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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　　光源が設けられた基板を支持する長尺状の支持体と、
　　前記基板側から前記光源の光の照射方向に向けて幅を広げるように傾斜した一対の板
部を有し、前記支持体に支持された前記基板を覆うカバーと、
　　前記カバーを前記支持体に保持する保持部材と、
　を備える光源モジュールと；
　前記光源モジュールの前記保持部材に設けられた被係合部と係合する係合部を有し、前
記被係合部と前記係合部との係合によって前記光源モジュールを着脱可能に支持する器具
本体と；
　を備え、
　前記保持部材は、前記支持体の前記基板を支持する面と反対の面側から前記支持体に取
り付けられ、前記支持体及び前記カバーの幅方向の両端を把持して前記カバーを前記支持
体に保持することを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記被係合部は、前記光源モジュールの幅方向の両側に設けられ、
　前記器具本体は、一対の前記被係合部と係合する一対の前記係合部を有することを特徴
とする請求項１記載の照明器具。
【請求項３】
　前記器具本体は、貫通孔状又は切り欠き状の開口を有し、
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　前記開口は、前記係合部と対向する位置に配置されることを特徴とする請求項１又は２
に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記開口は、前記照射方向において前記板部に覆われることを特徴とする請求項３記載
の照明器具。
【請求項５】
　前記保持部材は、幅方向の両端に設けられた一対のストッパ部を有し、
　前記一対のストッパ部は、前記保持部材が前記支持体に取り付けられた状態において、
前記支持体に設けられた一対の被係合部に係合し、前記保持部材の抜けを抑制することを
特徴とする請求項１又は２に記載の照明器具。
【請求項６】
　前記光源モジュールと前記器具本体との着脱において、前記光源モジュールを前記器具
本体から取り外すときにのみ専用の取外し治具を用いることを特徴とする請求項１～５の
いずれか１つに記載の照明器具。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　天井などに取り付けられて室内を照明する照明器具がある。こうした室内用の照明器具
において、光源モジュールと、この光源モジュールを支持する器具本体と、を含むものが
ある。光源モジュールは、光源を含む基板を支持する支持体と、支持体に設けられた基板
を覆うカバーと、を含む。このような光源モジュールにおいて、組立性の向上が望まれる
。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－３９９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の実施形態は、組立性を向上させた照明器具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態によれば、光源モジュールと、器具本体と、を備えた照明器具が提供
される。前記光源モジュールは、光源が設けられた基板を支持する長尺状の支持体と、前
記基板側から前記光源の光の照射方向に向けて幅を広げるように傾斜した一対の板部を有
し、前記支持体に支持された前記基板を覆うカバーと、前記カバーを前記支持体に保持す
る保持部材と、を備える。前記器具本体は、前記光源モジュールの前記保持部材に設けら
れた被係合部と係合する係合部を有し、前記被係合部と前記係合部との係合によって前記
光源モジュールを着脱可能に支持する。前記保持部材は、前記支持体の前記基板を支持す
る面と反対の面側から前記支持体に取り付けられ、前記支持体及び前記カバーの幅方向の
両端を把持して前記カバーを前記支持体に保持する。
【図面の簡単な説明】
【０００７】
【図１】図１（ａ）及び図１（ｂ）は、第１の実施形態に係る光源モジュールを模式的に
表す斜視図である。
【図２】第１の実施形態に係る光源モジュールを模式的に表す分解斜視図である。
【図３】図３（ａ）及び図３（ｂ）は、第１の実施形態に係る光源モジュールを模式的に
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表す断面図である。
【図４】第１の実施形態に係る光源モジュールの一部を拡大して模式的に表す部分斜視図
