ、両端に取り
付けられたソケットを介して給電され、下段棚板上の陳列商品を照明している。
【０００４】
　上記した蛍光灯や、その他の照明装置である白熱電球、スポットライト等の照明光源は
、光源の発熱量が大きく、消費電力も多い。このような事情から、近年、発熱や消費電力
が少ない発光ダイオード（ＬＥＤ）が注目され、照明装置を発光ダイオードで構成するも
のが増えている。
【０００５】
　棚板のフロント側の端部の下側へ発光ダイオードを使用した照明装置を取り付ける棚構
造の照明装置の一例が特許文献１に開示されている。
【０００６】
　この照明装置は、棚板のフロント側の端部の下面に内部に発光ダイオード列を有する基
板を取り付けたフレーム本体が取り付けられる。この発光ダイオード列からの光を反射す
るための反射部材と、発光ダイオード列をカバーする透光部を有するカバー部材とがそれ
ぞれフレーム本体に取り付けられている。
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【０００７】
　そして、発光ダイオード列からの光が反射部材により透光部に向けられ、広い範囲で商
品を照明する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００８】
【特許文献１】特開２０１０－２５１２９４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、陳列棚の幅は種々のサイズのものがある。上記した照明装置においては、発
光ダイオード列を有する基板や反射板を陳列棚の幅に応じたものだけ用意する必要があり
、基板や反射板を多種類準備することになり、その分コストが嵩むという難点がある。
【００１０】
　また、陳列棚の幅を変更し、それに対応する基板等がない場合には、基板を準備するま
でに時間を要し、陳列棚の幅の変更などには直ちに対応できないなどの難点があった。
【００１１】
　この発明の目的は、上記した従来の難点に鑑みなされたものにして、種々の幅の陳列棚
に容易に対応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】
【００１２】
　この発明は、複数の発光素子を備え、棚板の下面又は下部に取り付けられる陳列棚の照
明装置において、前記照明装置は、本体カバーと、この本体カバー内に収容され前記複数
の発光素子を取り付けた基板を保持するベースフレームと、前記本体カバーと前記ベース
フレームとの間のスペースに挿入されるスペーサ部材と、前記本体カバーに取り付けられ
る本体エンドとを備え、前記スペーサ部材は、本体部と、この本体部の両側部に本体部と
直交する方向に延在する突出片とを有し、前記突出片のベースフレーム側の表面には、前
記突出片の長さを示すスケールが設けられ、前記突出片は、前記本体カバーとベースフレ
ームとの間のスペースに対応する長さに調整されていることを特徴とする。
                                                                      
【００１３】
　また、前記スペーサ部材は、前記本体エンドとベースフレームとの間に挿入され、前記
本体エンドは、前記スペーサ部材を介して前記本体カバーに取り付けられることを特徴と
する。
【００１４】
　また、前記本体カバーは、平板状の直方体に形成され、陳列棚の棚板側と面する側は平
板部が形成され、この平板部と対向する側に矩形状の開口部が形成され、前記平板部の両
側に側面部が形成され、前記開口部の両側には、それぞれの側面部に隣接する棚部が形成
されているように構成することができる。
【００１５】
　また、前記ベースフレームは、前記基板が取り付けられるテーパー面と、このテーパー
面に対向するように設けられ前記本体カバーの開口部に対応した開口部を有する反射面と
、前記本体カバーの棚部上に載置されるように形成された棚部と、前記ベースフレームの
開口部に設けられた溝と、この溝に挿入される拡散板と、を備え、前記本体カバーの棚部
上に前記棚部が載置され、前記本体カバーにベースフレームが保持され、前記発光素子か
らの光が前記反射面により、前記開口部方向へ反射され、前記拡散板から放射されるよう
に構成することができる。
【００１７】
　また、前記突出片は、前記拡散板を支える支持部と、前記本体カバーの棚部上に載置さ
れる段部とを有し、前記支持部の外表面は、スペーサ部材を装着した際、前記ベースフレ
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ームの溝の外表面と面一になるように形成するとよい。
【００１９】
　また、前記スペーサ部材の本体部に穴部が設けられ、前記本体エンドの本体カバーと対
向する面に前記穴部に挿入されるピンが設けられ、前記本体エンドには、前記基板から導
出されるリード線が引き出される第１の窓部と、前記リード線の先端に取り付けられたコ
ネクタを収容するための第２の窓部が設けられ、前記第２の窓部から前記コネクタが本体
カバーの空間に収容されるように構成すればよい。
【００２０】
　また、前記スペーサ部材は、本体部と、この本体部と直交する方向に延在する板状の突
出部とを有し、前記突出部は前記本体カバーとベースフレームとの間のスペースに対応す
る長さに調整されているように構成することができる。　
【００２１】
　また、前記スペーサ部材は、本体部の厚さの異なる部材を複数個組み合わせて前記本体
エンドとベースフレームとの間に挿入されるように構成することができる。
【００２２】
　また、前記スペーサ部材は、本体部及び突出片が板状に形成され、前記本体部の両側に
段部が形成され段部の上面は、前記本体カバーの棚部に当接し、前記突出片の幅が本体カ
バーの開口部に嵌まり込む大きさに形成されているとともに、前記本体部、段部及び突出
片に所定の間隔で切り込み溝が設けられているように構成することができる。
【００２３】
　また、前記スペーサ部材は、本体部及び突出片が板状に形成され、前記本体部から直交
する方向に左右に第１の脚部が設けられ、前記第１の脚部に前記本体カバーの棚部にそれ
ぞれ係合する凸部が設けられ、前記本体部、突出片、及び第１の脚部に所定の間隔で切り
込み溝が設けられているように構成することができる。
【００２４】
　また、前記本体カバーに複数のベースフレームが収容され、ベースフレーム間に前記ス
ペーサ部材が挿入されるように構成することができる。
【００２５】
　前記スペーサ部材は、前記本体部の開口部に対応した開口部を有する反射面と、前記本
体カバーの脚部上に載置されるように形成された棚部と、前記スペーサ部材の開口部に設
けられた溝と、を備え、前記本体カバーの脚部上に前記棚部が載置され、前記本体カバー
にスペーサ部材が保持されるように構成することができる。
【００２６】
　また、前記スペーサ部材は、板状部と前記本体カバーの棚部に上から挿入される脚部と
、前記棚部に係合する凸部が設けられているように構成することができる。
【発明の効果】
【００２７】
　この発明は、棚板の幅に応じて種々用意された本体カバーに対して、本体カバーの端部
とベースフレームの端部との間のスペースにスペーサ部材を挿入することで、種々の棚板
に容易に対応することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を示す斜視図である。
【図２】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た斜視図である。
【図３】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる本体カバーを示す斜
視図である。
【図４】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられるベースフレーム部分
を示す斜視図であり、（ａ）は、ベースフレーム、（ｂ）はＬＥＤ基板を取り付けたベー
スフレームを示している。
【図５】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の側面図である。
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【図６】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の側面図である。
【図７】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の側面図である。
【図８】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の分解斜視図である。
【図９】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た分解平面
図である。
【図１０】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を背面側から見た分解平
面図である。
【図１１】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を背面側から見た分解側
面図である
【図１２】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を背面側から見た側面図
である。
【図１３】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た平面図
である。
【図１４】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる左側エンド部材を
示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、（ｅ）は
右側面図、（ｆ）は背面図である。
【図１５】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる右側エンド部材を
示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、（ｅ）は
右側面図、（ｆ）は背面図である。
【図１６】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる左側スペー
サ部材を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、
（ｅ）は背面図、（ｆ）は底面図である。
【図１７】この発明の第１の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる右側スペー
サ部材を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、
（ｅ）は背面図、（ｆ）は底面図である
【図１８】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる左側ウッドキャッ
プ部材を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、
（ｅ）は右側面図、（ｆ）は背面図、（ｇ）は底面図である。
【図１９】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる右側ウッドキャッ
プ部材を示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、
（ｅ）は右側面図、（ｆ）は背面図、（ｇ）は底面図である。
【図２０】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た斜視図である
。
【図２１】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の端部を照明側から見た平面図
である。
【図２２】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の端部を照明側から見た平面図
である。
【図２３】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の端部を照明側から見た平面図
である。
【図２４】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の端部の側面図である。
【図２５】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の端部の側面図である。
【図２６】この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を木板の棚板に取りけた状態を
示す平面図である。
【図２７】陳列棚へこの発明の実施形態にかかる照明装置を取り付けた状態を示す斜視図
である。
【図２８】この発明の実施形態にかかる照明装置の本体カバーにフラットホルダーを取り
付ける状態を示す斜視図である。
【図２９】この発明の実施形態にかかる照明装置の本体カバーにフラットホルダーを取り
付けた状態を示す斜視図である。
【図３０】この発明の実施形態にかかる照明装置を連続するスパンのブラケットに取り付
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ける状態を示す平面図である。
