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(57)【要約】
【課題】　照明装置の利便性を向上させ、この照明装置
に施錠機能を備えさせ、照明機能と施錠機能の切換性を
良好にして、使用し易くするようにした自転車用の照明
装置を提供する。
【解決手段】　自転車に取り付けられるケース本体２と
、このケース本体２に設けられるライト装着口２ａに装
着される単一のライト３とを備え、このライト３はライ
トケース３ｅを含み、このライトケース３ｅの先端側に
は照明部３ｆが設けられるとともに、この照明部３ｆを
発光させる電池およびスイッチを備えており、このライ
トケース３ｅの基端側はワイヤー４ａの一端に連結され
、このワイヤー４ａはケース本体２内に設けられるワイ
ヤー巻取機構４によって引き出し自在で、かつ巻取方向
に弾性体によって付勢され、ライト３はワイヤー４ａが
巻き取られた状態で、ケース本体２のライト装着口２ａ
に、ライト３のライトケースの基端側が着脱自在に装着
されたことを特徴とする。
【選択図】　図２



(2) JP 2009-132374 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　自転車に取り付けられるケース本体と、
　このケース本体に設けられるライト装着口に装着される単一のライトとを備え、
　このライトはライトケースを含み、このライトケースの先端側には照明部が設けられる
とともに、この照明部を発光させる電池およびスイッチを備えており、
　このライトケースの基端側はワイヤーの一端に連結され、このワイヤーは前記ケース本
体内に設けられるワイヤー巻取機構によって引き出し自在で、かつ巻取方向に弾性体によ
って付勢され、
　前記ライトは前記ワイヤーが巻き取られた状態で、前記ケース本体の前記ライト装着口
に、前記ライトの前記ライトケースの基端側が着脱自在に装着されていることを特徴とす
る自転車用の照明装置。
【請求項２】
　前記ケース本体には施錠装置が設けられ、この施錠装置の施錠装着口には前記ライトに
おける前記ライトケースの先端側が挿入されるように装着され、このライトケースに係合
して前記ライトの抜脱を規制して施錠することを特徴とする請求項１に記載の自転車用の
照明装置。
【請求項３】
　前記施錠装置の施錠装着口に前記ライトを挿入した状態で、前記ライトの前記スイッチ
は前記施錠装着口内に配位されて、外部から隠れることを特徴とする請求項２に記載の自
転車用の照明装置。
【請求項４】
　前記ライトケースの先端側の外周には凹溝状の係合溝が設けられ、一方、前記施錠装置
の前記施錠装着口は前記ライトケースの先端側が挿入されるように筒状に形成され、この
施錠装着口の周壁には内外径側に対して出没自在な係合爪が設けられ、この係合爪が前記
施錠装着口に挿入される前記ライトケースの前記係合溝に嵌り込むことによって前記ライ
トの抜脱を規制して施錠することを特徴とする請求項２、又は３に記載の自転車用の照明
装置。
【請求項５】
　前記係合爪は前記施錠装置に差し込まれる解除キーの回動操作に連繋して、前記施錠装
着口における前記周壁の外径側に没して前記ライトケースの前記係合溝から外れて解錠さ
れることを特徴とする請求項４に記載の自転車用の照明装置。
【請求項６】
　前記ケース本体の前記ライト装着口、前記施錠装着口、又は前記ライトの前記照明部を
被冠する単一のカバー体を備え、このカバー体は弾性部材によって前記ライト装着口、前
記施錠装着口、又は前記照明部側に付勢されていることを特徴とする請求項２、３、４、
又は５に記載の自転車用の照明装置。
【請求項７】
　前記ライトの前記ライトケースの先端側の外周には凹溝状の係合溝が形成され、一方、
前記施錠装置の前記施錠装着口は、前記ライトケースの前記係合溝を支持してスライド自
在となすレール片が一対並設されたスライド挿入路を有し、該スライド挿入路の一端側を
開口するライト挿入側、他端側を前記ライトケースの挿入方向への移動を止めるライト固
定側となし、
　前記スライド挿入路内に出入自在な係合部材が設けられ、この係合部材が前記スライド
挿入路にスライド挿入される前記ライトケースの先端側に係合して、前記ライトの抜脱を
規制して施錠することを特徴とする請求項２に記載の自転車用の照明装置。
【請求項８】
　前記ライトケースに設けられる前記係合溝と同様な第二係合溝が形成され、前記施錠装
置の前記施錠装着口に挿入して施錠される吊下部材本体を備え、この吊下部材本体に別体
の物品を装着するようにした吊下部材を備えることを特徴とする請求項３、４、５、６、
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又は７に記載の自転車用の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、盗難防止機能を備えさせた自転車用の照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　自転車で照明が必要な走行中に使用される照明装置と、自転車の不使用時に盗難防止を
目的として使用される施錠装置は、個別の装置として、別々に自転車に取り付けられて使
用されている。このような個別の装置を結合させて、施錠装置と照明装置の両方の使用が
可能な装置が提案されている（例えば特許文献１参照）。
【０００３】
【特許文献１】特開平１１－５９５２５号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この特許文献１における装置は、ヘッドランプ部と、錠機構とが筒形のケースに設けら
れ、照明装置としての使用時には、ハンドルに取り付け、施錠装置としての使用時には、
ケースによって車輪の回転を不能にするように取り付けて使用するものである。このため
ケースを取り付ける際、予め自転車のハンドル側に固定されたリング形の固定金具への装
着の場合には、ねじとナットによってクランプしてケースを固定しなければならない。ま
た、車輪側に固定された固定金具への装着の場合には、この固定金具の内面に設けられた
錠穴に、ケースから出入り自在に設けた錠レバーを外部から操作して、この錠レバーを挿
