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(57)【要約】
【課題】本体ケースと電源との密着性が向上する点灯装
置及びその点灯装置を備える照明装置を提供する。
【解決手段】点灯装置１は、点灯回路４ａを備える回路
基板４と、回路基板４が収容される中空部を備え、複数
の側面からなる断面多角形状の回路保持部材３と、回路
保持部材３が挿入される中空部を備え、回路保持部材３
における複数の側面のうち、少なくとも２つの側面と接
触する接触面を備える断面多角形状の本体ケース５と、
回路保持部材３と本体ケース５との間に設けられ、少な
くとも２つの側面と接触面とを密着させる弾性部材８と
、を有する。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　点灯回路を備える回路基板と、
　前記回路基板が収容される中空部を備え、複数の側面からなる断面多角形状の回路保持
部材と、
　前記回路保持部材が挿入される中空部を備え、前記回路保持部材における複数の側面の
うち、少なくとも２つの側面と接触する接触面を備える断面多角形状の本体ケースと、
　前記回路保持部材と前記本体ケースとの間に設けられ、少なくとも２つの前記側面と前
記接触面とを密着させる弾性部材と、を有する
　ことを特徴とする点灯装置。
【請求項２】
　少なくとも２つの前記側面は、
　前記回路基板が取り付けられた第１の側面と、
　前記第１の側面に連結された第２の側面と、を有する
　ことを特徴とする請求項１記載の点灯装置。
【請求項３】
　前記弾性部材は、
　前記第１の側面を付勢する第１の弾性部材と、
　前記第１の弾性部材に連結され、前記第２の側面を付勢する第２の弾性部材と、を有す
る
　ことを特徴とする請求項２記載の点灯装置。
【請求項４】
　前記第１の弾性部材は、
　前記回路保持部材の幅方向に延在し、前記回路保持部材の幅方向に垂直の方向に湾曲し
て弾性変形するものであり、
　前記第２の弾性部材は、
　前記回路保持部材の幅方向に垂直の方向に延在し、前記回路保持部材の幅方向に湾曲し
て弾性変形するものである
　ことを特徴とする請求項３記載の点灯装置。
【請求項５】
　前記弾性部材は、
　前記回路保持部材に固定されている
　ことを特徴とする請求項１～４のいずれか１項に記載の点灯装置。
【請求項６】
　前記回路保持部材の側面には、スリットが形成されており、
　前記弾性部材は、
　前記第１の弾性部材の側端部及び前記第２の弾性部材の側端部に連結され、前記スリッ
トに係合される係合片を有する
　ことを特徴とする請求項５記載の点灯装置。
【請求項７】
　前記弾性部材は、
　前記回路保持部材における最端部から離間した位置に固定されている
　ことを特徴とする請求項５又は請求項６記載の点灯装置。
【請求項８】
　前記弾性部材は、
　前記点灯回路に接続された電線が挿通されて保持する電線保持部を有する
　ことを特徴とする請求項１～７のいずれか１項に記載の点灯装置。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか１項に記載の点灯装置と、
　前記点灯装置から供給される電力で点灯する光源を備える灯部と、
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　前記点灯装置と前記灯部とを接続する取付部材と、を有する
　ことを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、点灯装置及びその点灯装置を備える照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、照明装置を駆動するための電源部として、点灯回路等の電気部品が防水構造
且つ筒状の本体ケースに収容されることにより、電気部品が雨水等から保護される防水型
電源が提案されている。このような電源部を備える点灯装置は、例えば、本体ケースに電