【図３１】この発明の実施形態にかかる照明装置の本体カバーにスライドホルダーを取り
付ける状態を示す斜視図である。
【図３２】この発明の実施形態にかかる照明装置の本体カバーにスライドホルダーを取り
付けた状態を示す斜視図である。
【図３３】スライドホルダーを用いて照明装置をブラケットに取り付ける状態を示す模式
図であり、（ａ）は回転させる状態。（ｂ）は取り付けた状態を示している。
【図３４】この発明の第２の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照明
側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図である。
【図３５】この発明の第２の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は
正面図、（ｃ）は底面図である。
【図３６】この発明の第２の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は左側面図、（ｂ）
は右側面図、（ｃ）は背面図である。
【図３７】この発明の第２の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た分解斜
視図である。
【図３８】この発明の第２の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を棚の取り付け側から見
た分解斜視図である。
【図３９】この発明の第２の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た分解平
面図である。
【図４０】この発明の第２の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図４１】この発明の第２の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図４２】この発明の第２の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図４３】この発明の第３の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を示
す斜視図であり、（ａ）は照明側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図
である。
【図４４】この発明の第３の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を示
し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【図４５】この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材を示す斜
視図であり、（ａ）は照明側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図、（
ｃ）はベースフレーム側から見た斜視図である。
【図４６】この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材を示し、
（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【図４７】この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材を示し、
（ａ）は左側面図、（ｂ）は右側面図である。
【図４８】この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す斜視図である。
【図４９】この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す斜視図である。
【図５０】この発明の第３の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た分解斜
視図である。
【図５１】この発明の第３の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を照明側から見た平面図
である。
【図５２】この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大断面図である。
【図５３】この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を示
す斜視図であり、（ａ）は棚板側からの斜視図、（ｂ）は照明側からの斜視図である。
【図５４】この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を示
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し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【図５５】この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材と本
体エンド側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す斜視図である。
【図５６】この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材と本
体エンド側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す平面図である。
【図５７】この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材と本
体エンド側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す拡大した平面図である。
【図５８】この発明の第４の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大断面図である。
【図５９】この発明の第３、第４の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置
の側面図である。
【図６０】この発明の第３、第４の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置
の側面図である。
【図６１】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照明
側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図である。
【図６２】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は
正面図、（ｃ）は底面図である。
【図６３】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は左側面図、（ｂ）
は右側面図、（ｃ）は背面図である。
【図６４】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を照明側から示す分
解斜視図である。
【図６５】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を棚側から示す分解
斜視図である。
【図６６】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を照明側から示す平
面図である。
【図６７】この発明の第５の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を棚側から示す分解
斜視図である。
【図６８】この発明の第５の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大断面図である。
【図６９】この発明の第５の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大平面図である。
【図７０】この発明の第５の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図７１】この発明の第５の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図７２】この発明の第６の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は棚側
からの斜視図、（ｂ）は照明側からの斜視図である。
【図７３】この発明の第６の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は
正面図、（ｃ）は底面図である。
【図７４】この発明の第６の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は左側面図、（ｂ）
は右側面図、（ｃ）は背面図である。
【図７５】この発明の第６の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を照明側から示す分
解斜視図である。
【図７６】この発明の第６の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を棚側から示す分解
斜視図である。
【図７７】この発明の第６の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大断面図である。
【図７８】この発明の第６の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材とベース
フレーム側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大平面図である。
【図７９】この発明の第６の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
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図である。
【図８０】この発明の第７の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照明
側からの斜視図、（ｂ）は本体ケース側からの斜視図である。
【図８１】この発明の第７の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は
正面図、（ｃ）は底面図である。
【図８２】この発明の第７の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を照明側から示す斜
視図である。
【図８３】この発明の第７の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を示す部分拡大平面
図である。
【図８４】この発明の第７の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図８５】この発明の第８の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照明
側からの斜視図、（ｂ）は本体ケース側からの斜視図である。
【図８６】この発明の第８の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は
正面図、（ｃ）は底面図である。
【図８７】この発明の第８の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を照明側から示す斜
視図である。
【図８８】この発明の第８の実施形態のスペーサ部材の取り付け状態を示す平面図である
。
【図８９】この発明の第８の実施形態において、ベースフレームの方向を交互にした状態
を示す斜視図である。
【図９０】この発明の第８の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【図９１】この発明の第８の実施形態のスペーサを取り付けた状態を示す照明装置の側面
図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　この発明の実施の形態について図面を参照しながら詳細に説明する。なお、図中同一ま
たは相当部分には同一符号を付し、説明の重複を避けるためにその説明は繰返さない。
【００３０】
　図１は、この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を示す斜視図、図２は、陳列棚
の照明装置を照明側から見た斜視図である。図１及び図２に示すように、この発明の照明
装置Ｌは、本体カバー１と、複数の発光素子としてのＬＥＤ光源を取り付けたＬＥＤ基板
を保持するベースフレーム２と、拡散板３、本体カバー１に取り付けられる一対のスペー
サ部材４、４と、スペーサ部材４の外側に取り付けられる一対の本体エンド５、５とを備
える。本体エンド５は本体カバー１にねじ9により固定される。この実施形態においては
、本体カバー１には、棚板に取り付ける際にねじが挿入されるねじ用凹部１８、１９が設