入して装着しなければならず、これらの作業が煩雑かつ面倒で使用しずらい課題を有して
いる。
【０００５】
　本発明の課題は、照明装置の利便性を向上させ、この照明装置に施錠機能を備えさせ、
照明機能と施錠機能の切換性を良好にして、使用し易くするようにした自転車用の照明装
置を提供することにある。
【課題を解決するための手段及び発明の効果】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明の自転車用の照明装置は、　自転車に取り付けられ
るケース本体と、このケース本体に設けられるライト装着口に装着される単一のライトと
を備え、このライトはライトケースを含み、このライトケースの先端側には照明部が設け
られるとともに、この照明部を発光させる電池およびスイッチを備えており、このライト
ケースの基端側はワイヤーの一端に連結され、このワイヤーは前記ケース本体内に設けら
れるワイヤー巻取機構によって引き出し自在で、かつ巻取方向に弾性体によって付勢され
、前記ライトは前記ワイヤーが巻き取られた状態で、前記ケース本体の前記ライト装着口
に、前記ライトのライトケースの基端側が着脱自在に装着されていることを特徴とする。
【０００７】
　上記のような構成にすることにより、ケース本体のライト装着口に装着された状態での
ライトの照明方向（例えば自転車走行時の前方又は後方）に対して、このライトをケース
本体から引き出せば前記照明方向とは異なる照明方向となる任意位置で使用することがで
きるため、ライト使用の利便性を向上させることができる。また、ライトはワイヤーによ
って、自転車に取り付けられるケース本体に連結されているため、ライト自体の盗難防止
にも有効となる。また、ライトは常に、ワイヤー巻取機構に連結されるワイヤーによって
引っ張られているため、ライト装着口に装着されるライトは、容易に抜け落ちることなく
使用できるので、自転車走行中での振動や衝撃などによるライトの脱落を防止できるため
、照明不良が発生しなくなり走行安全性を確保できる。
【０００８】
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　また、ケース本体には施錠装置が設けられ、この施錠装置の施錠装着口にはライトにお
けるライトケースの先端側が挿入されるように装着され、このライトケースに係合してラ
イトの抜脱を規制して施錠することを特徴とすることにより、ライト装着口に装着される
ライトを引き出して、自転車の車輪のスポーク間にワイヤーを通した状態で、このライト
を施錠装着口に装着して施錠できるため、ワイヤーによって車輪の回転を不能にする盗難
防止装置として使用することができる。また、ライトの先端側の照明部は施錠装着口内に
挿入されて隠れるため、この照明部を外部から保護することができる。
【０００９】
　また、施錠装置の施錠装着口にライトを挿入した状態で、ライトのスイッチは施錠装着
口内に配位されて、外部から隠れることを特徴とすることにより、車輪の回転を不能した
不使用状態で自転車が置かれていても、ライトのスイッチは外部から触れられないので、
悪戯による電池消耗などが防止できる。
【００１０】
　また、ライトケースの先端側の外周には凹溝状の係合溝が設けられ、一方、施錠装置の
施錠装着口はライトの先端側が挿入されるように筒状に形成され、この施錠装着口の周壁
には内外径側に対して出没自在な係合爪が設けられ、この係合爪が施錠装着口に挿入され
るライトケースの係合溝に嵌り込むことによってライトの抜脱を規制して施錠することを
特徴とすることにより、ライト装着口に装着されるライトを引き出して、自転車の車輪の
スポーク間にワイヤーを通した状態で、このライトを施錠装着口に挿入するだけで、出没
自在な係合爪がライトケースの係合溝に係合するため、施錠がワンタッチ操作となるので
、照明機能と施錠機能の切換性が良好となって、使用し易くなる。また、係合溝は周設さ
れているため、施錠装着口への挿入時の周方向における方向性をもっていないので、挿入
装着を簡便に行うことができる。
【００１１】
　また、係合爪は施錠装置に差し込まれる解除キーの回動操作に連繋して施錠装着口にお
ける周壁の外径側に没してライトケースの係合溝から外れて解錠されることを特徴とする
ことにより、施錠機能の解錠だけを外部からの解除キーの回転操作によっているので、盗
難防止機能を備えさせることができる。
【００１２】
　また、ケース本体のライト装着口、施錠装着口、又はライトの照明部を被冠する単一の
カバー体を備え、このカバー体は弾性部材によってライト装着口、施錠装着口、又は照明
部側に付勢されていることを特徴とすることにより、不使用時のライト装着口、施錠装着
口、又はライトの照明部をカバー体でによって被冠すれば、ライト装着口、施錠装着口、
又はライトの照明部の内部への雨水や、塵埃の浸入を防止でき、これによってケース本体
内のワイヤー巻取機構、施錠装置などの機能不具合を防止することができる。
【００１３】
　また、前記ライトの前記ライトケースの先端側の外周には凹溝状の係合溝が形成され、
一方、前記施錠装置の前記施錠装着口は、前記ライトケースの前記係合溝を支持してスラ
イド自在となすレール片が一対並設されたスライド挿入路を有し、該スライド挿入路の一
端側を開口するライト挿入側、他端側を前記ライトケースの挿入方向への移動を止めるラ
イト固定側となし、前記スライド挿入路内に出入自在な係合部材が設けられ、この係合部
材が前記スライド挿入路にスライド挿入される前記ライトケースの先端側に係合して、前
記ライトの抜脱を規制して施錠することを特徴とすることにより、ライト装着口に装着さ
れるライトを引き出して、自転車の車輪のスポーク間にワイヤーを通した状態で、このラ
イトを施錠装着口のスライド挿入路に挿入して施錠できるため、ワイヤーによって車輪の
回転を不能にする盗難防止装置として使用することができる。また、ライトの先端側の照
明部は施錠装着口のスライド挿入路内に挿入されて隠れるため、この照明部を外部から保
護することができる。また、スライド挿入路のライト固定側までライトをスライド移動し
た状態でライトを施錠する係合部材は、ライトの先端側に、その一部分を接触させる部位
を備えればよく、係合部材の形態を単純化できるので、施錠装置として構造簡素化を図る