源部が挿入された状態で、板バネ等の弾性部材によって、本体ケースと電源部とが密着固
定されている。
【０００３】
　特許文献１には、板バネ等の弾性部材として、電気部品を覆う点灯装置本体（電源部）
の上部且つ端部に引っかけて使用される固定金具を備える防浸型点灯装置が開示されてい
る。この従来技術は、固定金具を引っかけて使用することにより、組立作業性を向上しよ
うとするものである。なお、この固定金具は、四角形状の点灯装置本体と、四角形状の防
振ケース（本体ケース）とを、一側面で固定して、両者を密着させている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１１－５４４２７号公報（請求項１、第５頁～第７頁）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　近年、点灯装置の大型化に伴って、本体ケースも大型化されている。この筒状の本体ケ
ースは、押出成形加工されたアルミニウム押出材が用いられることが多いが、このアルミ
ニウム押出材は、その大型化に伴って寸法公差が大きくなる。また、アルミニウム押出材
に限らず、板金加工又は溶接加工等で作成された大型の筒状部材も、寸法公差が大きくな
る傾向にある。
【０００６】
　また、電源部も、板金加工された部材で構成されていることが多く、本体ケースと同様
に、大型化されると寸法公差が大きくなる。このように、点灯装置の大型化に伴って、本
体ケースと電源部とが、お互いに寸法公差が大きくなるため、両者の間隙が、設計段階で
想定されていた間隙よりも大きくなる場合がある。
【０００７】
　ここで、特許文献１に開示された防浸型点灯装置は、密着性を向上させるため、固定金
具を使用しているが、この固定金具だけでは、本体ケースと電源部との密着性が不足する
虞がある。また、照明装置に使用されるＬＥＤ等は、発光効率を向上させるため、放熱性
を高める必要がある。しかしながら、上記のように、本体ケースと電源部との密着性が不
足することにより、両者が密着される面積が減り、放熱され難くなる虞がある。
【０００８】
　本発明は、上記のような課題を背景としてなされたもので、本体ケースと電源との密着
性が向上する点灯装置及びその点灯装置を備える照明装置を提供するものである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明に係る点灯装置は、点灯回路を備える回路基板と、回路基板が収容される中空部
を備え、複数の側面からなる断面多角形状の回路保持部材と、回路保持部材が挿入される
中空部を備え、回路保持部材における複数の側面のうち、少なくとも２つの側面と接触す
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る接触面を備える断面多角形状の本体ケースと、回路保持部材と本体ケースとの間に設け
られ、少なくとも２つの側面と接触面とを密着させる弾性部材と、を有することを特徴と
する。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、弾性部材が、回路保持部材と本体ケースとを、複数の側面において密
着させている。このため、回路保持部材と本体ケースとの密着性を向上させることができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】実施の形態１に係る点灯装置１を示す組立図である。
【図２】実施の形態１に係る点灯装置１を示す斜視図である。
【図３】実施の形態１における回路保持部材３を示す斜視図である。
【図４】実施の形態１における電源部２を示す斜視図である。
【図５】実施の形態１における本体ケース５を示す正面図である。
【図６】実施の形態１におけるパッキン６を示す模式図である。
【図７】実施の形態１におけるケース蓋７を示す正面図である。
【図８】実施の形態１における弾性部材８を示す斜視図である。