けられている。これは照明装置Ｌが長い場合には、両端だけで棚板に取り付けた場合に照
明装置Ｌが撓む虞があるため、照明装置Ｌの中央部分でも棚板にねじ止めできるようにし
ている。なお、このねじ用凹部１８、１９は照明装置Ｌの長さが短い場合には設けなくて
も良い。即ち、照明装置Ｌの長さに応じて、適宜設けられ、その個数も適宜選択すれば良
い。
【００３１】
　図３は、この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられる本体カバーを示す
斜視図、図４は、この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置に用いられるベースカバ
ー部分を示す斜視図である。り、（ａ）は、ベースカバー、（ｂ）はＬＥＤ基板を取り付
けたベースカバーを示している。
【００３２】
　図１から図４に示すように、本体カバー１は、例えば、アルミニウムの押し出し成形等
により平板状の直方体に形成されている。陳列棚の棚板側と面する側は平板部１０が形成
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され、この平板部１０と対向する側に矩形状の開口部１２が形成されている。側面部１３
、１１が平板部１０の両側面に隣接して形成されている。一方の側面部１１には、後述す
るフラットホルダーやスライドホルダーの差し込み片と係合する一対の爪部１１ａ、１１
ａが設けられている。開口部１２の両側には、側面部１３に隣接する棚部１４、側面部１
１に隣接する棚部１５がそれぞれ設けられている。平板部１０の内側にはベースフレーム
２の突出部２１と当接する壁部１６が設けられている。                              
                           
【００３３】
　壁部１６と側面部１１との間の空間には、後述するように、ＬＥＤ基板２０から引き出
されたリード線の先端部に設けられたコネクタが照明装置Ｌの保管時などに収容される。
本体カバー１には、本体エンド５、５をねじ９で固定するためのねじ穴１７、１７が設け
られている。
【００３４】
　図４に示すように、ベースフレーム２は、例えば、アルミニウムの押し出し成形等によ
り形成され、ＬＥＤ基板２０が取り付けられるテーパー面２０ａが設けられている。この
テーパー面２０ａに対向するように反射面２２が設けられる。この反射面２２は本体カバ
ー１の開口部１２に対応し、開口部１２より一回りほど小さな開口部が形成される。そし
て、ＬＥＤ基板２０に設けられたＬＥＤ光源からの光が反射面２２により、本体カバー１
の開口部１２方向へ反射される。ベースフレーム２は、光の反射を効率よく行うために、
白色に着色されている。また、反射面２２には、光の反射をよりよくするために、反射シ
ートを接着してもよい。
【００３５】
　ベースフレーム２の反射面２２の背面側の一部は前記本体カバー１の平板部１０に当接
するように平板状に形成され、開口部１２方向に向かってアーチ状に形成されている。反
射面２２の背面には、本体カバー１の平板部１０及び壁部１６に当接し、ベースフレーム
２の位置決めを行う突出部２１が設けられている。そして、ベースフレーム２には、本体
カバー１の棚部１４上に載置される棚部２３、本体カバー１の棚部１５上に載置される棚
部２４が形成されている。
【００３６】
　ベースフレーム２には、コネクタ窓２６が設けられ、テーパー面２０ａにＬＥＤ基板２
０を取り付けると、コネクタ窓２６からコネクタ２７が露出する。このコネクタ２７にリ
ード線のコネクタを差し込み、外部からの電源の供給がなされる。また、隣接するベース
フレーム２間のＬＥＤ基板２０同士の接続もコネクタ２７にリード線のコネクタを接続し
て行われる。
【００３７】
　ベースフレーム２の開口部には、拡散板３を挿入するための溝２５、２５が形成されて
いる。
【００３８】
　図５から図７は、この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置の側面図である。図５
から図７に示すように、本体カバー１の棚部１４、１５にベースフレーム２の棚部２３、
２４を載せるようにしてスライドさせて本体カバー１内にベースフレーム２を差し込む。
そして、所定の位置までベースフレーム２をスライドさせて、本体カバー１内にベースフ
レーム２が装着され、保持される。ＬＥＤ基板２０のコネクタ２７に接続され引き出され
るリード線は本体カバー１の側面部１３とベースフレーム２との間の空間に引き込まれ、
本体カバー１の外部まで案内される。
【００３９】
　ベースフレーム２の溝２５、２５間に、拡散板３を挿入し、拡散板３を取り付ける。Ｌ
ＥＤ光源からの光は反射面２２で反射され、拡散板３から光が放射される。
【００４０】
　ところで、この発明の照明装置Ｌにおいては、本体カバー１は、棚板の幅に応じて種々
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用意されるが、ベースフレーム２は、３種類程度のサイズのものを用意し、複数のベース
フレーム２を組み合わせて所定の長さになるように構成している。このため、本体カバー
１の長さによっては、ベースフレーム２の長さが短くなる場合が生じる。そこで、この発
明の実施形態にかかる照明装置Ｌにおいては、図８から図１３に示すように、本体カバー
１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペースにスペーサ部材４を挿入し、その間
の空間を埋めるように構成している。
【００４１】
　スペーサ部材４は、本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられるもので、図１６及び
図１７に示すように、左右のスペーサ部材４、４は、左右対象に形成されている。図１６
は、左側スペーサ部材を示し、図１７は、右側スペーサ部材を示し、それぞれ（ａ）は斜
視図、（ｂ）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、（ｅ）は背面図、（ｆ）は
底面図である。上記のように、スペーサ部材４は、左右対称である以外は、左側も右側も
同一の構成になっている。
【００４２】
　スペーサ部材４は、例えば、樹脂成形により形成され、スペーサ部材４の本体部４０の
両側部に本体部４０と直交する方向に延在して一対の突出片４１が形成されている。この
第１の実施形態では、突出片４１は３５ｍｍの長さを有している。左右に一対のスペーサ
部材４を本体カバー１に取り付けるので、本体カバー１とベースフレーム２との間のスペ
ースを０から７０ｍｍの範囲で補うことが可能である。
【００４３】
　突出片４１は、拡散板３を支える支持部４１ａと、本体カバー１の棚部１４又は棚部１
５の上に載置される段部４１ｂとを有する。この段部４１ｂは支持部４１ａの上面よりベ
ースフレーム２の溝部２５の幅の分だけ上に段差を有して形成されている。支持部４１ａ
の外表面は、スペーサ部材４を装着した際、ベースフレーム２の溝２５の外表面と面一に
なるように形成されている。そして、その色合いもベースフレーム２の外表面と同じにし
、スペーサ部材４を装着して照明側から見ても違和感がないように構成している。
【００４４】
　支持部４１ａの拡散板３を支持する側の表面には、突出片４１の長さを示すスケールが
設けられている。本体カバー１とベースフレーム２との間の隙間に対応して突出片４１の
長さを切断し調整する際に、このスケールにより容易に切断加工が行える。
【００４５】
　本体部４０の下方部には、拡散板３が挿入されるスリット４３が設けられ、中央部には
、後述するウッドキャップ６の爪部が挿入される開口部４２が設けられている。更に、本
体部４０には、本体エンド５のピンが挿入される穴部４６、４６が設けられている。また
、本体部４０の一方端には、リード線が案内される一対の突出部４７が設けられ、この突
出部４７、４７には、対向する突起４７ａ、４７ａが設けられ、この突起４７ａにより、
リード線が保持される。　
【００４６】
　図６に示すように、スペーサ部材４の段部４１ｂを本体カバー１の棚部１４、棚部１５
に係合するように、本体カバー１の棚部１４、棚部１５上に装着すると、ベースフレーム
２の端部と当接して、スペーサ部材４が取り付けられ、本体カバー１と一体化する。ＬＥ
Ｄ基板２０から引き出されるリード線は本体カバー１の側面部１３とベースフレーム２と
の間の空間に引き込まれ、突起４７ａ、４７ａで保持され、本体カバー１の外部まで案内
される。
【００４７】
　スペーサ部材４を取り付けた後、本体エンド５が取り付けられる。本体エンド５は、ス
ペーサ部材４を取り付けた本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられるもので、図１４
及び図１５示すように、左右の本体エンド５、５は、左右対象に形成されている。図１４
は、左側エンド部材、図１５は、右側エンド部材を示し、それぞれ（ａ）は斜視図、（ｂ
）は上面図、（ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、（ｅ）は右側面図、（ｆ）は背面図で
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ある。
【００４８】
　本体エンド５は、本体カバー１と対向する面に２つのピン５６、５６が突出して形成さ
れている。ピン５６は、スペーサ部材４に設けられた穴４６、４６に対応した位置に形成
されている。このピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６にはめ込むことにより、本体
エンド５がスペーサ部材４に仮止めされる。
【００４９】
　本体エンド５には、リード線が引き出される窓部５１、ウッドキャップ６を取り付ける
ための開口部５２、コネクタを収容するための窓部５３が設けられている。
【００５０】
　本体エンド５には、フラットホルダーやスライドホルダーの差し込み片が挿入される一
対の爪部５５、５５が設けられている。そして、本体カバー１に設けられたねじ穴１６、
１６に対応する位置にねじ穴５４、５４が設けられている。
【００５１】
　図７に示すように、本体エンド５のピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６にはめ込
み、本体エンド５をスペーサ部材４に仮止めした後、ねじ穴５４、５４にねじ９をねじ込
むことで、本体カバー１に本体エンド５が固定される。
【００５２】
　本体カバー１に本体エンド５を取り付けると、本体カバー１、ベースフレーム２の端面
及びスペーサ部材４は本体エンド５により覆われる。そして、リード線を引き出す窓部５
１、コネクタを収容する窓部５３、ウッドキャップ６を取り付けるための開口部５２が露
出した状態となる。
【００５３】
　木の棚板の下側にこの発明の照明装置Ｌを取り付ける場合には、ウッドキャップ６を本
体エンド５に取り付ける。ウッドキャップ６は、本体エンド５を取り付けた本体カバー１
の左右にそれぞれ取り付けられるもので、図１８及び図１９に示すように、左右のウッド
キャップ６、６は、左右対象に形成されている。図１８は、左側ウッドキャップ部材、図
１９は、右側ウッドキャップ部材を示し、それぞれ（ａ）は斜視図、（ｂ）は上面図、（
ｃ）は正面図、（ｄ）は左側面図、（ｅ）は右側面図、（ｆ）は背面図、（ｇ）は底面図
である。
【００５４】
　ウッドキャップ６は、例えば、樹脂成形により形成されている。このウッドキャップ６
は、四角の箱形形状に形成され、本体部６０の照明側の面中央部に小判穴６６が形成され
ている。この小判穴６６は、棚側の取り付け面まで伸びる筒状に形成されている。本体部
６０の壁面には、切り欠き６１、６２、６３、６４が設けられている。本体エンド５側の
壁面６０ｂの中央部には、本体エンド５の開口部５２に挿入される爪部６５が設けられて
いる。この爪部６５の幅Ｗは、開口部５２の幅より少し大きく形成される。爪部６５は撓
んで挿入され、開口部５２内に挿入されると、爪部６５の先端部６５ａが開口部５２の縁
と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付けられる。
【００５５】
　本体エンド５側の壁面６０ｂに設けられた切り欠き６１は、本体エンド５側から導出さ
れるリード線が通される。切り欠き６２はリード線のコネクタを本体エンド５内に収容す
る際に、リード線が通される。リード線はそれぞれ使用する場所などにより、引き出され
る切り欠き６３又は６４が選択される。
【００５６】
　木棚板にウッドキャップ６を取り付けた照明装置Ｌを取り付ける際には、本体エンド５
より引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、その後、小判穴
６６に木ねじを通し、木ねじにより木棚板に照明装置Ｌを取り付ける。
【００５７】
　次に、この発明の照明装置Ｌの組み立てる手順について図８から図１３を参照して説明
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する。本体カバー１とベースフレーム２との間の隙間に対応して突出片４１の長さを切断
したスペーサ部材４を用意する。前述したように、本体カバー１とベースフレーム２との