(5) JP 2009-132374 A 2009.6.18

10

20

30

40

50

ことができる。
【００１４】
　また、ライトケースに設けられる係合溝と同様な第二係合溝が形成され、施錠装置の施
錠装着口に挿入して施錠される吊下部本体を備え、この吊下部本体に別体の物品を装着す
るようにした吊下部材を備えることを特徴とすることにより、多種多様な物品をケース本
体に施錠した状態で吊り下げて走行できるので、さらに利便性に優れた照明装置を提供で
きる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１５】
　以下、本発明の実施の形態につき図面に示す実施例を参照して説明する。図１は本発明
に係る自転車用の照明装置を自転車に取り付けた状態を示す図である。
　図において、自転車用の照明装置１は自転車ＡのフレームＢに挿抜自在に装着されるシ
ートポストＣに装着される。このシートポストＣの上部には、サドルＤが装着されている
。このサドルＤを固定するシートポストＣに照明装置１が装着され、サドルＤに近接する
下側に照明装置１が配置されるようになっている。
【００１６】
　この照明装置１は自転車Ａに取り付けられるケース本体２と、このケース本体２に着脱
自在に装着され、自転車Ａの前方側若しくは後方側を照らすための単一のライト３を備え
ている。
【００１７】
　図３は照明装置の外観を示す図である。図３において、ケース本体２はプラスチック、
金属などによって形成され、内部に収容空間が形成されるように、ほぼ立方体形状を呈す
る箱状に形成されている。このケース本体２には、ライト３を着脱自在に装着するための
ライト装着口２ａと、ワイヤー巻取機構４と、施錠装置５とが設けられる。
【００１８】
　ライト装着口２ａは、ライト３の照明方向が自転車Ａの前方側若しくは後方側を照らす
ように、ケース本体２の前壁２ｂ（図３の右側）に、内部の収納空間と連続して開口形成
されるように筒部２ｃが突設されている。
【００１９】
　図４はライトの外観および内部を示す図である。図４において、ケース本体２のライト
装着口２ａ（図３参照）に装着されるライト３は、電球や発光ダイオードなどの発光源３
ａと、この発光源３ａに電力を供給するための電池３ｂと、発光源３ａを連続点灯、若し
くは連続点滅で発光させるためのスイッチ３ｃを備える電気回路部３ｄを有している。
【００２０】
　ライト３は一部を円筒状に形成したライトケース３ｅを含み、このライトケース３ｅの
先端側（図４（ｂ）の左側の円筒側）には発光源３ａが配置されて照明部３ｆとなしてい
る。また、電池３ｂ、電気回路部３ｄはライトケース３ｅに内装されるとともに、スイッ
チ３ｃは外部から押圧操作してオン・オフ動作が可能となるように照明部３ｆ近傍のライ
トケース３ｅから露出させている。
【００２１】
　また、ライト３のライトケース３ｅにおける先端側には、後述する施錠装置５によって
施錠される部位としての凹溝状の係合溝３ｇが周設されている。また、ライト３のライト
ケース３ｅにおける基端側（図４（ａ）、（ｂ）の右側の先細り側）には、後述するワイ
ヤー巻取機構４（図５参照）のワイヤー４ａの一端が連結されている。
【００２２】
　また、ライト３の大きさは、ライトケース３ｅに内装する発光源３ａ、電池３ｂ、スイ
ッチ３ｃ、電気回路部３ｄの大きさ（特に電池３ｂ）によって任意に、その円筒側の外径
や長さを設定することができる。
【００２３】
　図５はケース本体の内部を示す図である。図５において、ワイヤー巻取機構４はケース
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本体２内に設けられる。ワイヤー巻取機構４にはワイヤー４ａの他端が連結されるととも
に、ワイヤー４ａの一端はライト装着口２ａを通してライト３に連結されている。ワイヤ
ー４ａはワイヤー巻取機構４によって引き出し自在で、かつ巻取方向に弾性体によって付
勢されている。
【００２４】
　ワイヤー巻取機構４はワイヤー４ａを巻き取るための巻取リール４ｂがケース本体２の
一方の側壁２ｄの内面側に回転自在に軸支されており、この巻取リール４ｂにワイヤー４
ａの他端が連結されている。巻取リール４ｂはワイヤー４ａを巻き取り方向（図５中の矢
印）に回転させるように弾性体としてのゼンマイバネ４ｃによって付勢されている。
【００２５】
　また、巻取リール４ｂには任意歯数を備えるラチェット歯４ｄが周設されるとともに、
このラチェット歯４ｄと係合し、巻取リール４ｂを停止状態に保持するための操作レバー
４ｅが設けられている。この操作レバー４ｅは、Ｌ字状に形成されるレバー本体４ｆを有
し、レバー本体４ｆの長尺側の先端側にはラチェット歯４ｄに係合する爪４ｇが形成され
るとともに、レバー本体４ｆの短尺側には受圧片４ｈが形成される。ラチェット歯４ｄは
ワイヤー４ａを常に巻取方向に引っ張る（付勢）ために、その歯数を例えば周方向の４個
所に設けている。これによって、ラチェット歯４ｄの間で爪４ｇが移動可能となることに
よって、ワイヤー４ａを常に巻取方向に引っ張る状態が維持される。
【００２６】
　このレバー本体４ｆの中間個所は、ケース本体２の側壁２ｄの内面側に回転自在に軸支
され、この操作レバー４ｅの爪４ｇを、常にラチェット歯４ｄに係合させるために、この
爪４ｇをラチェット歯４ｄ側に付勢するためのスプリング４ｊが設けられている。
【００２７】
　また、操作レバー４ｅの受圧片４ｈを押圧して爪４ｇをラチェット歯４ｄから離脱させ
て係合を解除するための操作ボタン４ｋが設けられている。この操作ボタン４ｋはケース
本体２の下壁２ｅから外部に露出するように設けられる。この操作ボタン４ｋを外部から
押圧操作することによって巻取リール４ｂの拘束状態を解除させるように操作レバー４ｅ
を作動させて、巻取リール４ｂがゼンマイバネ４ｃの付勢力によって巻き取り方向に回転
することによりワイヤー４ａが巻き取られる。
【００２８】
　このようにワイヤー４ａがワイヤー巻取機構４によって巻き取られると、ワイヤー４ａ
に連結されるライト３がライト装着口２ａに装着される（図６参照）。この装着状態にお