【図９】実施の形態１における回路保持部材３と弾性部材８との係合を示す斜視図である
。
【図１０】実施の形態１に係る点灯装置１を示す斜視図である。
【図１１】実施の形態１に係る点灯装置１を示す正面図である。
【図１２】実施の形態１に係る点灯装置１の作用を示す模式図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、本発明に係る点灯装置及び照明装置の実施の形態について、図面を参照しながら
説明する。なお、以下に説明する実施の形態によって本発明が限定されるものではない。
また、図１を含め、以下の図面では各構成部材の大きさの関係が実際のものとは異なる場
合がある。
【００１３】
実施の形態１．
　図１（ａ）、（ｂ）は、実施の形態１に係る点灯装置１を示す組立図である。なお、図
１（ａ）は、点灯装置１の組立図、図１（ｂ）は、点灯装置１の完成図である。この図１
（ａ）、（ｂ）に基づいて、点灯装置１について説明する。図１（ａ）、（ｂ）に示すよ
うに、点灯装置１は、電源部２と、本体ケース５と、パッキン６と、ケース蓋７とがネジ
１０で固定されている。そして、この点灯装置１に、ＬＥＤ又は蛍光灯等が配置される灯
部との接続に用いられる取付部材である取付金具９が取り付けられている。
【００１４】
　（電源部２）
　図２は、実施の形態１に係る点灯装置１を示す斜視図、図３は、実施の形態１における
回路保持部材３を示す斜視図、図４は、実施の形態１における電源部２を示す斜視図であ
る。電源部２は、回路保持部材３と回路基板４とから構成されており、図２に示すように
、電源部２には弾性部材８が固定されており、この弾性部材８が固定された電源部２が、
本体ケース５に挿入されている。
【００１５】
　（回路保持部材３）
　回路保持部材３は、回路基板４が収容される中空部を備えており、また、複数の側面、
例えば３個の側面を備えている。これらの側面は、図３に示すように、一方向（矢印Ｙ方
向）に延びる板状の第１の側面である保持底面部３ａと、この板状の保持底面部３ａの両
側部から垂直（矢印Ｚ方向）に立設する第２の側面である保持一側面部３ｂａ及び保持他
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側面部３ｂｂとで構成されており、回路保持部材３は、上面が開口された断面四角形状を
なしている。これは、例えば、一枚の金属板を曲げ加工することにより形成されている。
なお、回路保持部材３は、断面多角形状としてもよい。この回路保持部材３における保持
一側面部３ｂａには、第１のスリット３ｃが形成されており、また、保持他側面部３ｂｂ
には、その第１のスリット３ｃに対向する位置に第２のスリット３ｄが形成されている。
このように、本実施の形態１におけるスリットは、第１のスリット３ｃ及び第２のスリッ
ト３ｄから構成されている。これらの第１のスリット３ｃ及び第２のスリット３ｄは、例
えば回路保持部材３における最端部から離間した位置に形成されている。なお、第２のス
リット３ｄの近傍には、ネジ孔３ｅが設けられている。
【００１６】
　（回路基板４）
　回路基板４は、図４に示すように、例えば一方向（矢印Ｙ方向）に延びる基板であり、
この回路基板４上には、点灯回路４ａ等の電気部品が実装されている。この点灯回路４ａ
は、例えば光源であるＬＥＤを点灯する点灯回路４ａである。点灯回路４ａには、図２に
示すように、電線４ｂの一端部が接続されており、これにより、電線４ｂの他端部に接続
された光源に電力が供給される。そして、この回路基板４は、回路保持部材３における保
持底面部３ａに、ネジ１０等で固定されている。即ち、回路保持部材３における第１のス
リット３ｃ及び第２のスリット３ｄが形成された方向は、回路基板４の実装面に対し垂直
の方向（矢印Ｚ方向）である。
【００１７】
　（本体ケース５）
　図５は、実施の形態１における本体ケース５を示す正面図である。図５に示すように、