間のスペースに対応して突出片４１の長さを切断し調整する際に、支持部４１ａに設けら
れたスケールを参照することで、容易に作業が行える。
【００５８】
　本体カバー１とＬＥＤ基板２０を保持したベースフレーム２とを用意し、本体カバー１
の棚部１４、１５にベースフレーム２の棚部２３、２４を載せるようにしてスライドさせ
て本体カバー１内にベースフレーム２を差し込み、本体カバー１内にベースフレーム２が
装着される。複数のベースフレーム２を用いる場合には、予めＬＥＤ基板２０同士をそれ
ぞれのコネクタ２７にリード線を接続して連結する。そして、ＬＥＤ基板２から引き出さ
れるリード線は本体カバー１の側面部１３とベースフレーム２との間の空間に引き込まれ
、本体カバー１の外部まで案内される。また、ベースフレーム２の溝２５に拡散板３を取
り付ける。
【００５９】
　続いて、スペーサ部材４の長さを調節した突出片４１の段部４１ｂを本体カバー１の棚
部１４、１５に係合するように、本体カバー１の棚部１４、１５上に装着すると、ベース
フレーム２の端部に当接してスペーサ部材４が取り付けられ、本体カバー１と一体化する
。ＬＥＤ基板２０から引き出されるリード線は本体カバー１の側面部１３とベースフレー
ム２との間の空間に引き込まれ、突起４７ａ、４７ａで保持され、本体カバー１の外部ま
で案内される。
【００６０】
　本体エンド５のピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６にはめ込み、本体エンド５を
スペーサ部材４に仮止めした後、ねじ穴５４、５４にねじ９（図１、図７参照）をねじ込
み、本体カバー１に本体エンド５が固定される。本体エンド５の開口部５２にウッドキャ
ップ６の爪部６５が挿入される。開口部５２内に爪部６５が挿入されると、爪部６５の先
端部６５ａが開口部５２の縁と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付けられる
。
【００６１】
　このように、棚板の幅に応じて種々用意された本体カバー１に対して、スペーサ部材４
の突出部４１の長さを調整することで、図１３に示すように、本体カバー１の端部とベー
スフレーム２の端部との間のスペースＳにスペーサ部材４が挿入され、種々の棚板に容易
に対応することができる。
【００６２】
　なお、図１１から図１３に示すものは、ウッドキャップ６を取り付けているが、棚板に
直接照明装置Ｌを取り付けずに、ブラケットに照明装置Ｌを取り付ける場合には、ウッド
キャップ６は取り付けず、後述するフラットホルダー７等を用いる。
【００６３】
　次に、この発明の照明装置Ｌの使用態様につき図２０から図３３を参照して説明する。
【００６４】
　図２０は、ウッドキャップ６を取り付けた照明装置Ｌを照明側から見た斜視図である。
ウッドキャップ６の本体エンド５側の壁面６０ｂの中央部に設けられた爪部６５を本体エ
ンド５の開口部５２に内に挿入して、爪部６５の先端部６５ａを開口部５２の縁と係合さ
せて本体エンド５にウッドキャップ６が取り付けられる。図２０に示すように、照明装置
Ｌの両端にウッドキャップ６が取り付けられている。
【００６５】
　図２１ないし図２３にウッドキャップ６とＬＥＤ基板２０から導出されたリード線２０
ｂの保持態様例を示す。図２１は、照明装置Ｌの保管時を示す照明装置の端部を照明側か
ら見た平面図である。この図２１に示すように、リード線２０ｂのコネクタが窓部５３か
ら本体カバー１内に収容されている。そして、リード線２０ｂは、ウッドキャップ５の凹
所の内部に収容されている。このため、照明装置Ｌを保管する際にリード線２０ｂが他の



(13) JP 6134171 B2 2017.5.24

10

20

30

40

50

部材に当接して傷つく虞などがなくなる。
【００６６】
　図２２及び図２３は、ウッドキャップ６を用いて木棚板に取り付ける際のリード線２０
ｂの取り出し態様を示している。図２２においては、切り欠き６４よりリード線２０ｂを
取り出し、照明装置Ｌの長さ方向と平行な方向にリード線２０ｂを取り出している。図２
３は、切り欠き６３よりリード線２０ｂを取り出し、照明装置Ｌの長さ方向と直交する方
向にリード線２０ｂを取り出している。
【００６７】
　図２４及び図２５は、照明装置Ｌの端部の側面図である。これらの図においては、本体
カバー１に本体エンド５を取り付けた状態を示し、ウッドキャップ６は取り付けていない
。図２４は、リード線とコネクタ２０ｃをそのまま窓部５１から導出している状態を示し
ている。図２５は、コネクタ２０ｃを窓部５３から本体カバー１内に収容した状態を示し
ている。このように、保管時はコネクタ２０ｃを本体カバー１内に収容することで、コネ
クタ２０ｃの破損を防止することができる。
【００６８】
　図２６は、この発明の実施形態にかかる陳列棚の照明装置を木板の棚板６００に取り付
けた状態を示す平面図である。照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そし
て、本体エンド５より引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出す
。その後、小判穴６６に木ねじ６０１を通し、木ねじ６０１により木板の棚板６００に照
明装置Ｌが取り付けられる。
【００６９】
　次に、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の照明装置Ｌを取り付ける態様につ
き説明する。ブラケットの先端に照明装置Ｌを取り付けるために、照明装置Ｌにフラット
ホルダー７を取り付ける。
【００７０】
　図２８及び図２９に示すように、フラットホルダー７は、ブラケットに挟み込まれるコ
の字状のフック部７１と、このフック部７１を支持するベース７３と、このベース７３に
対して直交する差し込み片７２とからなる。そして、本体カバー１の側面部１１と一対の
爪部１１ａ、１１ａとの間にフラットホルダー７の差し込み片７２が挿入され、本体エン
ド５に当接するようにフラットホルダー７が取り付けられる。そして、必要に応じてフラ
ットホルダー７に設けた穴部７４から本体カバー１にねじによりフラットホルダー７を固
定する。
【００７１】
　このフラットホルダー７は、両端に取り付けられるフラットホルダー７のベース７３の
長さが相違している。例えば、図２８及び図２９に示す例においては、下側に位置するフ
ラットホルダー７は、フック部７１の先端が本体カバー１の側面部１１と対向する側面に
到達するように構成されている。一方、上側に位置するフラットホルダー７は、側面１１
側からすぐの位置にフック部７１が位置するようにその長さが調整されている。これは、
ブラケットの左右に照明装置Ｌを配置する場合にも他方のフラットホルダー７のフック部
７１が邪魔にならずに、照明装置Ｌが一直線上に配置できるようにするためである。
【００７２】
　図２７は、陳列棚へこの発明の実施形態にかかる照明装置を取り付けた状態を示す斜視
図である。
【００７３】
　図２７に示すように、適当な間隔をおいて設置された支柱１０１にそれぞれチャンネル
鋼材などからなるサポート部材１０２をタップねじ（図示しない）を用いて固定し、この
サポート部材１０２に板状のブラケット１１０を係止する。さらにこのブラケット１１０
上に、この発明の照明装置Ｌが取り付けられた後、ブラケット１１０上にガラス板などか
らなる棚板が載せられる。また、サポート部材１０２の間には必要に応じてバックボード
１０５が設置される。
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【００７４】
　ブラケット１１０の後端部には、図示はしないが、上下２段以上のＬ字型の係止フック
が形成され、サポート部材１０２はこれら係止フックが抜き差しされる上下多段のスリッ
ト１０７と、これらスリット１０７から内部に挿入された係止フックが上下に移動できる
縦溝１０８とを備える。そして、前記ブラケット１１０は、サポート部材１０２の前面に
形成されたスリット１０７から係止フックを挿入してブラケット１１０を下げるという手
順でサポート部材１０２に係止される。
【００７５】
　上記のように、サポート部材１０２に係止された左右一対のブラケット１１０、１１０
にこの発明の照明装置Ｌを取り付ける。
【００７６】
　上記したように、本体カバー１の両端にフラットホルダー７、７を取り付ける。フラッ
トホルダー７のフック部７１をそれぞれブラケット１１０に係止することで、左右のブラ
ケット１１０に照明装置Ｌを取り付けることができる。この照明装置Ｌで下段の棚板上の
商品等を照明する陳列棚が得られる。
【００７７】
　また、ＬＥＤ基板２０を取り付けたベースフレーム２は、本体カバー１内に配置されて
おり、外部からは薄板状の本体カバー１が棚板の下に位置するだけであり、外観上シンプ
ルで見栄えがよい。
【００７８】
　次に、スパンが連続する場合に、この発明の照明装置の取り付ける方法につき、図３０
に従い説明する。
【００７９】
　図３０は、連続するスパンに棚板を載置する陳列棚へこの発明の実施形態にかかる照明
装置を取り付けた状態を示す平面図である。
【００８０】
　スパンが連続する場合には、１つのブラケット１１０に左右の照明装置Ｌのフラットホ
ルダー７のフック部７１が取り付けられることになる。この発明では、上述したように、
フラットホルダー７は、両端に取り付けられるフラットホルダー７のベース７３の長さが
相違している。例えば、図２８及び図２９に示す例においては、下側に位置するフラット
ホルダー７は、フック部７１の先端が本体カバー１の側面部１１と対向する側面に到達す
るように構成されている。一方、上側に位置するフラットホルダー７は、側面１１側から
すぐの位置にフック部７１が位置するようにその長さが調整されている。１つのブラケッ
ト１１０に係止させるフラットホルダー７のフック部７１の位置をずらし、隣り合う本体
カバー１が一直線上になるように構成したものである。
【００８１】
　このように、ブラケット１１０に２つのフラットホルダー７のフック部７１が重ならな
いように配置されている。
【００８２】
　この結果、本体カバー１に差し込んだフラットホルダー７を用いて、ブラケット１１０
に本体カバー１を取り付けると、連続する本体カバー１、１が一直線上に配置されること
になり、見栄えが良くなるばかりか、照明される位置のバラツキもなくなる。
【００８３】
　次に、ブラケット１１０に照明装置を取り付ける他の例につき、図３１から図３３を参
照して説明する。
【００８４】
　図３１は、この発明の実施形態にかかる照明装置の本体カバーにスライドホルダーを取
り付ける状態を示す斜視図、図３２は、この発明の実施形態にかかる照明装置の本体カバ
ーにスライドホルダーを取り付けた状態を示す斜視図、図３３は、スライドホルダーを用
いて照明装置をブラケットに取り付ける状態を示す模式図であり、（ａ）は回転させる状
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態。（ｂ）は取り付けた状態を示している。
【００８５】
　図３１から図３３に示すものは、ブラケット１１０に設けられた孔１１１を用いてオー
バーハング状に照明装置１を固定するものである。このため、本体カバー１の側面部１１
と一対の爪部１１ａ、１１ａとの間に、スライドホルダー８が装着される。スライドホル
ダー８は、左右一組で２本のブラケット１１０に装着される。
【００８６】
　図３１から図３３に示すように、左右一組のスライドホルダーで１つの照明装置Ｌを取
り付ける。
【００８７】
　スライドホルダー８は、本体カバー１の側面部１１と一対の爪部１１ａ、１１ａとの間
に嵌め込まれるバネ部材で構成された差し込み片８２と、本体カバー１の側面部１１から
突出し、孔１１１に挿入する係合部８３を有する突片８１とブラケット１１０に係合する
断面コ字状の係止部８５を有している。さらに、差し込み片８２には、ねじ孔８４を有し
、このねじ孔８４から本体カバー１にねじが締め付けられる。
【００８８】
　図３１及び図３２に示すように、本体カバー１の側面部１１と一対の爪部１１ａ、１１
ａとの間にスライドホルダー８の差し込み片８２を嵌め込んで挿入する。同じく、逆から
もスライドホルダー８を挿入する。
【００８９】
　止める位置をある程度決め、図３２に示すように、ねじ回しを用いて図示しないねじで
仮止めをする。
【００９０】
　図３１に示すように、ブラケット１１０の孔部１１１にスライドホルダー８の突片８２
の係合部を差し込み、図中矢印の方向に前に倒す（（ａ）参照）。そして、ブラケット１
１０に係止部８５を嵌め込み照明装置Ｌをブラケット１１０で支持する。そして、壁に対
してブラケット１１０が垂直になる位置でスライドホルダー８のねじを最後まで固定して
、照明装置Ｌがブラケット１１０に固定される。
【００９１】
　このように、スライドホルダー８を用いてもブラケット１１０に照明装置Ｌを取り付け
ることができるので、陳列棚の用途に応じて、取り付け方法を選択することができる。
【００９２】
　次に、この発明の第２の実施形態につき、図３４から図４２に従い説明する。この第２
の実施形態は、第１の実施形態が、スペーサ部材４の一対の突出部４１の長さを調整し、
本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペースＳにスペーサ部材４が挿