いて、ライト３のスイッチ３ｃはライト装着口２ａを形成する筒部２ｃ内に設けられる内
周溝２ｃ１内に配位されるため、外部からのスイッチ３ｃの操作を不能にすることができ
る。
【００２９】
　図７は施錠装置の配置個所を部分的に拡大して示す図である。図７において、施錠装置
５は、ケース本体２の下壁２ｅ側に設けられる。この施錠装置５は、ライト３の先端側が
挿入されるように円筒状に形成されるハウジング５ａを有し、このハウジング５ａがケー
ス本体２の下壁２ｅから、ハウジング５ａの先端の開口側を下方へ突出させるようにして
施錠装着口５ｂを設けている。なお、ケース本体２内に出入りするワイヤー４ａに付着す
るゴミなど汚れから施錠装置５を保護するための仕切壁２ｈを設けている。
【００３０】
　図８から図１１は、施錠装置におけるハウジングを示す図である。図８から図１１にお
いて、このハウジング５ａの周壁５ａ１にはライト３の係合溝３ｇと係合するための係合
爪５ｃが設けられる。この係合爪５ｃはハウジング５ａの周方向に、所定間隔をもって複
数個（本例では４個）配設される。係合爪５ｃはハウジング５ａの周壁５ａ１の一部を切
り込んで切断形成するチャック片５ｄに設けられる。
【００３１】
　このチャック片５ｄは、ハウジング５ａの軸方向に延び、周方向で所定間隔をもって平
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行となした切断線Ｓ１（図８参照）によって帯状に切断形成される。この切断線Ｓ１はハ
ウジング５ａの周壁５ａ１の後端から先端（施錠装着口５ｂ側）の手前まで切り込まれて
いる。これによってチャック片５ｄの先端５ｄ１側とハウジング５ａの周壁５ａ１とは、
連続した一体の形態が残されるため、チャック片５ｄの後端５ｄ２側がハウジング５ａの
内外径側に拡径・縮径されるように変形自在となした片持ち構造となる。また、チャック
片５ｄの後端５ｄ２側はハウジング５ａの周壁５ａ１の後端から突出されるように延出部
５ｅが形成されている。
【００３２】
　係合爪５ｃは、チャック片５ｄの中間個所（ハウジング５ａの軸方向）の内側からハウ
ジング５ａ中心側に突出される。係合爪５ｃは図９に示すように、ハウジング５ａの先端
側に傾斜面５ｆが形成されるとともに、ハウジング５ａの後端側には軸方向と直交する直
交面５ｇが形成されるように、断面視でほぼ三角突起状に形成されている。また、係合爪
５ｃの傾斜面５ｆの基部側には、この傾斜面５ｆの一部を凹状に窪ませた窪み部５ｇ１が
形成され、ライト３の係合溝３ｇに係合される係合爪５ｃは、例えば、ライト３と周壁５
ａ１の間から薄い板が差し込まれても、この窪み部５ｇ１によって薄い板は侵入が止めら
れるため、外部からの外し操作を不能にすることができる。
【００３３】
　ハウジング５ａの周壁５ａ１には、リング状に形成されるリングバネ５ｈが外装（図１
０参照）され、チャック片５ｄがハウジング５ａにおける径方向である外側に変形移動さ
れるときに、このチャック片５ｄを径方向である内側に復帰変形移動させるように、リン
グバネ５ｈの弾発力によって付勢させている。
【００３４】
　また、ハウジング５ａの後端における内周側には天井壁５ｊが形成されている。この天
井壁５ｊには、ハウジング５ａの後端から突出されるチャック片５ｄの延出部５ｅに当接
して、チャック片５ｄをハウジング５ａにおける径方向（図８の矢印）である外側に変形
移動させるための円板状の回転プレート５ｋが回動自在に軸支されている。
【００３５】
　図１１は施錠装置５の施錠状態（上側）と解除状態（下側）を示す図である。図１１に
おいて、回転プレート５ｋの外周縁には、チャック片５ｄの個数に対応して、該チャック
片５ｄの延出部５ｅを遊嵌状に嵌り込ませるための切欠凹部５ｍが切り欠き形成される。
【００３６】
　この切欠凹部５ｍにおいて、ハウジング５ａにおける周方向で対向する側縁５ｍ１、５
ｍ２のうち、一方の側縁５ｍ１には、チャック片５ｄの延出部５ｅに当接したときに、チ
ャック片５ｄの延出部５ｅをハウジング５ａにおける径方向である外側へ押し広げるため
のカム面５ｎが形成されている。
【００３７】
　切欠凹部５ｍにおける他方の側縁５ｍ２には、チャック片５ｄの延出部５ｅと係合して
、当該チャック片５ｄのハウジング５ａにおける径方向である外側への拡径移動を規制す
るための規制突起５ｐが設けられている。また、回転プレート５ｋは、切欠凹部５ｍの規
制突起５ｐをチャック片５ｄの延出部５ｅに、常に係合させるように、コイルスプリング
５ｒによってハウジング５ａにおける周方向（図１１の矢印）に付勢されている。これよ
って、例えば、チャック片５ｄを外径方向に変位させるような力が作用しても、規制突起
５ｐがチャック片５ｄの延出部５ｅと係合しているため、チャック片５ｄの外径方向への
変位がしにくくなり、ライト３が施錠装置５から外れにくくなる。
【００３８】
　また、図１２に示すように、回転プレート５ｋを外部から操作するための錠前部５ｓを
設けている。この錠前部５ｓは解除キー５ｔと、当該解除キー５ｔが差し込まれ、解除キ
ー５ｔの回動操作によって回動する操作片５ｕを備えるシリンダー５ｗから構成されてい
る。この操作片５ｕを解除キー５ｔによって回転操作すると、回転プレート５ｋに設けら
れた突起５ｚに操作片５ｕが当接する。これによって回転プレート５ｋが図１１の矢印と
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は反対方向に回転して、チャック片５ｄが径方向の外側に変位される。するとチャック片
５ｄの係合片５ｃがライト３の係合溝３ｇから外れて解錠（図１１の下側）される。
【００３９】
　また、図９に戻り、ハウジング５ａの天井壁５ｊと、チャック片５ｄの係合爪５ｃとの
間の空間内には、解錠されたライト２を外方へ取り出すようにするための可動板５ｘが配
設される。この可動板５ｘは、該可動板５ｘと天井壁５ｊとの間に介装される圧縮バネ５
ｙによって外方へ付勢されている。
【００４０】
　また、図１３に示すように、ケース本体２にはシートポストＣに固定するための取付ス