本体ケース５は、例えばアルミニウム等の金属材料が押出成形加工された押出材であって
、回路保持部材３が挿入される中空部を備えた枠部５ａと、この枠部５ａの一側面に形成
され、取付金具９が取り付けられるレール部５ｂとから構成されている。枠部５ａにおけ
る中空部は、その内周が断面四角形状をなしているが、これも、回路保持部材３と同様に
、断面多角形状としてもよい。また、本実施の形態１では、本体ケース５の内周の形状は
、回路保持部材３の外形と同一の形状をなしているが、異なる形状としてもよい。更に、
本体ケース５は、回路保持部材３における複数の側面のうち、少なくとも２つの側面と接
触する接触面を備えるように構成すればよい。
【００１８】
　枠部５ａには、レール部５ｂが形成されている一側面を除く三側面に、複数の放熱フィ
ン５ｃが設けられている。この放熱フィン５ｃは、三側面において、例えば一定の間隔を
空けて設けられており、その三側面から、垂直に起立している。なお、枠部５ａの四側面
において、レール部５ｂが形成されている側面、及びその側面に対向する側面には、その
両端部に、本体ケース５の長手方向に延びるビスホール５ｄが設けられている。このビス
ホール５ｄは、ケース蓋７を取り付けるために使用されるものである。
【００１９】
　また、レール部５ｂは、断面Ｌ字状をなしており、相互に向き合った２個の部材から構
成されている。なお、このレール部５ｂは、本体ケース５の長手方向に延在しており、こ
のレール部５ｂに、取付金具９が取り付けられて、本体ケース５と灯部とが接続される。
【００２０】
　（パッキン６）
　図６（ａ）、（ｂ）は、実施の形態１におけるパッキン６を示す模式図である。このう
ち、図６（ａ）は、パッキン６の側面図、図６（ｂ）は、パッキン６の正面図である。図
６（ａ）に示すように、パッキン６は、本体ケース５の中空部を閉塞するものであって、
本体ケース５の内部に挿入される挿入部６ａと、挿入部６ａが本体ケース５の内部に挿入
されることにより、本体ケース５の端面に接触して本体ケース５の内部を覆う閉塞部６ｂ
と、閉塞部６ｂに設けられた孔に差し込まれ、点灯回路４ａに接続された電線４ｂが挿通
される２個の電線挿通部６ｃとから構成されている。また、図６（ｂ）に示すように、パ
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ッキン６の閉塞部６ｂにおける四隅には、パッキン取付孔６ｄが形成されており、このパ
ッキン取付孔６ｄは、本体ケース５のビスホール５ｄに対応する位置に設けられている。
【００２１】
　（ケース蓋７）
　図７は、実施の形態１におけるケース蓋７を示す正面図である。ケース蓋７は、本体ケ
ース５にパッキン６を取り付けた状態で、そのパッキン６を更に覆うように本体ケース５
に取り付けられるものである。図７に示すように、このケース蓋７には、パッキン６にお
ける２個の電線挿通部６ｃに対応する位置に、夫々電線挿通孔７ａが設けられている。ま
た、ケース蓋７の四隅には、ケース蓋取付孔７ｂが設けられており、このケース蓋取付孔
７ｂは、パッキン取付孔６ｄと同様に、本体ケース５のビスホール５ｄに対応する位置に
設けられている。
【００２２】
　（弾性部材８）
　図８は、実施の形態１における弾性部材８を示す斜視図である。弾性部材８は、回路保
持部材３における複数の側面と、本体ケース５における複数の接触面とを密着させるもの
である。図８に示すように、弾性部材８は、第１の弾性部材８ａと、この第１の弾性部材
８ａに連結された第２の弾性部材８ｂと、第１の弾性部材８ａ及び第２の弾性部材８ｂに
連結された係合片８ｃとから構成されている。このうち、第１の弾性部材８ａは、回路保
持部材３に取り付けられたときに、回路保持部材３の幅方向に平行の方向（矢印Ｘ方向）
に延在している。そして、回路保持部材３の幅方向に垂直の方向（矢印Ｚ方向）、即ち、
本体ケース５の内周側に向かって湾曲して弾性変形するものである。また、第２の弾性部