入するように構成されているのに対し、この発明の第２の実施形態のスペーサ部材４ａは
、突出部４１が板状に形成されている。
【００９３】
　図３４は、この発明の第２の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照
明側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図である。図３５は、この発明
の第２の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底
面図である。図３６は、この発明の第２の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は左側
面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は背面図である。
【００９４】
　前述したように、スペーサ部材４ａは、本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられる
もので、左右のスペーサ部材４ａは、左右対象に形成されている。この第２の実施形態に
おいては、一方のスペーサ部材４ａを図示し、他方のスペーサ部材４ａも左右対象以外は
、その構成は同じであるので、図示は省略している。
【００９５】
　図３４ないし図３６に示すように、スペーサ部材４ａは、例えば、樹脂成形により形成
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され、スペーサ部材４の本体部４０の両側部に本体部４０と直交する方向に延在して板状
の突出部４１１が形成されている。この第２の実施形態では、突出部４１１は３５ｍｍの
長さを有している。左右に一対のスペーサ部材４を本体カバー１に取り付けるので、本体
カバー１とベースフレーム２との間のスペースを０から７０ｍｍの範囲で補うことが可能
である。
【００９６】
　突出部４１１は、中央部に拡散板３を支える支持部４１ａ１と、両側に本体カバー１の
棚部１４又は棚部１５の上に載置される段部４１ｂ１とを有する。この段部４１ｂ１は支
持部４１ａ１の上面よりベースフレーム２の溝部２５の幅の分だけ上に段差を有して形成
されている。支持部４１ａ１の外表面は、スペーサ部材４ａを装着した際、ベースフレー
ム２の溝２５の外表面と面一になるように形成されている。そして、その色合いもベース
フレーム２の外表面と同じにし、スペーサ部材４ａを装着して照明側から見ても違和感が
ないように構成している。
【００９７】
　支持部４１ａ１の支持部４１ｂ１に近接する拡散板３を支持する側の表面には、突出部
４１１の長さを示すスケールが設けられている。本体カバー１とベースフレーム２との間
の隙間に対応して突出部４１１の長さを切断し調整する際に、このスケールにより容易に
切断加工が行える。この第２の実施形態においては、突出部４１１が１つの板状に形成さ
れているので、１度の切断作業で所定の長さに形成することができ、左右の長さの違いも
起こらない。また、後述するように、照明側から見ると、拡散板３の上に支持部４１ａ１

が配置されることになる。この結果、拡散板３の寸法精度に余裕ができる。即ち、本体カ
バー１の長さよりも短くても支持部４１ａ１で覆われるので、拡散板３の切断サイズの誤
差をある程度吸収することができる。更に、支持部４１ａ１で覆われた部分は、光が透過
せず、発光面と非発光面を明確に区別することができる。
【００９８】
　本体部４０の照明側の近傍には、第１の実施形態と同様に拡散板３が挿入されるスリッ
ト４３が設けられ、中央部には、ウッドキャップ６の爪部が挿入される開口部４２が設け
られている。更に、本体部４０には、本体エンド５のピンが挿入される穴部４６、４６が
設けられている。また、本体部４０の一方端には、リード線が案内される一対の突出部４
７が設けられ、この突出部４７、４７には、対向する突起４７ａ、４７ａが設けられ、こ
の突起４７ａにより、リード線が保持される。
【００９９】
　図３７、図４０に示すように、スペーサ部材４ａの両側の段部４１ｂ１を本体カバー１
の棚部１４、棚部１５に係合するように、本体カバー１の棚部１４、棚部１５上に装着す
ると、ベースフレーム２の端部と当接して、スペーサ部材４が取り付けられ、本体カバー
１と一体化する。図４１に示すように、拡散板３の上に支持部４１ａ１が配置されること
になる。ＬＥＤ基板２０から引き出されるリード線は本体カバー１の側面部１３とベース
フレーム２との間の空間に引き込まれ、突起４７ａ、４７ａで保持され、本体カバー１の
外部まで案内される。
【０１００】
　ベースフレーム２の溝２５、２５間に、拡散板３を挿入し、拡散板３を取り付ける。Ｌ
ＥＤ光源からの光は反射面２２で反射され、拡散板３から光が放射される。
【０１０１】
　スペーサ部材４ａを取り付けた後、本体エンド５が取り付けられる。本体エンド５は、
スペーサ部材４ａを取り付けた本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられる。
【０１０２】
　前述したように、本体エンド５は、本体カバー１と対向する面に２つのピン５６、５６
が突出して形成されている。ピン５６は、スペーサ部材４ａに設けられた穴４６、４６に
対応した位置に形成されている。図４２に示すように、このピン５６をスペーサ部材４の
穴４６、４６にはめ込むことにより、本体エンド５がスペーサ部材４に仮止めされる。
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【０１０３】
　第１の実施形態と同様に、本体エンド５のピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６に
はめ込み、本体エンド５をスペーサ部材４に仮止めした後、ねじ穴５４、５４にねじ９を
ねじ込むことで、本体カバー１に本体エンド５が固定される。
【０１０４】
　本体カバー１に本体エンド５を取り付けると、本体カバー１、ベースフレーム２の端面
及びスペーサ部材４ａは本体エンド５により覆われる。そして、リード線を引き出す窓部
５１、コネクタを収容する窓部５３、ウッドキャップ６を取り付けるための開口部５２が
露出した状態となる。
【０１０５】
　前述した第１の実施形態と同様に、開口部５２に爪部６５が挿入されると、爪部６５の
先端部６５ａが開口部５２の縁と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付けられ
る。
【０１０６】
　このように、この第２の実施形態においても第１の実施形態と同様に、棚板の幅に応じ
て種々用意された本体カバー１に対して、スペーサ部材４ａの突出部４１ａの長さを調整
することで、本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペースにスペーサ
部材４ａが挿入され、種々の棚板に容易に対応することができる。
【０１０７】
　この第２の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０１０８】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第２の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０１０９】
　次に、この発明の第３の実施形態につき、図４３から図５２に従い説明する。この第３
の実施形態は、第１及び第２の実施形態が、スペーサ部材４、４ａの突出片４１、突出部
４１１の長さを調整し、本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペース
にスペーサ部材４、４ａが挿入するように構成されているのに対し、この発明の第３の実
施形態のスペーサ部材４ｂ、４ｂｎは、厚さが異なる複数の部材で構成している。そして
、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎをスペースに応じて選択して本体カバー１の端部とベースフ
レーム２の端部との間の挿入するものである。即ち、ある程度のサイズパターン、例えば
、厚さが１ｍｍ、２ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍのサイズパターンのスペーサ部材４ｂ、４ｂ
ｎを用意しておけば、これらの組み合わせにより、１ｍｍ単位での対応ができる。
【０１１０】
　図４３は、この発明の第３の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を
示す斜視図であり、（ａ）は照明側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視
図である。図４４は、この発明の第３の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペー
サ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。図４５は、こ
の発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材を示す斜視図であり、
（ａ）は照明側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図、（ｃ）は本体エ
ンド側から見た斜視図である。図４６は、この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿
入されるスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である
。図４７は、この発明の第３の実施形態の本体エンド側に挿入されるスペーサ部材を示し
、（ａ）は左側面図、（ｂ）は右側面図である。図４８は、この発明の第３の実施形態の
ベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材と本体エンド側に挿入されるスペーサ部材の
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取り付け状態を示す斜視図である。図４９は、この発明の第３の実施形態のベースフレー
ム側に挿入されるスペーサ部材と本体エンド側に挿入されるスペーサ部材の取り付け状態
を示す斜視図である。
【０１１１】
　スペーサ部材４ｂ、４ｂｎは、本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられるもので、
左右のスペーサ部材４ｂ、４ｂｎは、左右対象に形成されている。この第３の実施形態に
おいては、一方のスペーサ部材４ｂ、４ｂｎを図示し、他方のスペーサ部材４ｂ、４ｂｎ
も左右対象以外は、その構成は同じであるので、図示は省略している。
【０１１２】
　図４３、図４４に示すように、ベースフレーム２側に挿入されるスペーサ部材４ｂは、
例えば、樹脂成形により形成され、スペーサ部材４ｂの本体部４０の両側部に本体部４０
と同じ厚さ段部４１２が形成されている。この第３の実施形態では、本体部４０の上部の
照明側の面４０ｔが、ベースフレーム２の溝２５の外表面と面一になるように形成されて
いる。そして、その色合いもベースフレーム２の外表面と同じにし、スペーサ部材４ｂを
装着して照明側から見ても違和感がないように構成している。このスペーサ部材４ｂの厚
みは、例えば３ｍｍに形成されている。後述するように、本体エンド側に挿入されるスペ
ーサ部材４ｂｎは、その厚さを異ならせたサイズパターンが用意される。これらの組み合
わせにより、１ｍｍ単位で本体カバー１とベースフレーム２との間のスペースを補うこと
が可能である。
【０１１３】
　左右の段部４１２の上面は、本体カバー１の棚部１４、１５に当接し、上面４０ｔの幅
が本体カバー１の開口部１２に嵌まり込む大きさに形成され、両段部４１２の角が本体カ
バー１の開口部１２に嵌め込まれ、本体カバー１にスペーサ部材４ｂが取り付けられる。
【０１１４】
　スペーサ部材４ｂは、光が透過せず、発光面と非発光面を明確に区別することができる
。
【０１１５】
　本体部４０の中央部には、ウッドキャップ６の爪部が挿入される開口部４２が設けられ
ている。更に、本体部４０には、本体エンド５のピンが挿入される穴部４６、４６が設け
られている。この穴部４６、４６は、本体エンド側にスペーサ部材４ｂｎが嵌め込まれる
場合には、スペーサ部材４ｂｎに設けられたピン４６ｐが挿入される。
【０１１６】
　また、本体部４０の一方端には、リード線が案内される一対の突出部４７が設けられ、
この突出部４７、４７には、対向する突起４７ａ、４７ａが設けられ、この突起４７ａに
より、リード線が保持される。
【０１１７】
　図４５～図４７に示すように、本体エンド５とスペーサ部材４ｂとの間に挿入されるス
ペーサ部材４ｂｎは、例えば、樹脂成形により形成され、スペーサ部材４ｂの本体部４０
の両側部に本体部４０と同じ厚さ段部４１２が形成されている。この第３の実施形態では
、本体部４０の上部の照明側の面４０ｔが、ベースフレーム２の溝２５の外表面と面一に
なるように形成されている。そして、その色合いもベースフレーム２の外表面と同じにし
、スペーサ部材４ｂｎを装着して照明側から見ても違和感がないように構成している。こ