テー６が設けられている。この取付ステー６は、丸棒部材６ａがＵ字状に曲げられて形成
され、その開放側の両側の丸棒部材６ａの端部側を、ケース本体２の両側の側壁２ｆに設
けるステー取付部２ｇに挿入して取り付けられている。
【００４１】
　また、この取付ステー６における丸棒部材６ａは、その折曲側から開放側の手前位置ま
での範囲にわたって、丸棒部材６ａの直角断面の一部を円弧状に凹ませるように形成して
ポスト取付部６ｂとなしている。
【００４２】
　そして、図１４から図１６に示すように、ケース本体２のシートポストＣへの取り付け
は、シートポストＣの上部のサドル取付部Ｅに装着する。
【００４３】
　このサドル取付部ＥはシートポストＣの上端に固定される固定部材Ｅ１と、この固定部
材Ｅ１と対をなし、ボルト・ナットＥ２によって締め付ける挟持部材Ｅ３とを備え、この
挟持部材Ｅ３と固定部材Ｅ２とによってサドルＤの下部に平行して設けられるサドルレー
ルＤ１を挟持して固定させるようにしている。
【００４４】
　そして、図１６に示すように、サドル取付部Ｅにおける固定部材Ｅ１とサドルレールＤ
１との間にケース本体２に取り付けている取付ステー６におけるポスト取付部６ｂを介在
させて、ケース本体２をサドルＤに近接する下側に配置されるように取り付けている。
【００４５】
　また、ケース本体２の他の取り付け例として、図１７に示すように、クランプバンドＦ
によってサドルＤ下方のシートポストＣに取り付けることも可能である。
【００４６】
　また、図１３に戻り、ライト装着口２ａ、施錠装着口５ｂ、又はライト３の照明部３ｆ
を被冠する単一の蓋状に形成されるカバー体７を備えている。このカバー体７は弾性部材
としての引張バネ７ａによってライト装着口２ａ、施錠装着口５ｂ、又は照明部３ｆ側に
付勢されている。この引張バネ７ａはケース本体２における両側のステー取付部２ｇに連
結されている。また、図１８に示すように、カバー体７の内側には、シール部材７ｂが設
けられている。このシール部材７ｂによってライト装着口２ａ、施錠装着口５ｂ、又はラ
イト３の照明部３ｆの周囲をシールすることによって、防滴、防塵機能を備えることがで
きる。また、カバー体７は透光性を有するプラスチックなどの材質によって成形すること
ができる。また、赤色、青色、黄色などに着色可能なプラスチックで成形することも可能
である。
【００４７】
　また、ケース本体２の施錠装置５における施錠装着口５ｂには、吊下部材８（吊下装置
）を着脱自在に装着することができる。この吊下部材８は、ライト３のライトケース３ｅ
前側に設けられる係合溝３ｇと同様な第二係合溝８ａが形成される吊下部材本体８ｃの端
部に、各種の機能を備える物品９ａから物品９ｇを装着可能となしている。図１９に示す
例では、スペアタイア(図示せず)を保持するための物品９ａとしての保持バンドを装着し
て吊下部材８となしている。この吊下部材８の場合には、物品９ａの回り止めを図るため
に、吊下部材本体８ｃの外周に凸部８ｄを設けるとともに、該凸部８ｄが嵌り込む凹部５
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ｚを施錠装着口５ｂに形成している。
【００４８】
　図２０から図２５は、物品９ｂから物品９ｇを各々装着する他の例の吊下部材８を示し
ている。図２０は、物品９ｂとしてのユニバーサルフック（カラナビ）を装着する吊下部
材８である。この吊下部材８においても、回り止めを図るための凸部８ｄと凹部５ｚとを
備えている。
【００４９】
　図２１は、物品９ｃとしての小物入れ（バック）を装着する吊下部材８である。この吊
下部材８の場合には、シートポストＣに固定するためのバンド８ｅが設けられる。また、
小物入れのチャック８ｆを開閉するためリング８ｇが設けられている。このリング８ｇは
施錠装着口５ｂに吊下部材本体８ｃを挿入装着する際に、予め、このリング８ｇに吊下部
材本体８ｃを通しておけば、装着後のチャック８ｆの開口を防止することができる。
【００５０】
　図２２は、物品９ｄとしての傘を装着する吊下部材８である。この吊下部材８の場合、
吊下部材本体８ｃと傘はコイルバネ８ｈで連結されている。この物品９ｄはシートポスト
Ｃに設けられる固定バンドＣ１に通して固定することができる。図２３は、物品９ｅとし
ての自転車空気入（ポンプ）を装着する吊下部材８である。この吊下部材８の場合、吊下
部材本体８ｃと自転車空気入はコイルバネ８ｈで連結されている。この物品９ｅはシート
ポストＣに設けられる固定バンドＣ１に通して固定することができる。
【００５１】
　図２４は、物品９ｆとしての円盤体の周囲にライト３と同様な発光源３ａを複数個備え
た無指向性ライトを装着する吊下部材８である。この吊下部材８の場合、例えば、ライト
３が前方（又は後方）を照明するように、固定金具Ｈ（又はライト装着口２ａ）に装着し
ているときには、物品９ｆが無指向性ライトであるため、後方（又は前方）からの識別機
能を備えさせることができる。
【００５２】
　図２５は、物品９ｇとしての自転車車輪用の泥除け（フェンダー）を装着する吊下部材
８である。この吊下部材８においても、回り止めを図るための凸部８ｄと凹部５ｚとを備
えている。また、泥除けは伸縮自在な機構を備えており、縮退時にはコンパクトな形態な
る。
【００５３】
　次に、自転車用の照明装置の使用方法について説明する。先ず、照明が必要な夜間など
の走行時には、ライト３のスイッチ３ｃを押して照明部３ｆの発光源３ａを連続点滅若し
くは連続点灯状態にする。
　この状態のライト３をサドルＤ近傍の下方に固定する照明装置１のライト装着口２ａに
装着（図３参照）して走行したり、また自転車のハンドルＧに固定する前方照明用の固定
金具Ｈ前部の前部装着口Ｈ１に前記と同様に装着（図２参照）して走行することができる
。このように、一つのライト３によって走行中の前方又は後方を照明することができる。
【００５４】
　次に、自転車不使用時の使用方法は、ライト３をケース本体２のライト装着口２ａから
外すように引き出して、自転車Ａの車輪のスポーク間にワイヤー４ａを通した状態で、こ
のライト３を施錠装着口５ｂに装着して施錠する。これによってワイヤー４ａが車輪の回
