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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　本体側凹部を有する器具本体と、
　一部が前記本体側凹部の開口から前記本体側凹部の内部に収納されて前記器具本体に取
り付けられており、前記器具本体に着脱可能な光源ユニットと
を備えた照明器具であって、
　前記光源ユニットは、
　光源と、
　前記本体側凹部の前記内部に収納されるとともに前記器具本体と着脱可能に係合する、
前記光源が配置されたフレームと、
　前記光源を覆うように前記フレームと係合しているカバーであって、
　前記光源と対向する面が外側に凸となる曲面で形成された長手形状のカバー部、
　前記カバー部の前記長手形状の長手方向に沿った一方の端部から起立する第１の側部、
　前記カバー部の前記長手形状の長手方向に沿った他方の端部から起立する第２の側部を
有しているカバーと
を備え、
　前記本体側凹部は、
　前記光源ユニットの一部が前記開口から収納された状態で、前記フレームと対向する天
板部を有し、
　前記カバーは、
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　前記天板部から前記フレームに向かう方向において、前記第１の側部と前記第２の側部
が前記開口に対して前記本体側凹部の外側に位置し、
　前記第１の側部は、
　前記第２の側部に向かって凹形状に凹む第１側凹部を有し、
　前記第２の側部は、
　前記第１の側部に向かって凹形状に凹む第２側凹部を有している照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は照明器具の透光性カバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　直線状かつ断面形状がカマボコ形状のＬＥＤ光源ユニットを着脱可能に器具本体に取り
付ける技術がある。（例えば、特許文献１参照。）
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１８５９８１号公報（第１図～第３図参照。）
【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、直線状かつ断面形状がカマボコ形状のＬＥＤ光源ユニットを器具本体か
ら外すとき、ＬＥＤ光源ユニット（カマボコ形状の拡散カバー）の表面は曲面なため、把
持し難く、着脱がし難いという課題があった。
【０００５】
　本発明は、ＬＥＤ光源ユニットの表面に、把持しやすい構造を設け、器具本体からＬＥ
Ｄ光源ユニットを外しやすくすることを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　この発明の照明器具は、
　本体側凹部を有する器具本体と、
　一部が前記本体側凹部の開口から前記本体側凹部の内部に収納されて前記器具本体に取
り付けられており、前記器具本体に着脱可能な光源ユニットと
を備えた照明器具であって、
　前記光源ユニットは、
　光源と、
　前記本体側凹部の前記内部に収納されるとともに前記器具本体と着脱可能に係合する、
前記光源が配置されたフレームと、
　前記光源を覆うように前記フレームと係合しているカバーであって、
　前記光源と対向する面が外側に凸となる曲面で形成された長手形状のカバー部、
　前記カバー部の前記長手形状の長手方向に沿った一方の端部から起立する第１の側部、
　前記カバー部の前記長手形状の長手方向に沿った他方の端部から起立する第２の側部を
有しているカバーと
を備え、
　前記本体側凹部は、
　前記光源ユニットの一部が前記開口から収納された状態で、前記フレームと対向する天
板部を有し、
　前記カバーは、
　前記天板部から前記フレームに向かう方向において、前記第１の側部と前記第２の側部
が前記開口に対して前記本体側凹部の外側に位置し、