のスペーサ部材４ｂｎは、その厚さを異ならせた複数のサイズパターンが用意される。例
えば、厚さが１ｍｍ、２ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍのサイズパターンのスペーサ部材４ｂｎ
が用意される。これらの組み合わせにより、１ｍｍ単位で本体カバー１とベースフレーム
２との間のスペースを補うことが可能である。
【０１１８】
　左右の段部４１２の上面は、本体カバー１の棚部１４、１５に当接し、上面４０ｔの幅
が本体カバー１の開口部に嵌まり込む大きさに形成され、両段部４１２の角が本体カバー
１の開口部１２に嵌め込まれ、本体カバー１にスペーサ部材４ｂｎが取り付けられる。
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【０１１９】
　スペーサ部材４ｂｎは、光が透過せず、発光面と非発光面を明確に区別することができ
る。
【０１２０】
　本体部４０の中央部には、ウッドキャップ６の爪部が挿入される開口部４２が設けられ
ている。更に、本体部４０には、本体エンド５のピン又は本体エンド側に挿入されるスペ
ーサ部材４ｂｎのピン４６ｐが挿入される穴部（凹部）４６、４６が設けられる。本体部
４０のこの穴部（凹部）の反対面側には、ピン４６ｐが設けられている。
【０１２１】
　また、本体部４０の一方端には、リード線が案内される一対の突出部４７が設けられ、
この突出部４７、４７には、対向する突起４７ａ、４７ａが設けられ、この突起４７ａに
より、リード線が保持される。
【０１２２】
　図４８に示すように、本体カバー１とベースフレーム２との間のスペースに応じて、１
つのスペーサ部材４ｂと複数のスペーサ部材４ｂｎが用意され、これらスペーサ部材４ｂ
と４ｂｎが穴部（凹部）４６とピン４６ｐとが対向するように配置される。図４９に示す
ように、ベースフレーム側からスペーサ部材４ｂを挿入し、そして、その穴部（凹部）４
６にスペーサ部材４ｂｎのピン４６ｐを合わせ、両者を結合してスペースに応じてスペー
サ部材４ｂと４ｂｎを挿入する。
【０１２３】
　図５０～図５２、図５９及び図６０に示すように、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎの両側の
段部４１２を本体カバー１の棚部１４、棚部１５に係合するように、本体カバー１の棚部
１４、棚部１５上に装着し、順次スペーサ部材４ｂ、４ｂｎをベースフレーム２側へ送り
込む。互いに結合されたスペーサ部材４ｂ、４ｂｎは一体化され、スペーサ部材４ｂがベ
ースフレーム２の端部と当接して、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎが取り付けられ、本体カバ
ー１と一体化する。この第３の実施形態においては、拡散板３は、ベースフレーム２の長
さと等しく形成され、スペーサ部材４ｂの本体部４０の端面と拡散板２の端面が当接する
ことになる。ＬＥＤ基板２０から引き出されるリード線は本体カバー１の側面部１３とベ
ースフレーム２との間の空間に引き込まれ、突起４７ａ、４７ａで保持され、本体カバー
１の外部まで案内される。
【０１２４】
　ベースフレーム２の溝２５、２５間に、拡散板３を挿入し、拡散板３を取り付ける。Ｌ
ＥＤ光源からの光は反射面２２で反射され、拡散板３から光が放射される。
【０１２５】
　スペーサ部材４ｂ、４ｂｎを取り付けた後、本体エンド５が取り付けられる。本体エン
ド５は、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎを取り付けた本体カバー１の左右にそれぞれ取り付け
られる。
【０１２６】
　前述したように、本体エンド５は、本体カバー１と対向する面に２つのピン５６、５６
が突出して形成されている。ピン５６は、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎに設けられた穴４６
、４６に対応した位置に形成されている。ピン５６をスペーサ部材４ｂ又は４ｂｎの穴４
６、４６にはめ込むことにより、本体エンド５がスペーサ部材４に仮止めされる。
【０１２７】
　第１の実施形態と同様に、本体エンド５のピン５６をスペーサ部材４ｂ又は４ｂｎの穴
４６、４６にはめ込み、本体エンド５をスペーサ部材４ｂ又は４ｂｎに仮止めした後、ね
じ穴５４、５４にねじ９をねじ込むことで、本体カバー１に本体エンド５が固定される。
【０１２８】
　本体カバー１に本体エンド５を取り付けると、本体カバー１、ベースフレーム２の端面
及びスペーサ部材４ｂ又は４ｂｎは本体エンド５により覆われる。そして、リード線を引
き出す窓部５１、コネクタを収容する窓部５３、ウッドキャップ６を取り付けるための開
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口部５２が露出した状態となる。
【０１２９】
　前述した第１の実施形態と同様に、開口部５２ないに爪部６５が挿入されると、爪部６
５の先端部６５ａが開口部５２の縁と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付け
られる。
【０１３０】
　このように、この第３の実施形態においても第１及び第２の実施形態と同様に、棚板の
幅に応じて種々用意された本体カバー１に対して、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎを組み合わ
せ、長さを調整することで、本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペ
ースにスペーサ部材４ｂ、４ｂｎが挿入され、種々の棚板に容易に対応することができる
。
【０１３１】
　この第３の実施形態においては、例えば、厚さが１ｍｍ、２ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍの
サイズパターンのスペーサ部材４ｂ、４ｂｎを用意しておけば、カット作業を行うことな
く、これらの組み合わせにより、１ｍｍ単位での対応ができる。そして、カット作業をな
くすことで、カット寸法のミスをなくすことができる。
【０１３２】
　この第３の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０１３３】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第３の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０１３４】
　次に、この発明の第４の実施形態につき、図５３から図５８に従い説明する。この第４
の実施形態は、第３の実施形態のスペーサ部材４ｂに代えて、拡散板３の上に配置される
鍔部４９を本体部４０に設けたスペーサ部材４２ｃを用いたものである。その他のスペー
サ部材４ｂｎは、第３の実施形態と同様のものを用いる。鍔部４９を有するスペーサ部材
４ｃと厚さの異なるスペーサ部材４ｂｎを用いて本体カバー１の端部とベースフレーム２
の端部との間に挿入する。第３の実施形態と同様に、そして、スペーサ部材４ｃ、４ｂｎ
をスペースに応じて選択して本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間の挿入
することで、これらの組み合わせにより、１ｍｍ単位での対応ができる。
【０１３５】
　図５３は、この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を
示す斜視図であり、（ａ）は棚板側からの斜視図、（ｂ）は照明側からの斜視図である。
図５４は、この発明の第４の実施形態のベースフレーム側に挿入されるスペーサ部材を示
し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【０１３６】
　スペーサ部材４ｃは、本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられるもので、左右のス
ペーサ部材４ｃは、左右対象に形成されている。この第４の実施形態においては、一方の
スペーサ部材４ｃを図示し、他方のスペーサ部材４ｃも左右対象以外は、その構成は同じ
であるので、図示は省略している。
【０１３７】
　図５３、図５４に示すように、ベースフレーム２側に挿入されるスペーサ部材４ｃは、
例えば、樹脂成形により形成され、スペーサ部材４ｂの本体部４０の両側部に本体部４０
と同じ厚さ段部４１２が形成されている。この第４の実施形態では、本体部４０の上部の
照明側の面４０ｔが、ベースフレーム２の溝２５の外表面と面一になるように形成されて
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いる。そして、その色合いもベースフレーム２の外表面と同じにし、スペーサ部材４ｃを
装着して照明側から見ても違和感がないように構成している。このスペーサ部材４ｃの厚
みは、例えば３ｍｍに形成されている。また、本体エンド側に挿入されるスペーサ部材４
ｂｎは、第３の実施形態と同様にその厚さを異ならせたサイズパターンが用意される。こ
れらの組み合わせにより、１ｍｍ単位で本体カバー１とベースフレーム２との間のスペー
スを例えば３ｍｍから７０ｍｍの範囲で補うことが可能である。
【０１３８】
　更に、この第４の実施形態のスペーサ部材４ｃは、本体部４０の拡散板３が当接する位
置に拡散板３の上に配置される鍔部４９が設けられている。
【０１３９】
　左右の段部４１２の上面は、本体カバー１の棚部１４、１５に当接し、上面４０ｔの幅
が本体カバー１の開口部に嵌まり込む大きさに形成され、段部４１２の角が本体カバー１
の開口部１２に嵌め込まれ、本体カバー１にスペーサ部材４ｃが取り付けられる。
【０１４０】
　照明側から見ると、拡散板３の上に鍔部４９が配置されることになる。この結果、拡散
板３の寸法精度に余裕ができる。即ち、ベースカバー２の長さよりも短くても鍔部４９で
覆われるので、拡散板３の切断サイズの誤差をある程度吸収することができる。
【０１４１】
　又、この第４の実施形態のスペーサ部材４ｃも、光が透過せず、発光面と非発光面を明
確に区別することができる。
【０１４２】
　本体部４０の中央部には、ウッドキャップ６の爪部が挿入される開口部４２が設けられ
ている。更に、本体部４０には、本体エンド５のピンが挿入される穴部４６、４６が設け
られている。この穴部４６，４６は、本体エンド側にスペーサ部材４ｂｎが嵌め込まれる
場合には、スペーサ部材４ｂｎに設けられたピン４６ｐが挿入される。
【０１４３】
　また、本体部４０の一方端には、リード線が案内される一対の突出部４７が設けられ、
この突出部４７、４７には、対向する突起４７ａ、４７ａが設けられ、この突起４７ａに
より、リード線が保持される。
【０１４４】
　図５５、図５６に示すように、本体カバー１とベースフレーム２との間のスペースに応
じて、１つのスペーサ部材４ｃと複数のスペーサ部材４ｂｎが用意され、これらスペーサ
部材４ｃと４ｂｎが穴部（凹部）４６とピン４６ｐとが対向するように配置される。
【０１４５】
　図５７～図６０に示すように、スペーサ部材４ｃ、４ｂｎの両側の段部４１２を本体カ
バー１の棚部１４、棚部１５に係合するように、本体カバー１の棚部１４、棚部１５上に
装着し、順次スペーサ部材４ｃ、４ｂｎをベースフレーム２側へ送り込む。互いに結合さ
れたスペーサ部材４ｃ、４ｂｎは一体化され、スペーサ部材４ｃがベースフレーム２の端
部と当接して、スペーサ部材４ｂ、４ｂｎが取り付けられ、本体カバー１と一体化する。
この第４の実施形態においては、照明側から見ると、拡散板３の上に鍔部４９が配置され
る。ＬＥＤ基板２０から引き出されるリード線は本体カバー１の側面部１３とベースフレ
ーム２との間の空間に引き込まれ、突起４７ａ、４７ａで保持され、本体カバー１の外部
まで案内される。
【０１４６】
　ベースフレーム２の溝２５、２５間に、拡散板３を挿入し、拡散板３を取り付ける。Ｌ
ＥＤ光源からの光は反射面２２で反射され、拡散板３から光が放射される。
【０１４７】
　スペーサ部材４ｃ、４ｂｎを取り付けた後、本体エンド５が取り付けられる。本体エン
ド５は、スペーサ部材４ｃ、４ｂｎを取り付けた本体カバー１の左右にそれぞれ取り付け
られる。
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【０１４８】
　前述したように、本体エンド５は、本体カバー１と対向する面に２つのピン５６、５６
が突出して形成されている。ピン５６は、スペーサ部材４ｃ、４ｂｎに設けられた穴４６
、４６に対応した位置に形成されている。ピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６には
め込むことにより、本体エンド５がスペーサ部材４に仮止めされる。
【０１４９】
　第１の実施形態と同様に、本体エンド５のピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６に
はめ込み、本体エンド５をスペーサ部材４に仮止めした後、ねじ穴５４、５４にねじ９を
ねじ込むことで、本体カバー１に本体エンド５が固定される。
【０１５０】
　本体カバー１に本体エンド５を取り付けると、本体カバー１、ベースフレーム２の端面