材８ｂは、回路保持部材３に取り付けられたときに、回路保持部材３の幅方向に垂直の方
向（矢印Ｚ方向）に延在している。そして、回路保持部材３の幅方向（矢印Ｘ方向）、即
ち、本体ケース５の内周側に向かって湾曲して弾性変形するものである。
【００２３】
　また、この回路保持部材３には、その保持底面部３ａに回路基板４が固定されており、
従って、第１の弾性部材８ａは、回路基板４の実装面に対し垂直の方向（矢印Ｚ方向）に
湾曲し、また、第２の弾性部材８ｂは、回路基板４の実装面に対し水平の方向（矢印Ｘ方
向）に湾曲している。このように、弾性部材８は、回路基板４の実装面に対し垂直の方向
（矢印Ｚ方向）及び水平の方向（矢印Ｘ方向）に弾性変形する。
【００２４】
　係合片８ｃは、第１の弾性部材８ａにおける回路保持部材３の長手方向（矢印Ｘ方向）
の一側端部に連結されると共に、第２の弾性部材８ｂにおける回路保持部材３の長手方向
（矢印Ｘ方向）の一側端部に連結されるものである。この係合片８ｃは、回路保持部材３
の第１のスリット３ｃ及び第２のスリット３ｄに係合されるものである。このように、係
合片８ｃが回路保持部材３における第１のスリット３ｃ及び第２のスリット３ｄに係合さ
れることにより、弾性部材８が回路保持部材３に係合される。また、前述の如く、回路保
持部材３における第１のスリット３ｃ及び第２のスリット３ｄは、回路保持部材３の最端
部から離間した位置に形成されているため、弾性部材８は、回路保持部材３における最端
部から離間した位置に固定される。
【００２５】
　そして、第１の弾性部材８ａの他側端部からは第１のフランジ８ａａが延びており、ま
た、第２の弾性部材８ｂの他側端部からも第２のフランジ８ｂａが延びている。また、弾
性部材８は、点灯回路４ａに接続された電線４ｂが挿通されて保持する電線保持部８ｄを
備えている。この電線保持部８ｄは、例えば、第１の弾性部材８ａと係合片８ｃとの境界
に２個形成されている。なお、形成される位置は、弾性部材８上であればよく、例えば係
合片８ｃ上であってもよい。また、個数は１個以上であればよい。更に、係合片８ｃにお
ける第２の弾性部材８ｂの近傍には、弾性部材固定孔８ｅが設けられており、これと回路
保持部材３におけるネジ孔３ｅとにネジ１０が螺合されることにより、弾性部材８が回路
保持部材３に固定される。
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【００２６】
　（取付金具９）
　取付金具９は、図１（ａ）に示すように、クランク形状の金属部材である。この取付金
具９は、点灯装置１と、点灯装置１から供給される電力で点灯するＬＥＤ等の光源を備え
る灯部とを接続するものである。前述の如く、この取付金具９は、本体ケース５のレール
部５ｂに取り付けられる。
【００２７】
　次に、本実施の形態１に係る点灯装置１の組み付けについて説明する。図９は、実施の
形態１における回路保持部材３と弾性部材８との係合を示す斜視図、図１０は、実施の形
態１に係る点灯装置１を示す斜視図である。図９に示すように、先ず、回路基板４を保持
する回路保持部材３に、弾性部材８が取り付けられる。その際、弾性部材８における第２
の弾性部材８ｂが、回路保持部材３の保持他側面部３ｂｂよりも外側に突出するように、
係合片８ｃが第１のスリット３ｃ及び第２のスリット３ｄに係合される。そして、弾性部
材固定孔８ｅ及びネジ孔３ｅにネジ１０が螺合されることにより、弾性部材８が回路保持
部材３に固定される。
【００２８】
　次に、図１０に示すように、弾性部材８が取り付けられた回路保持部材３が、本体ケー
ス５に挿入される。その際、回路保持部材３に固定された弾性部材８の第１の弾性部材８
ａが、本体ケース５におけるレール部５ｂ側に配置された状態で挿入される。このとき、
弾性部材８は、電線保持部８ｄによって電線４ｂが保持されているため、回路保持部材３
の本体ケース５への挿入の際に、電線４ｂが互いに干渉し合うことが抑制される。
【００２９】