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　前記第１の側部は、
　前記第２の側部に向かって凹形状に凹む第１側凹部を有し、
　前記第２の側部は、
　前記第１の側部に向かって凹形状に凹む第２側凹部を有している。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、ＬＥＤ光源ユニットの表面に、把持しやすい構造を設け、器具本体か
らＬＥＤ光源ユニットを外しやすくすることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】実施の形態１の照明器具の斜視図、側面図。
【図２】図１の器具本体から光源部を外した状態を示す斜視図、側面図。
【図３】図２の器具本体の分解斜視図。
【図４】図２（ａ）のＢ－Ｂ断面図。
【図５】図１（ａ）のＡ－Ａ断面図。
【図６】実施の形態２の図で、図４に相当する断面図。
【図７】実施の形態２の図で、図５に相当する断面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　実施の形態１．
　図１は、実施の形態１の照明器具１０００の斜視図（図１の（ａ））、斜視図における
右側面図（図１の（ｂ））である。斜視図における左側面図は右側面図と同様である。図
２は、図１の器具本体１００から光源部２００（光源ユニットと呼ばれることもある）を
外した状態を示す斜視図（図２の（ａ））、右側面図（図２の（ｂ））である。左側面図
は右側面図と同様である。図３は、図２の器具本体１００を本体部１１０と左右の端板１
２０とに分解した状態を示す分解斜視図である。
【００１０】
　図４は、図２の光源部の断面を示す断面図（図２（ａ）のＢ－Ｂ断面）である。図５は
、実施の形態１の照明器具１０００の断面図（図１（ａ）のＡ－Ａ断面）である。
【００１１】
（照明器具１０００）
　図２のように、照明器具１０００は、器具本体１００と、器具本体１００に着脱可能な
光源部２００とを備える。
【００１２】
（器具本体１００）
　図３のように、器具本体１００は、本体部１１０と、本体部１１０の両端に取り付けら
れる左右の端板１２０とを備える。図面左側の端板１２０－１、図面右側の端板１２０－
２として区別する。特に区別の必要がない場合は端板１２０と記す。端板１２０－１と端
板１２０－２とは同じ形状である。
【００１３】
（本体部１１０）
　図３、図５のように、本体部１１０は、折り曲げ形成され、光源部２００が収納される
凹部１１１と、凹部１１１の両端に形成され、光源部２００のカバー側器具本体当接部２
３６と接触する接触部１１２と、接触部１１２の両端に傾斜面を形成する傾斜部１１３と
、傾斜部１１３の端部から折り曲げられて形成される立上部１１４と、立上部１１４の端
部からカール状に曲げられて形成されるカール部１１５ｃと、を備える。図５のように、
凹部１１１は、光源部２００が装着される開口側と反対側において天井をなす凹部天板１
１１ａと、凹部天板１１１ａの両側でそれぞれ側板をなす２つの凹部側壁部１１１ｂとを
備える。凹部天板１１１ａは、図示しないが、天井などの被取付部に取り付けるための取
付部（取付穴）を有する。
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【００１４】
（端板１２０）
　端板１２０は、本体部１１０の端部を塞ぐ形状をしており、この実施の形態においては
、台形状をなしている。端板１２０は、本体部１１０の端部に取り付けられて、器具本体
１００の外形の意匠性を向上させるほかに、本体部１１０の形状を維持するための補強部
材として重要な役割を持つ部品である。
【００１５】
（光源部２００）
　図４のように、光源部２００は、複数のＬＥＤが配置されたＬＥＤ基板２１０、ＬＥＤ
基板２１０が固定されるフレーム２２０、ＬＥＤ基板２１０を覆う透光性の透光性カバー
２３０を備える。照明器具１０００は長手形状であり、本体部１１０、光源部２００及び