及びスペーサ部材４は本体エンド５により覆われる。そして、リード線を引き出す窓部５
１、コネクタを収容する窓部５３、ウッドキャップ６を取り付けるための開口部５２が露
出した状態となる。
【０１５１】
　前述した第１の実施形態と同様に、開口部５２ないに爪部６５が挿入されると、爪部６
５の先端部６５ａが開口部５２の縁と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付け
られる。
【０１５２】
　このように、この第４の実施形態においても第３の実施形態と同様に、棚板の幅に応じ
て種々用意された本体カバー１に対して、スペーサ部材４ｃ、４ｂｎを組み合わせ、長さ
を調整することで、本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペースにス
ペーサ部材４ｃ、４ｂｎが挿入され、種々の棚板に容易に対応することができる。
【０１５３】
　この第４の実施形態においては、スペーサ部材４ｃと、例えば、厚さが１ｍｍ、２ｍｍ
、５ｍｍ、１０ｍｍのサイズパターンのスペーサ部材４ｂｎを用意しておけば、カット作
業を行うことなく、これらの組み合わせにより、１ｍｍ単位での対応ができる。そして、
カット作業をなくすことで、カット寸法のミスをなくすことができる。
【０１５４】
　この第４の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０１５５】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第２の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０１５６】
　次に、この発明の第５の実施形態につき、図６１から図７１に従い説明する。この第５
の実施形態は、第１の実施形態が、スペーサ部材４の一対の突出部４１の長さを調整し、
本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペースにスペーサ部材４が挿入
するように構成されているのに対し、この発明の第５の実施形態のスペーサ部材４ｄは、
本体部４０及び突出片４９ａが板状に形成され、本体部４０の両側に段部４１３が形成さ
れている。そして、この第５の実施形態は、本体部４０、段部４１３及び突出片４９ａに
所定の間隔、例えば、５ｍｍ間隔で切り込み溝が設けられ、この切り込み溝の位置で道具
を使わずにスペーサ部材４ｄを所望の長さで切断可能に構成している。道具を使わずに手
で簡単に切断が出きるので、作業時間が短縮できる。
【０１５７】
　図６１は、この発明の第５の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照
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明側からの斜視図、（ｂ）は（ａ）の逆方向側からの斜視図である。図６２は、この発明
の第５の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底
面図である。図６３は、この発明の第５の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は左側
面図、（ｂ）は右側面図、（ｃ）は背面図である。
【０１５８】
　前述したように、スペーサ部材４ｄは、本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられる
もので、左右のスペーサ部材４ｄは、左右対象に形成されている。この第２の実施形態に
おいては、一方のスペーサ部材４ｄを図示し、他方のスペーサ部材４ａも左右対象以外は
、その構成は同じであるので、図示は省略している。
【０１５９】
　図６１ないし図６３に示すように、スペーサ部材４ｄは、例えば、樹脂成形により形成
され、スペーサ部材４ｄの板状の本体部４０と板状の突出片４９ａが形成されている。本
体部４０の両側に段部４１３が形成されている。この第５の実施形態では、板状の突出片
４９ａは３５ｍｍの長さを有している。左右に一対のスペーサ部材４ｄを本体カバー１に
取り付けるので、本体カバー１とベースフレーム２との間のスペースを０から７０ｍｍの
範囲で補うことが可能である。
【０１６０】
　本体部４０の中央部には、板状の突出片４９ａが設けられ、両側に本体カバー１の棚部
１４又は棚部１５の上に載置される段部４１３が設けられている。突出片４９ａの外表面
は、スペーサ部材４ｄを装着した際、ベースフレーム２の溝２５の外表面と面一になるよ
うに形成されている。そして、その色合いもベースフレーム２の外表面と同じにし、スペ
ーサ部材４ｄを装着して照明側から見ても違和感がないように構成している。
【０１６１】
　更に、この第５の実施形態のスペーサ部材４ｄは、本体部４０の拡散板３が当接する位
置に拡散板３の上に配置される鍔部４９ｄが設けられている。
【０１６２】
　左右の段部４１３の上面は、本体カバー１の棚部１４、１５に当接し、上面板部４９ａ
の幅が本体カバー１の開口部に嵌まり込む大きさに形成され、段部４１３の角が本体カバ
ー１の開口部１２に嵌め込まれ、本体カバー１にスペーサ部材４ｄが取り付けられる。
【０１６３】
　照明側から見ると、拡散板３の上に鍔部４９ｄが配置されることになる。この結果、拡
散板３の寸法精度に余裕ができる。即ち、ベースカバー２の長さよりも短くても鍔部４９
で覆われるので、拡散板３の切断サイズの誤差をある程度吸収することができる。
【０１６４】
　本体部４０、突出片４９ａ及び段部４１３の照明側の反対側の面には、所定間隔、例え
ば、５ｍｍ間隔毎に切断用の切り込み溝４９ｃが設けられ、この切り込み溝４９ｃの位置
で道具を使わずにスペーサ部材４ｄを所望の長さで切断可能に構成している。
【０１６５】
　本体カバー１とベースフレーム２との間の隙間に対応して本体部４０、突出片４９ａ及
び段部４１３の長さを切断し調整する際に、この切り込み溝４９ｃにより、手で折り曲げ
ることにより容易に切断加工が行える。この第５の実施形態においては、本体部４０、突
出片４９ａ及び段部４１３が１つの板状に形成されているので、１度の切断作業で所定の
長さに形成することができ、左右の長さの近いも起こらない。また、後述するように、照
明側から見ると、拡散板３の上に鍔部４９ｄが配置されることになる。この結果、拡散板
３の寸法精度に余裕ができる。即ち、ベースフレーム２の長さよりも短くても鍔部４９ｄ
で覆われるので、拡散板３の切断サイズの誤差をある程度吸収することができる。更に、
板部４９ａ、鍔部４９ｄで覆われた部分は、光が透過せず、発光面と非発光面を明確に区
別することができる。
【０１６６】
　本体部４０の本体ケース１側の近傍には、ウッドキャップ６の爪部が挿入される開口部
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４２が設けられている。更に、本体部４０には、本体エンド５のピンが挿入される穴部４
６、４６が設けられている。また、本体部４０の一方端には、リード線が案内される一対
の突出部４７が設けられ、この突出部４７、４７には、対向する突起４７ａ、４７ａが設
けられ、この突起４７ａにより、リード線が保持される。
【０１６７】
　図６４～図６８に示すように、所定の長さの切り込み溝４９ｃで切断したスペーサ部材
４ｄの両側の段部４１を本体カバー１の棚部１４、棚部１５に係合するように、本体カバ
ー１の棚部１４、棚部１５上に装着すると、ベースフレーム２の端部と当接して、スペー
サ部材４が取り付けられ、本体カバー１と一体化する。図６８、図６９に示すように、拡
散板３の上に鍔部４９ｄが配置されることになる。ＬＥＤ基板２０から引き出されるリー
ド線は本体カバー１の側面部１３とベースフレーム２との間の空間に引き込まれ、突起４
７ａ、４７ａで保持され、本体カバー１の外部まで案内される。
【０１６８】
　予めベースフレーム２の溝２５、２５間に、拡散板３が挿入され、拡散板３を取り付け
られている。ＬＥＤ光源からの光は反射面２２で反射され、拡散板３から光が放射される
。
【０１６９】
　スペーサ部材４ｄを取り付けた後、本体エンド５が取り付けられる。本体エンド５は、
スペーサ部材４ｄを取り付けた本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられる。
【０１７０】
　前述したように、本体エンド５は、本体カバー１と対向する面に２つのピン５６、５６
が突出して形成されている。ピン５６は、スペーサ部材４ｄに設けられた穴４６、４６に
対応した位置に形成されている。図７０に示すように、スペーサ部材４ｄの穴４６、４６
にピン５６をはめ込むことにより、本体エンド５がスペーサ部材４に仮止めされる。
【０１７１】
　第１の実施形態と同様に、本体エンド５のピン５６をスペーサ部材４の穴４６、４６に
はめ込み、本体エンド５をスペーサ部材４に仮止めした後、ねじ穴５４、５４にねじ９を
ねじ込むことで、本体カバー１に本体エンド５が固定される。
【０１７２】
　本体カバー１に本体エンド５を取り付けると、本体カバー１、ベースフレーム２の端面
及びスペーサ部材４は本体エンド５により覆われる。そして、リード線を引き出す窓部５
１、コネクタを収容する窓部５３、ウッドキャップ６を取り付けるための開口部５２が露
出した状態となる。
【０１７３】
　前述した第１の実施形態と同様に、開口部５２内に爪部６５が挿入されると、爪部６５
の先端部６５ａが開口部５２の縁と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付けら
れる。
【０１７４】
　このように、この第５の実施形態においても第１の実施形態と同様に、棚板の幅に応じ
て種々用意された本体カバー１に対して、スペーサ部材４ａの突出部４１ａの長さを調整
することで、本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペースにスペーサ
部材４ａが挿入され、種々の棚板に容易に対応することができる。
【０１７５】
　この第５の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０１７６】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第２の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
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ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０１７７】
　次に、この発明の第６の実施形態につき、図７２から図７９に従い説明する。この第６
の実施形態は、第５の実施形態が、スペーサ部材４ｄを本体カバー１の側面からの棚部１
４、１５に沿って挿入するのに対し、側面及び上面のいずれからも装着できるように構成
したものである。また、この発明の第６の実施形態のスペーサ部材４ｅは、第５の実施形
態と同様に、本体部４０及び突出片４９ａが板状に形成されている。そして、この第６の
実施形態は、本体部４０、突出片４９ａと後述する脚部に所定の間隔、例えば、５ｍｍ間
隔で切り込み溝が設けられ、この切り込み溝の位置で道具を使わずにスペーサ部材４ｅを
所望の長さで切断可能に構成している。道具を使わずに手で簡単に切断が出きるので、作
業時間が短縮できる。
【０１７８】
　図７２は、この発明の第６の実施形態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は棚
側からの斜視図、（ｂ）は照明側からの斜視図である。図７３は、この発明の第６の実施
形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
図７４は、この発明の第６の実施形態のスペーサ部材を示し、（ａ）は左側面図、（ｂ）
は右側面図、（ｃ）は背面図である。
【０１７９】
　前述したように、スペーサ部材４ｅは、本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられる
もので、左右のスペーサ部材４ｅは、左右対象に形成されている。この第６の実施形態に
おいては、一方のスペーサ部材４ｅを図示し、他方のスペーサ部材４ｅも左右対象以外は
、その構成は同じであるので、図示は省略している。
【０１８０】
　図７２ないし図７４に示すように、スペーサ部材４ｅは、例えば、樹脂成形により形成
され、スペーサ部材４ｅの本体部４０と突出片４９ａが板状に形成されている。この第６
の実施形態では、本体部４０は３５ｍｍの長さを有している。左右に一対のスペーサ部材
４ｅを本体カバー１に取り付けるので、本体カバー１とベースフレーム２との間のスペー
スを０から７０ｍｍの範囲で補うことが可能である。
【０１８１】
　本体部４０から直交する方向に左右に脚部４８ａ、４８ｂが設けられ、脚部４８ａ、４
８ｂは、本体カバー１の平板部１０と当接する長さに形成されている。又、脚部４６ａは
、壁部１６に当接し、スペーサ部材４ｅを本体カバー１に装着する際の位置決めとして機
能する。
【０１８２】
　この脚部４８ａ、４８ｂの外側には本体カバー１の棚部１４又は棚部１５の上にそれぞ