転を不能して盗難防止機能として作用する。
　この施錠装着口５ｂへのライト２の装着は、ハウジング５ａ内に挿入するライト３のラ
イトケース３ｅの先端側によって、チャック片５ｄの係合爪５ｃにおける傾斜面５ｆが押
圧されることにより、係合爪５ｃがリングバネ５ｈによる付勢力に抗してハウジング５ａ
の外径方向に変位移動する。この状態でライトケース３ｅがさらに移動して挿入されると
、ライトケース３ｅの係合溝３ｇが係合爪５ｃまで到達し、チャック片５ｄを付勢するリ
ングバネ５ｈによってチャック片５ｄがハウジング５ａの内径方向に変位移動して、チャ
ック片５ｄの係合爪５ｃがライトケース３ｅの係合溝３ｇに係合されることにより、ライ
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ト３の抜脱を規制するようにして施錠（図９参照）される。
【００５５】
　このように施錠されたライト３を外すには、施錠装置５の錠前部５ｓに解除キー５ｔを
差し込み、解除キー５ｔを回動操作（図１２参照）する。これによって回動する操作片５
ｕが施錠装置５におけるハウジング５ａの回転プレート５ｋを押して、回転プレート５ｋ
を回動させる。この回転プレート５ｋの回動によって切欠凹部５ｍ内に位置するチャック
片５ｄの延出部５ｅを、この切欠凹部５ｍにおけるカム面５ｎによってハウジング５ａの
外径方向に押圧することにより、チャック片５ｄはリングバネ５ｈによる付勢力に抗して
同方向に変位移動（図１１上側参照）する。これによってチャック片５ｄの係合片５ｃが
ライトケース３ｅの係合溝３ｇから外れて解錠される。このように解錠されると、ハウジ
ング５ａ内に設けられる圧縮バネ５ｙによって付勢されている可動板５ｘ（図９参照）に
よってライトケース３ｅがハウジング５ａから外側へ離脱されて取り外される。
【００５６】
　また、ケース本体２の他の取り付け例として、図２６に示すように、サドルＤ下方のシ
ートポストＣが挿通され、円筒状に形成される固定筒部２０には、セットスクリュー２０
ａが設けられる。このセットスクリュー２０ａのねじ込みによって固定筒部２０がシート
ポストＣの任意位置に固定される。また、固定筒部２０には、バー取付部２０ｂが設けら
れている。また、別体で形成される連結バー２０ｃが照明装置１のケース本体２のステー
取付部２ｇに固定されている。そして、このバー取付部２０ｂに連結バー２０ｃを挿入固
定して、固定筒部２０ｂに照明装置１を固定する。この例によると、シートポストＣを中
心として全周における任意位置での照明装置１の取付が可能となり、ライト３の照明方向
も自由に選択可能となる。
【００５７】
　次に、ケース本体２の施錠装置５における施錠装着口５ｂに装着する吊下部材８に装着
可能となした、各種機能を備える物品９ｈについて説明する。この物品９ｈは、セキュリ
ティを強化するためのもので、図２７、図２８に示すように、第二係合溝８ａが形成され
る吊下部材本体８ｃの下端部に、ワイヤーアラーム部９ｈ１が一体で設けられている。
【００５８】
　このワイヤーアラーム部９ｈ１は、アラーム錠本体９ｈ２が、その外観を上下の半球体
９ｈ３、９ｈ４が直胴体９ｈ５で連結された形態を呈しており、その直胴体９ｈ５に一端
が固定され、直胴体９ｈ５に巻き付け可能な大径ワイヤー９ｈ６が設けられている。この
大径ワイヤー９ｈ６は、その他端９ｈ７をアラーム錠本体９ｈ２（半球体９ｈ４）のワイ
ヤー固定部９ｈ８に挿入して、施錠または解錠可能となしている。
【００５９】
　また、アラーム錠本体９ｈ２には、アラーム作動確認用のＬＥＤ９ｈ９、警報音発生用
のアラームブザー９ｈ１０、外力によって生じる振動や、傾斜変位を検出させるための傾
斜／振動センサー９ｈ１１などが内蔵されている。また、これらの電子部品は、図示しな
い電気制御回路に接続されており、この電気制御回路によって、ＬＥＤ９ｈ９を発光させ
たり、傾斜／振動センサー９ｈ１１の出力信号によってアラームブザー９ｈ１０から大音
量のアラームを鳴らして盗難防止を図るようにしている。また、大径ワイヤー９ｈ６が途
中で切断された場合も、電気制御回路が作動してアラームを鳴らすようにすることができ
る。なお、動力源としての電池９ｈ１２を内蔵している。
【００６０】
　次に、ライト３の施錠構造に関する他の実施の形態について、図２９から図３３に基づ
いて説明する。図２９から図３３において、ライトケース３ｅのケース本体２の下壁２ｅ
側には、スライド施錠装置１５が設けられる。該スライド施錠装置１５は、ライト３をス
ライドさせて装着する第二の施錠装着口１５ａと、該第二の施錠装着口１５ａに装着した
ライト３を施錠または解錠するスライド施錠機構部１５ｂとを備えている。
【００６１】
　また、図３０に示すように、このスライド施錠装置１５に装着するライト３のライトケ
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ース３ｅの先端側には、カバーレンズ３ｈが設けられている。該カバーレンズ３ｈは、ラ
イトケース３ｅの円筒側の先端よりも内方側に位置しており、カバーレンズ３ｈと円筒側
の先端とによって前周壁３ｊを有する前方凹部３ｋが形成されている。
【００６２】
　そして、ケース本体２の下壁２ｅに設けられるスライド施錠装置１５の第二の施錠装着
口１５ａは、図２９に示すように、ケース本体２の下壁２ｅに一体に設けられている。詳
しくは、下壁２ｅから垂下状にして、かつ一対並設されるガイド突壁１５ａ１を有してい
る。該ガイド突壁１５ａ１の対向間隔はライトケース３ｅの円筒側の外径よりも大きく形
成される。このガイド突壁１５ａ１の下端から他方のガイド突壁１５ａ１側へ向かって突
出されるレール片１５ａ２が設けられる。また、ガイド突壁１５ａ１の一端側は、ライト
３を挿入するために開口されるとともに、他端側は対向配設される両側のガイド突壁１５
ａ１と連続形成される係止壁１５ａ３で閉鎖され、図３１に示すように、前者の開口側を
ライト挿入側Ｉとし、後者の閉鎖側をライト固定側Ｓとなしている。
【００６３】