透光性カバー２３０等も長手形状である。光源部２００は、ＬＥＤ基板２１０、フレーム
２２０、透光性カバー２３０が一体となった状態で器具本体１００に取り付けられる（図
５）。
（１）ＬＥＤ基板２１０は、基板２１１と、基板２１１に実装される複数のＬＥＤとを備
える。ＬＥＤ基板２１０は、図１（ａ）のように長手形状であり、複数のＬＥＤが長手形
状にそって、直線状に１列あるいは複数列で配置される。
（２）フレーム２２０は、自身のフレーム側係合部（図示していない）によって本体部１
１０の図示しない本体側係合部に着脱可能に係合する。フレーム２２０は、図４に示すよ
うに、上面が開口した、断面が「コの字」の形状であり、図３の本体部１１０、及び図２
（ａ）に示す透光性カバー２３０と同程度の長さの長手形状である。図４に示すように、
フレーム２２０は、ＬＥＤ基板２１０が取り付けられる細長い長方形の平坦な平板である
フレーム側平坦部２２１、フレーム側平坦部２２１の各側面をなす側板２２２、それぞれ
の側板２２２の端部においてカール加工されたカール部２２２ｃを備える。
を備える。
（３）透光性カバー２３０は、ＬＥＤ基板２１０に取り付けられたＬＥＤ２１２が発する
光を拡散透過させる。
【００１６】
（透光性カバー２３０）
　図２（ａ）、図４のように、透光性カバー２３０は、断面形状がカマボコ形状である。
　図４のように、透光性カバー２３０は、取付部２３１、側部２３２、曲面部２３３（カ
バー部）、爪部２３４を有する。
（１）それぞれの取付部２３１は、その端部でＬＥＤ基板２１０のＬＥＤ実装面を押し圧
することで、フレーム側平坦部２２１にＬＥＤ基板２１０の裏面を押し当てる。
（２）側部２３２は、それぞれの取付部２３１から立ち上がる。
　図４、図５において左側の側部２３２を第１の側部２３２とし、右側の側部２３２を第
２の側部２３２とする。第１の側部２３２、第２の側部２３２は、曲面部の長手方向に沿
うそれぞれの両端から壁形状に起立する。
（３）曲面部２３３は、それぞれの側部２３２を繋ぐように外に凸となる曲面で形成され
るアーチ形状をなす。
（４）爪部２３４は、側部２３２とは反対の方向に、壁上に起立し、透光性カバー２３０
の長手方向にわたって形成される。爪部２３４の先端である爪部先端部２３４Ｒは、側板
２２２のカール部２２２ｃと係合するようにＲ形状に曲げ加工されている。
【００１７】
（引掛け溝２３２ａ）
　図４のように、側部２３２は、透光性カバー２３０の外側から内側に向かって断面が滑
らかに凹状に窪んで形成された引掛け溝２３２ａ（凹部）を有する。「溝」と称するのは
、引掛け溝２３２ａは、透光性カバー２３０の長手方向（図２（ａ））にわたって形成さ
れるからである。第１の側部２３２の引掛け溝２３２ａは第１側凹部であり第２の側部２
３２の引掛け溝２３２ａは第２側凹部である。
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【００１８】
　作業者は、引掛け溝２３２ａに指を引っ掛けて、両側の側部２３２を把持することによ
り、器具本体１００から光源部２００を簡単に、滑ることなく、取り外すことができる。
なお、この引掛け溝２３２ａは、外殻部分に角部を形成すると、さらに指が引っ掛かり易
くなり、より光源部２００を器具本体１００から取り外しやすくなる。
【００１９】
　実施の形態２．
　実施の形態２は、実施の形態１の側部２３２の変形例である。本実施の形態２において
、実施の形態１と同様の構造については説明を省略し、本実施の形態２の特徴部分のみを
説明する。図６は、実施の形態２の光源部２００の断面を示す断面図であり、図７は実施
の形態２の照明器具１０００の断面を示す断面図である。図６、図７は、実施の形態１の
図４、図５に対応する。
【００２０】
　実施の形態１の側部２３２は、透光性カバー２３０の外側から内側に向かって断面が滑
らかに凹状に窪んで形成された引掛け溝２３２ａを有した。これに対して実施の形態２の
側部２３２では、透光性カバー２３０の外側方向に凸状に突起して形成された、引掛け凸