れ挿入される脚部４８ｄ、４８ｅがそれぞれ設けられている。この脚部４８ｄ、４８ｅに
は、棚部１４、１５にそれぞれ係合する凸部４８ｆが設けられている。
【０１８３】
　このスペーサ部材４ｅを本体カバー１の開口部１２の上部から挿入する際には、脚部４
８ｄ、４８ｅが撓んで開口部１２内に嵌め込まれ、各凸部４８ｆが棚部１４又は棚部１５
の下に係合してスペーサ部材４ｅが取り付けられる。
【０１８４】
　本体部４０及び突出片４９ａの外表面は、スペーサ部材４ｅを装着した際、ベースフレ
ーム２の溝２５の外表面と面一になるように形成されている。そして、その色合いもベー
スフレーム２の外表面と同じにし、スペーサ部材４ｅを装着して照明側から見ても違和感
がないように構成している。
【０１８５】
　本体部４０、突出片４９ａ、脚部４８ａ、４８ｂ、４８ｄ、４８ｅの照明側の反対側の
面には、所定間隔、例えば、５ｍｍ間隔毎に切断用の切り込み溝４９ｃが設けられ、この
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切り込み溝４９ｃの位置で道具を使わずにスペーサ部材４ｄを所望の長さで切断可能に構
成している。
【０１８６】
　更に、この第６の実施形態のスペーサ部材４ｅは、本体部４０の拡散板３が当接する位
置に拡散板３の上に配置される鍔部４９ｄが設けられている。
【０１８７】
　本体カバー１とベースフレーム２との間の隙間に対応して板状部４１ａ等の長さを切断
し調整する際に、この切り込み溝４９ｃにより、手で折り曲げることにより容易に切断加
工が行える。この第６の実施形態においては、本体部４０及び突出片４９ａが１つの板状
に形成されているので、１度の切断作業で所定の長さに形成することができ、左右の長さ
の近いも起こらない。また、後述するように、照明側から見ると、拡散板３の上に鍔部４
９ｄが配置されることになる。この結果、拡散板３の寸法精度に余裕ができる。即ち、ベ
ースフレーム２の長さよりも短くても鍔部４９ｄで覆われるので、拡散板３の切断サイズ
の誤差をある程度吸収することができる。更に、板部４９ａ、鍔部４９ｄで覆われた部分
は、光が透過せず、発光面と非発光面を明確に区別することができる。
【０１８８】
　そして、このスペーサ部材４ｅは、本体カバー１の側面からの棚部１４、１５に沿って
挿入する以外に上面からも装着できるように構成している。このように、第６の実施形態
においては、側面又は上面のいずれからもスペーサ部材４ｅを装着することができるので
、作業性が向上する。
【０１８９】
　脚部４８ａ、４８ｂ間の本体部４０の下方部には、ウッドキャップ６の爪部が挿入され
る開口部４２が設けられている。更に、脚部４８ｂには、本体エンド５のピンが挿入され
る窪み４８ｃが設けられている。
【０１９０】
　図７５～図７９に示すように、所定の長さの切り込み溝４９ｃで切断したスペーサ部材
４ｅの両側の脚部４８ｄ、４８ｅを本体カバー１の棚部１４、棚部１５に係合するように
、本体カバー１の開口部１２の上から或いは棚部１４、棚部１５上に沿って移動させて装
着すると、ベースフレーム２の端部と当接して、スペーサ部材４が取り付けられ、本体カ
バー１と一体化する。図７６、図７７に示すように、拡散板３の上に鍔部４９ｄが配置さ
れることになる。
【０１９１】
　予めベースフレーム２の溝２５、２５間に、拡散板３が挿入され、拡散板３を取り付け
られている。ＬＥＤ光源からの光は反射面２２で反射され、拡散板３から光が放射される
。
【０１９２】
　スペーサ部材４ｅを取り付けた後、本体エンド５が取り付けられる。本体エンド５は、
スペーサ部材４ｄを取り付けた本体カバー１の左右にそれぞれ取り付けられる。
【０１９３】
　前述したように、本体エンド５は、本体カバー１と対向する面に２つのピン５６、５６
が突出して形成されている。ピン５６は、スペーサ部材４ｅに設けられた窪み４８ｃで案
内され、本体エンド５がスペーサ部材４ｅに仮止めされる。
【０１９４】
　本体エンド５をスペーサ部材４に仮止めした後、ねじ穴５４、５４にねじ９をねじ込む
ことで、本体カバー１に本体エンド５が固定される。
【０１９５】
　本体カバー１に本体エンド５を取り付けると、本体カバー１、ベースフレーム２の端面
及びスペーサ部材４ｅは本体エンド５により覆われる。そして、リード線を引き出す窓部
５１、コネクタを収容する窓部５３、ウッドキャップ６を取り付けるための開口部５２が
露出した状態となる。
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【０１９６】
　前述した第１の実施形態と同様に、開口部５２内に爪部６５が挿入されると、爪部６５
の先端部６５ａが開口部５２の縁と係合し本体エンド５にウッドキャップ６が取り付けら
れる。
【０１９７】
　このように、この第６の実施形態においても第１の実施形態と同様に、棚板の幅に応じ
て種々用意された本体カバー１に対して、スペーサ部材４ｅの本体部及び突出片４１ａの
長さを調整することで、本体カバー１の端部とベースフレーム２の端部との間のスペース
にスペーサ部材４ｅが挿入され、種々の棚板に容易に対応することができる。
【０１９８】
　この第６の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０１９９】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第６の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０２００】
　上記した第１から第６の実施形態においては、スペーサ部材を本体カバー１の左右にそ
れぞれ取り付けている。これに対して、この第７の実施形態は、左右に集中していた発光
しない部分を中間部分にスペーサ部材を分割して取り付け、発光しない部分を分散させ、
見栄えを良くしたものである。
【０２０１】
　第７の実施形態を図８０～図８４に従い説明する。図８０は、この発明の第７の実施形
態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照明側からの斜視図、（ｂ）は本体ケー
ス側からの斜視図である。図８１は、この発明の第７の実施形態のスペーサ部材を示し、
（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【０２０２】
　図８０～図８１に示すように、このスペーサ部材４ｆは、断面形状がベースフレーム２
と同様の形状に形成され、ベースフレーム２間にスペーサ部材４ｆを挿入して、あたかも
ベースフレーム２が延長されたように拡散板３の下に配置されることになる。スペーサ部
材４ｆは、例えば、１ｍｍ、３ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍとサイズに異なるものを用意し、
本体ケース１とベースフレーム２との間隔に応じて適宜選択して、中間部分に分散して装
着する。
【０２０３】
　スペーサ部材４ｆは、例えば、樹脂成形等により形成され、反射面４２２が設けられる
。この反射面４２２は本体カバー１の開口部１２に対応し、開口部１２より一回りほど小
さな開口部が形成される。スペーサ部材４ｆは、光の反射を効率よく行うために、白色に
着色されている。また、反射面４２２には、光の反射をよりよくするために、反射シート
を接着してもよい。
【０２０４】
　スペーサ部材４ｆの反射面４２２の背面側の一部は前記本体カバー１の平板部１０に当
接するように平板上に形成され、開口部１２方向に向かってアーチ状に形成されている。
反射面４２２の背面には、本体カバー１の平板部１０及び壁部１６に当接し、スペーサ部
材４ｆの位置決めを行う突出部４２１が設けられている。そして、スペーサ部材４ｆには
、本体カバー１の棚部１４上に載置される棚部４２３、本体カバー１の棚部１５上に載置
される棚部４２４が形成されている。
【０２０５】
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　スペーサ部材４ｆの開口部には、拡散板３を挿入するための溝４２５、４２５が形成さ
れている。
【０２０６】
　図８２～図８４に示すように、本体カバー１とベースフレーム２とによるスペースに応
じてスペーサ部材４ｆを用意する。本体ケース１にベースフレーム２を挿入し、その後に
スペーサ部材４ｆを挿入し、ベースフレーム２間にスペーサ部材４ｆを挿入する。そして
、拡散板３をベースフレーム２の溝２５及びスペーサ部材４ｆの溝４２５に挿入して、照
明装置Ｌが構成される。
【０２０７】
　この第７の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０２０８】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第７の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０２０９】
　上記した第７の実施形態は、拡散板３の下にスペーサ部材を配置している。これに対し
て第８の実施形態は、拡散板３はそれぞれベースフレーム２の長さに対応し、ベースフレ
ーム２間を上からスペース部材を挿入したものである。
【０２１０】
　第８の実施形態を図８５～図９１に従い説明する。図８５は、この発明の第７の実施形
態のスペーサ部材を示す斜視図であり、（ａ）は照明側からの斜視図、（ｂ）は本体ケー
ス側からの斜視図である。図８６は、この発明の第７の実施形態のスペーサ部材を示し、
（ａ）は上面図、（ｂ）は正面図、（ｃ）は底面図である。
【０２１１】
　図８５～図８６に示すように、このスペーサ部材４ｇは、本体カバー１の開口部１２の
上部から装着されるものである。スペーサ部材４ｇは、例えば、樹脂成形により形成され
、スペーサ部材４ｇは板状部４９ｇが形成されている。この第８の実施形態では、例えば
、１ｍｍ、３ｍｍ、５ｍｍ、１０ｍｍとサイズに異なるものを用意し、本体ケース１とベ
ースフレーム２との間隔に応じて適宜選択して、中間部分に分散して装着する。
【０２１２】
　板状部４９ｇには本体カバー１の棚部１４又は棚部１５に上からそれぞれ挿入される脚
部４８ｄ、４８ｅがそれぞれ設けられている。この脚部４８ｄ、４８ｅには、棚部１４，
１５にそれぞれ係合する凸部４８ｆが設けられている。
【０２１３】
　このスペーサ部材４ｅを本体カバー１の開口部１２の上部から挿入する際には、脚部４
８ｄ、４８ｅが撓んで開口部１２内に嵌め込まれ、各凸部４８ｆが棚部の下に係合してス
ペーサ部材４ｇが取り付けられる。
【０２１４】
　板状部４９ｇの外表面は、スペーサ部材４ｇを装着した際、ベースフレーム２の溝２５
の外表面と面一になるように形成されている。そして、その色合いもベースフレーム２の
外表面と同じにし、スペーサ部材４ｅを装着して照明側から見ても違和感がないように構
成している。
【０２１５】
　図８８～図９１に示すように、本体カバー１とベースフレーム２とによるスペースに応
じてスペーサ部材４ｇを用意する。本体ケース１にベースフレーム２を挿入し、その後に
スペーサ部材４ｇを挿入し、ベースフレーム２間にスペーサ部材４ｇを挿入する。そして
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明装置Ｌが構成される。
【０２１６】
　図８９に示すように、ベースフレーム２の反射面２２が装着する順序で交互になるよう
に、本体ケース１に取り付けても良い。このように取り付けると、棚の前方と後方にそれ
ぞれ光が交互に案内され、ディスプレイに多様性を持たせることができる。
【０２１７】
　この第８の実施形態においても、第１の実施形態と同様に、木板の棚板に取り付ける場
合には、照明装置Ｌの両端にウッドキャップ６を取り付ける。そして、本体エンド５より
引き出したリード線を切り欠き６４又は切り欠き６３から引き出し、小判穴６６に木ねじ
を通し、木ねじにより木板の棚板に照明装置を取り付ける。
【０２１８】
　また、棚板を載せるブラケットの先端部にこの発明の第８の実施形態にかかる照明装置
Ｌを取り付ける場合には、前述した第１の実施形態と同様に、照明装置Ｌにフラットホル
ダー７又はスライドホルダー８を取り付ける。フラットホルダー７又はスライドホルダー
８を用いて、ブラケットの先端部に照明装置Ｌを取り付ける。
【０２１９】
　今回開示された実施の形態はすべての点で例示であって制限的なものではないと考えら
れるべきである。この発明の範囲は、上記した実施の形態の説明ではなくて特許請求の範
囲によって示され、特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が含まれ
ることが意図される。
【符号の説明】
【０２２０】
　Ｌ　照明装置
　１　本体カバー
　１０　平板部
　１１、１３　側面部
　１１ａ　爪部
　１２　開口部
　１４、１５　棚部
　１６　壁部
　２　ベースフレーム
　２０　ＬＥＤ基板
　２１　テーパー面
　２２　反射面
　２３、２４　棚部
　２５　溝
　３　拡散板
　４、４ａ、４ｂ、４ｃ、４ｄ，４ｅ、４ｆ、４ｇ　スペーサ部材
　４０　本体部
　４１　突出片
　４１ａ　支持部
　４１ｂ　段部
　５　本体エンド
　６　ウッドキャップ
　７　フラットホルダー
　８　スライドホルダー
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