　その後、図１（ａ）に示すように、本体ケース５の端面にパッキン６及びケース蓋７が
ネジ１０によって取り付けられる。その際、パッキン６の電線挿通部６ｃに電線４ｂが挿
通され、ケース蓋７の電線挿通孔７ａにも電線４ｂが挿通される。そして、本体ケース５
のレール部５ｂに取付金具９が取り付けられることにより、図１（ｂ）に示すように、点
灯装置１が組み付けられる。
【００３０】
　次に、本実施の形態１に係る点灯装置１の寸法について説明する。図１１は、実施の形
態１に係る点灯装置１を示す正面図である。図１１に示すように、回路保持部材３の上端
面３ｆから、弾性部材８の第１の弾性部材８ａにおける湾曲の開始線である基線８ａｂま
での距離をＨ１、回路保持部材３の上端面３ｆから本体ケース５の内壁面５ｅまでの距離
をＨ２、回路保持部材３の上端面３ｆから、弾性部材８の第１の弾性部材８ａにおける湾
曲の頂線８ａｃまでの距離をＨ３とする。このとき、これらのＨ１、Ｈ２、Ｈ３の関係が
、Ｈ１＜Ｈ２＜Ｈ３となるように成形加工されている。これにより、弾性部材８の第１の
弾性部材８ａは、弾性部材８が本体ケース５に挿入されていくに従って、本体ケース５の
内壁面５ｅに押圧されて弾性変形していく。
【００３１】
　また、回路保持部材３の側端面３ｂｃから、弾性部材８の第２の弾性部材８ｂにおける
湾曲の開始線である基線８ｂｂまでをＷ１、回路保持部材３の側端面３ｂｃから本体ケー
ス５の内壁面５ｅまでをＷ２、回路保持部材３の側端面３ｂｃから、弾性部材８の第２の
弾性部材８ｂにおける湾曲の頂線８ｂｃまでをＷ３とする。このとき、これらのＷ１、Ｗ
２、Ｗ３の関係が、Ｗ１＜Ｗ２＜Ｗ３となるように成形加工されている。これにより、弾
性部材８の第２の弾性部材８ｂは、弾性部材８が本体ケース５に挿入されていくに従って
、本体ケース５の内壁面５ｅに押圧されて弾性変形していく。
【００３２】
　次に、本実施の形態１に係る点灯装置１の作用について説明する。図１２（ａ）、（ｂ
）は、実施の形態１に係る点灯装置１の作用を示す模式図である。このうち、図１２（ａ
）は、弾性部材８の第１の弾性部材８ａの作用を示す模式図、図１２（ｂ）は、弾性部材
８の第２の弾性部材８ｂの作用を示す模式図である。図１２（ａ）に示すように、弾性部
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材８における第１の弾性部材８ａは、弾性部材８が本体ケース５に挿入される際、前述の
如く、第１の弾性部材８ａの頂線が本体ケース５の内壁面を超えているため、第１の弾性
部材８ａが本体ケース５に押圧される。これにより、第１の弾性部材８ａが弾性変形し、
本体ケース５に、回路保持部材３における保持底面部３ａが付勢される。
【００３３】
　このように、回路保持部材３の保持底面部３ａと本体ケース５とが密着されているため
、回路基板４から発生する熱を放熱し易い。特に、回路基板４が、本体ケース５のうち、
放熱フィン５ｃが設けられた接触面に付勢されることにより、この放熱フィン５ｃによっ
て、回路基板４からの熱を効率的に放熱することができる。
【００３４】
　また、図１２（ｂ）に示すように、弾性部材８における第２の弾性部材８ｂは、弾性部
材８が本体ケース５に挿入される際、前述の如く、第２の弾性部材８ｂの頂線が本体ケー
ス５の内壁面を超えているため、第２の弾性部材８ｂが本体ケース５に押圧される。これ
により、第２の弾性部材８ｂが弾性変形し、回路保持部材３における保持一側面部３ｂａ
は、本体ケース５に向かって付勢される。なお、例えば、保持一側面部３ｂａが保持他側
面部３ｂｂよりも占有面積が大きい場合、占有面積が小さい保持他側面部３ｂｂの側に弾
性部材８の第２の弾性部材８ｂが配置されていれば、占有面積が大きく放熱性が良好な保
持一側面部３ｂａが、本体ケース５の側に付勢される。これにより、更に、放熱性を向上
させることができる。
【００３５】
　以上説明したように、点灯装置１は、弾性部材８における第１の弾性部材８ａ及び第２