　そして、ライト３の係合溝３ｇに挿通されるレール片１５ａ２を有する一対のガイド突
壁１５ａ１の間を、ライト３をスライド挿入するためのスライド挿入路１５ｃとなし、該
スライド挿入路１５ｃのレール片１５ａ２をライト３の係合溝３ｇに係合させてスライド
自在となしている。このライト挿入側Ｉとライト固定側Ｓについて、本例ではケース本体
２のライト装着口２ａ側をライト固定側Ｓとしているも、これとは反対向きのライト挿入
側Ｉをライト装着口２ａ側に位置させることもでき、さらに自転車の進行方向に前後とし
た場合の左右方向、斜め方向、上下方向などに、スライド挿入路１５ｃの形成方向を適宜
選択できる。
【００６４】
　スライド施錠機構部１５ｂは、図３１、図３２に示すように、ライト３が第二の施錠装
着口１５ａのライト固定側Ｓに位置されるときに施錠または解錠を行う。このスライド施
錠機構部１５ｂは解除キー５ｔと、当該解除キー５ｔが差し込まれ、解除キー５ｔの回動
操作によって回動する操作片５ｕを有するシリンダー５ｗと、この操作片５ｕによって作
動させて、ライト３の抜脱を規制する係合部材１５ｂ１とを備えている。
【００６５】
　係合部材１５ｂ１は、ケース本体２内に設けられる。係合部材１５ｂ１はケース本体２
の下壁２ｅに設けられる第二の施錠装着口１５ａにおける一対のガイド突壁１５ａ１の間
に、出入自在に設けられ、第二の施錠装着口１５ａに挿入されるライト３の前方凹部３ｋ
内に入り、ライト３の抜脱を規制するように構成される。
【００６６】
　係合部材１５ｂ１は、ケース本体２の側壁２ｆ内面に、一端側の基部１５ｂ２が枢支さ
れ、かかる枢支箇所を中心として他端側を上下揺動自在となしている。係合部材１５ｂ１
は一端側から他端側に向かって下方へ傾斜するガイド斜面１５ｂ３を有し、該ガイド斜面
１５ｂ３の他端側の端から上方へ連続する立面状の係合面１５ｂ４を有し、全体形状とし
て断面視ほぼ三角状となしており、この他端側がケース本体２の下壁２ｅに開口形成され
る出入口２ｅ１から出入自在に配設されている。
【００６７】
　また、係合部材１５ｂ１は常に圧縮バネなどの弾性部材１５ｄによって下方へ付勢され
るとともに、ガイド斜面１５ｂ３をライト挿入側Ｉ、係合面１５ｂ４をライト固定側Ｓに
指向させて、弾性部材１５ｄの弾発力によって出入口２ｅ１から突出させている。
【００６８】
　そして、ライト３を第二の施錠装着口１５ａのライト挿入側Ｉから挿入していくと、ラ
イト３の前周壁３ｊが係合部材１５ｂ１のガイド斜面１５ｂ３を押しながら、係合部材１
５ｂ１を上方へ動かし、その後、この係合部材１５ｂ１の他端側がライト３の前周壁３ｊ
を乗り越えると、弾性部材１５ｄの弾発力によって出入口２ｅ１から再び突出することに
より、係合部材１５ｂ１の係合面１５ｂ４がライト３の前周壁３ｊに接触されることとな
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り、ライト３のライト挿入側Ｉへの移動（抜脱）が規制されて施錠される。
【００６９】
　また、係合部材１５ｂ１の係合面１５ｂ４からシリンダー５ｗの外径よりも大きな所定
幅の係合突片１５ｂ５が突設されており、該係合突片１５ｂ５と係合して係合部材１５ｂ
１を弾性部材１５ｄの弾発力に抗して揺動させるための操作片５ｕを有するシリンダー５
ｗが近接配置されている。
【００７０】
　そして、この例による解錠操作は、図３２、図３３に示すように、ライト３が第二の施
錠装着口１５ａのライト固定側Ｓに位置し、係合部材１５ｂ１の係合面１５ｂ４にライト
３の前周壁３ｊが接触することによって生じる施錠状態で、解除キー５ｔの回動操作によ
って操作片５ｕを上動変位させ、この操作片５ｕで係合突片１５ｂ５を弾性部材１５ｄの
弾発力に抗して上方側へ持上げることにより、係合部材１５ｂ１の係合面１５ｂ４がライ
ト３の前方凹部３ｋ内から外れることによって、ライト３が第二の施錠装着口１５ａのラ
イト挿入側Ｉへスライド自在となり、解錠されることとなる。
【００７１】
　次に、ライト３の施錠構造に関する他の実施の形態について、図３４、図３５に基づい
て説明する。この例による他の構成部材について、上述の他の実施の形態における構成部
材と同様な部材は、図中に同一符号を付して、その詳細な説明は一部省略する。図３４、
図３５において、本例では、第二の施錠装着口１５ａのライト挿入側Ｉに第二の係合部材
を２５ｂ１を設けている。この第二の係合部材２５ｂ１には、枢支箇所である基部２５ｂ
２の一端側から他端側の間に、ライト挿入路１５ｃのライト挿入側Ｉに指向する斜面形態
のガイド斜面２５ｂ３と、ライト固定側Ｓに指向する斜面形態の係合面２５ｂ４とを備え
る断面視ほぼ逆山形となした係合凸部２５ｂ５を有する。
【００７２】
　また、第二の係合部材２５ｂ１は常に圧縮バネなどの弾性部材１５ｄによって下方へ付
勢され、弾性部材１５ｄの弾発力によってケース本体２の下壁２ｅに開口形成される出入
口２ｅ１から突出させている。また、第二の係合部材２５ｂ１からは係合突片１５ｂ５が
突設されており、該係合突片１５ｂ５と係合して第二の係合部材２５ｂ１を弾性部材１５
ｄの弾発力に抗して揺動させるための操作片５ｕを有するシリンダー５ｗが近接配置され
ている。この操作片５ｕは、図３４（ｂ）に示すように、概ね三角板状に形成され、先端
側がシリンダー５ｗの外径よりも外方に突出させる形態で形成されている。
【００７３】
　そして、ライト３を第二の施錠装着口１５ａのライト挿入側Ｉから挿入していくと、ラ
イト３の前周壁３ｊが第二の係合部材２５ｂ１のガイド斜面２５ｂ３を押しながら、第二
の係合部材２５ｂ１を上方へ動かし、その後、ライト３がライト挿入路１５ｃのライト固
定側Ｓまで移動されると、この第二の係合部材２５ｂ１の係合面２５ｂ４がライト３の前
周壁３ｊに当接されることとなる。かかる当接状態で、解除キー５ｔの回動操作によって
操作片５ｕを下動変位させて、該操作片５ｕでもって第二の係合部材２５ｂ１の係合突片
１５ｂ５を押圧した状態でシリンダー５ｗの回転を停止させることにより、第二の係合部
材２５ｂ１によってライト３のライト挿入側Ｉへの移動（抜脱）が規制されて施錠される
こととなる。