部２３２ｂを有する。引掛け凸部２３２ｂは、引掛け溝２３２ａと同様に透光性カバー２
３０の長手方向にわたって形成されている。図６、図７において左側の側部２３２を第１
の側部２３２とし、右側の側部２３２を第２の側部２３２とする。第１の側部２３２の引
掛け凸部２３２ｂは第１側凸部であり第２の側部２３２の引掛け凸部２３２ｂは第２側凸
部である。
【００２１】
　引掛け溝２３２ａの場合と同様に、作業差は、引掛け凸部２３２ｂに指を引掛けるよう
にして、透光性カバー２３０の両側に設けられる側部２３２を把持することにより、器具
本体１００から光源部２００を容易に取り外すことができる。なお、この引掛け凸部２３
２ｂも、外殻部分に角部を形成してもよい。
【００２２】
　なお、実施の形態１の引掛け溝２３２ａ及び実施の形態２の引掛け凸部２３２ｂは、透
光性カバー２３０の長手方向の全長にわたって形成される場合を説明したが一例である。
引掛け溝２３２ａや引掛け凸部２３２ｂは、長手方向の全長にわたって形成されなくても
ない。透光性カバー２３０の長手方向に部分的に形成されても構わない。
【００２３】
　また、実施の形態１では引掛け溝部を説明し、実施の形態２では引掛け突部を説明した
が、引掛け溝部と引掛け突部との両方を形成しても構わない。
【００２４】
　以上の実施の形態では、以下の透光性カバーを説明した。
　照明器具に使用される透光性を有する長手形状の透光性カバーにおいて、
　アーチ形状が前記長手形状にわたって続くカバー部と、
　前記カバー部の前記長手形状の長手方向に沿った一方の端部から壁形状に起立する第１
の側部と、
　前記カバー部の前記長手方向に沿った他方の端部から壁形状に起立する第２の側部と
を備え、
　前記第１の側部は、
　前記第２の側部に向かって内側に凹形状に凹む第１側凹部と、前記第２の側部に対して
外側に凸となる第１側凸部との少なくともいずれかが形成され、
　前記第２の側部は、
　前記第２の側部に向かって内側に凹形状に凹む第２側凹部と、前記第１の側部に対して
外側に凸となる第２側凸部との少なくともいずれかが形成されたことを特徴とする透光性
カバー。
【００２５】
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　以上の実施の形態では、以下の透光性カバーを説明した。
　前記第１の側部は、
　前記第１側凹部が形成され、
　前記第２の側部は、
　前記第２側凹部が形成されたことを特徴とする透光性カバー。
【００２６】
　以上の実施の形態では、以下の透光性カバーを説明した。
　前記第１側凹部と前記第２側凹部とは、
　溝形状をなすことを特徴とする透光性カバー。
【００２７】
　以上の実施の形態では、以下の透光性カバーを説明した。
　前記第１の側部は、
　前記第１側凸部が形成され、
　前記第２の側部は、
　前記第２側凸部が形成されたことを特徴とする透光性カバー。
【００２８】
　以上の実施の形態では、以下の透光性カバーを説明した。
　前記第１側凸部と前記第２側凸部とは、
　突起形状をなすことを特徴とする透光性カバー。
【００２９】
　以上の実施の形態では、上記透光性カバーを備えた照明器具を説明した。
【符号の説明】
【００３０】
　１００　器具本体、１１０　本体部、１１１　凹部、１１１ａ　凹部天板、１１１ｂ　
凹部側壁部、１１２　接触部、１１３　傾斜部、１１４　立上部、１１５ｃ　カール部、
１２０，１２０－１，１２０－２　端板、２００　光源部、２１０　ＬＥＤ基板、２１１
　基板、２１２　ＬＥＤ、２２０　フレーム、２２１　フレーム側平坦部、２２２　側板
、２２２ｃ　カール部、２３０　透光性カバー、２３１　取付部、２３２　側部、２３２
ａ　引掛け溝、２３２ｂ　引掛け凸部、２３３　曲面部、２３４　爪部、２３４Ｒ　爪部
先端部、２３６　カバー側器具本体当接部、１０００　照明器具。
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