の弾性部材８ｂと本体ケース５の内面とが密着していると共に、この回路保持部材３にお
ける保持底面部３ａ及び保持一側面部３ｂａと本体ケース５とが密着されている。これに
より、点灯装置１が大型化して寸法公差が大きくなったとしても、回路保持部材３と本体
ケース５との密着性を確保することができる。また、本実施の形態１に係る点灯装置１と
、この点灯装置１から供給される電力で点灯する光源を備える灯部とを備え、これらの点
灯装置１と灯部とが取付金具９で接続された照明装置は、回路保持部材３と本体ケース５
との密着性が向上するため、放熱性が良く、従って、発光効率を向上させることができる
。
【００３６】
　また、弾性部材８が、引っかけて使用されるものである場合、従来のように、弾性部材
８の設置場所が、回路保持部材３の最端部に限定される。これに対し、本実施の形態１に
おける弾性部材８は、ネジ１０等によって固定されて使用されるものであるため、回路保
持部材３における設置場所に制約がない。そして、回路保持部材３の最端部から離間した
位置に設置されているため、付勢される位置が偏らず、より均一に付勢される。これによ
り、回路保持部材３と本体ケース５との密着性が更に高まり、より放熱性を高めることが
できる。
【００３７】
　また、本実施の形態１では、回路保持部材３及び本体ケース５を、断面四角形状とした
が、断面三角形状としてもよく、また、断面五角形以上としてもよい。また、回路保持部
材３の断面形状と、本体ケース５の断面形状とは必ずしも同じ多角形状でなくともよい。
更に、本実施の形態１では、２個の側面同士が密着される例を示したが、３個の側面同士
が密着されてもよく、それ以上の側面同士が密着されてもよい。
【００３８】
　なお、本実施の形態１では、弾性部材８を２個取り付けており、その取り付け箇所を、
回路保持部材３の最端部から離間した位置としている例を示しているが、これらの取り付
け個数、取り付け箇所については、回路保持部材３及びこの回路保持部材３を備える点灯
装置１のサイズ等を考慮して適宜変更することができる。また、弾性部材８の弾性強度に
ついても、回路保持部材３及びこの回路保持部材３を備える点灯装置１のサイズ等を考慮
して適宜変更することができる。
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【００３９】
　また、図１、図２に示すように、弾性部材８が取り付けられた回路保持部材３が、本体
ケース５に挿入される際、回路保持部材３における弾性部材８の第１の弾性部材８ａと、
本体ケース５におけるレール部５ｂが形成された側面とは反対側の側面とが対向するよう
に配置された状態で挿入されてもよい。更に、実施の形態１では、弾性部材８が、回路保
持部材３側に固定されている例を示したが、本体ケース５側に固定されてもよい。
【符号の説明】
【００４０】
　１　点灯装置、２　電源部、３　回路保持部材、３ａ　保持底面部、３ｂａ　保持一側
面部、３ｂｂ　保持他側面部、３ｂｃ　側端面、３ｃ　第１のスリット、３ｄ　第２のス
リット、３ｅ　ネジ孔、３ｆ　上端面、４　回路基板、４ａ　点灯回路、４ｂ　電線、５
　本体ケース、５ａ　枠部、５ｂ　レール部、５ｃ　放熱フィン、５ｄ　ビスホール、５
ｅ　内壁面、６　パッキン、６ａ　挿入部、６ｂ　閉塞部、６ｃ　電線挿通部、６ｄ　パ
ッキン取付孔、７　ケース蓋、７ａ　電線挿通孔、７ｂ　ケース蓋取付孔、８　弾性部材
、８ａ　第１の弾性部材、８ａａ　第１のフランジ、８ａｂ　基線、８ａｃ　頂線、８ｂ
　第２の弾性部材、８ｂａ　第２のフランジ、８ｂｂ　基線、８ｂｃ　頂線、８ｃ　係合
片、８ｄ　電線保持部、８ｅ　弾性部材固定孔、９　取付金具、１０　ネジ。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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