【００７４】
　この例による解錠操作としては、施錠操作の逆操作を行う。具体的には、施錠状態のシ
リンダー５ｗを解除キー５ｔの回動操作によって操作片５ｕを、第二の係合部材２５ｂ１
の係合突片１５ｂ５から離れるように上動変位させると、この係合部材２５ｂ１には、弾
性部材１５ｄの弾発力のみが加わっている状態となるため、ライト３をライト挿入側Ｉへ
スライド移動させると、ライト３の前周壁３ｊが係合部材２５ｂ１の係合面２５ｂ４を、
弾性部材１５ｄの弾発力に抗して押し上げることとなる。このように係合部材２５ｂ１の
動きが規制されていないため、スライド挿入路１５ｃ内では、ライト３がスライド自在と
り、解錠されることとなる。
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【図面の簡単な説明】
【００７５】
【図１】自転車用の照明装置を自転車に取り付けた状態を示す図。
【図２】ハンドルに設ける固定金具を示す図。
【図３】照明装置の外観を示す図。
【図４】ライトの外観および内部構造を示す図。
【図５】ケース本体の内部構造を示す図。
【図６】ライトをライト装着口に装着した状態を示す図。
【図７】施錠装置の配設個所を示す図。
【図８】施錠装置におけるハウジングの外観を示す図。
【図９】施錠装置におけるハウジングの内部を示す図。
【図１０】施錠装置におけるハウジングの外観を示す図。
【図１１】施錠装置における解錠・施錠の状態を示す図。
【図１２】施錠装置における錠前部を示す図。
【図１３】カバー体を備えた照明装置の外観を示す図。
【図１４】照明装置をサドル近傍に装着する前の状態を示す図。
【図１５】照明装置をサドル近傍に装着する状態を示す図。
【図１６】サドルの取付部を示す図。
【図１７】照明装置をサドル近傍に装着する他の実施の形態を示す図。
【図１８】カバー体による被冠状態を示す図。
【図１９】照明装置に装着する吊下装置を示す図。
【図２０】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２１】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２２】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２３】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２４】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２５】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２６】照明装置をサドル近傍に装着する他の実施の形態を示す図。
【図２７】照明装置に装着する吊下装置の他の実施の形態を示す図。
【図２８】図２７の吊下装置の大径ワイヤー巻取り状態を示す図。
【図２９】施錠装置の他の実施の形態を示す図。
【図３０】ライトの先端側の構造を示す図。
【図３１】図２９の施錠装置を備える照明装置を示す図。
【図３２】図２９の施錠装置における解錠・施錠の状態を示す図。
【図３３】図２９の施錠装置を示す部分拡大図。
【図３４】施錠装置の他の実施の形態の解錠状態を示す部分図。
【図３５】図３４の施錠装置の施錠状態を示す部分図。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　　　　　　　　　　　照明装置
　２　　　　　　　　　　　　ケース本体
　２ａ　　　　　　　　　　　ライト装着口
　３　　　　　　　　　　　　ライト
　３ｂ　　　　　　　　　　　電池
　３ｃ　　　　　　　　　　　スイッチ
　３ｅ　　　　　　　　　　　ライトケース
　３ｆ　　　　　　　　　　　照明部
　３ｇ　　　　　　　　　　　係合溝
　４　　　　　　　　　　　　ワイヤー巻取機構
　４ａ　　　　　　　　　　　ワイヤー
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　４ｊ　　　　　　　　　　　スプリング
　５　　　　　　　　　　　　施錠装置
　５ａ１　　　　　　　　　　周壁
　５ｂ　　　　　　　　　　　施錠装着口
　５ｃ　　　　　　　　　　　係合爪
　５ｕ　　　　　　　　　　　解除キー
　７　　　　　　　　　　　　カバー体
　７ａ　　　　　　　　　　　引張バネ（弾性部材）
　８　　　　　　　　　　　　吊下部材
　８ａ　　　　　　　　　　　第二係合溝
　８ｃ　　　　　　　　　　　吊下部材本体
　１５　　　　　　　　　　　施錠装置（スライド施錠装置）
　１５ａ２　　　　　　　　　レール片
　１５ｂ１　　　　　　　　　係合部材
　１５ｃ　　　　　　　　　　スライド挿入路
　Ａ　　　　　　　　　　　　自転車
　Ｓ　　　　　　　　　　　　ライト挿入側
　Ｉ　　　　　　　　　　　　ライト固定側

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】 【図１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】



(18) JP 2009-132374 A 2009.6.18

【図１５】 【図１６】

【図１７】 【図１８】
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【図１９】 【図２０】

【図２１】 【図２２】
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【図２３】 【図２４】

【図２５】 【図２６】
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【図２７】 【図２８】

【図２９】 【図３０】
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【図３１】 【図３２】

【図３３】 【図３４】
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