である。
【図５】図５（ａ）及び図５（ｂ）は、第２の実施形態に係る照明器具を模式的に表す斜
視図である。
【図６】第２の実施形態に係る照明器具を模式的に表す断面図である。
【図７】第２の実施形態に係る照明器具の一部を模式的に表す平面図である。
【図８】図８（ａ）及び図８（ｂ）は、第３の実施形態に係る照明器具を模式的に表す斜
視図である。
【図９】第３の実施形態に係る照明器具を模式的に表す断面図である。
【図１０】第３の実施形態に係る照明器具の一部を模式的に表す部分斜視図である。
【図１１】第３の実施形態に係る照明器具の一部を模式的に表す部分断面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００８】
　以下に、各実施の形態について図面を参照しつつ説明する。　
　なお、図面は模式的または概念的なものであり、各部分の厚みと幅との関係、部分間の
大きさの比率などは、必ずしも現実のものと同一とは限らない。また、同じ部分を表す場
合であっても、図面により互いの寸法や比率が異なって表される場合もある。　
　なお、本願明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様の要素には同
一の符号を付して詳細な説明は適宜省略する。
【０００９】
　（第１の実施形態）　
　図１（ａ）及び図１（ｂ）は、第１の実施形態に係る光源モジュールを模式的に表す斜
視図である。　
　図２は、第１の実施形態に係る光源モジュールを模式的に表す分解斜視図である。　
　図３（ａ）及び図３（ｂ）は、第１の実施形態に係る光源モジュールを模式的に表す断
面図である。　
　図４は、第１の実施形態に係る光源モジュールの一部を拡大して模式的に表す部分斜視
図である。　
　図１～図４に表したように、光源モジュール１０は、支持体１１と、カバー１２と、保
持部材１３と、を備える。
【００１０】
　支持体１１は、基板１５を支持する。基板１５は、接着などによって支持体１１に固定
してもよいし、ネジ止めなどによって着脱可能に支持体１１に取り付けてもよい。支持体
１１は、基板１５を着脱可能に支持してもよい。
【００１１】
　基板１５には、光源１６が設けられている。基板１５には、例えば、複数の光源１６が
設けられる。各光源１６は、基板１５の表面１５ａに並べて配置される。光源１６の数は
、任意でよい。光源１６の数は、例えば、１つでもよい。
【００１２】
　光源１６には、例えば、発光ダイオード（Light Emitting Diode：ＬＥＤ）が用いられ
る。光源１６は、例えば、有機発光ダイオード（Organic Light Emitting Diode：ＯＬＥ
Ｄ）、無機エレクトロルミネッセンス（Inorganic ElectroLuminescence）発光素子、有
機エレクトロルミネッセンス（Organic ElectroLuminescence）発光素子、または、その
他の電界発光型の発光素子などでもよい。光源１６は、例えば、電球などでもよい。
【００１３】
　カバー１２は、支持体１１に取り付けられ、支持体１１に支持された基板１５を覆う。
カバー１２は、例えば、外力や塵埃などから基板１５及び各光源１６を保護する。カバー
１２は、光透過性を有する。カバー１２は、各光源１６の放出する光に対して光透過性で
ある。カバー１２は、例えば、透明である。カバー１２は、例えば、光拡散性を有しても
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よい。カバー１２には、例えば、光透過性の樹脂材料が用いられる。
【００１４】
　保持部材１３は、カバー１２を支持体１１に保持する。すなわち、保持部材１３は、カ
バー１２を支持体１１から外れないようにする。光源モジュール１０には、例えば、複数
の保持部材１３が設けられる。この例では、３つの保持部材１３が設けられる。保持部材
１３の数は、任意でよい。保持部材１３の数は、例えば、１つまたは２つでもよいし、４
つ以上でもよい。
【００１５】
　支持体１１は、第１部分２１と、第２部分２２と、第３部分２３と、を有する。第１部
分２１は、第１方向に延びる第１面２１ａと、第１面２１ａと反対側の第２面２１ｂと、
を有する。第１部分２１は、板状である。第１部分２１は、例えば、第１方向に長い長尺
な板である。この例では、第１面２１ａ及び第２面２１ｂが、略長方形状である。第１面
２１ａの形状及び第２面２１ｂの形状は、長方形状に限ることなく、第１方向に延びる任
意の形状でよい。また、この例では、第２面２１ｂが、第１面２１ａに対して実質的に平
行である。
【００１６】
　ここで、第１方向に対して平行な方向をＸ軸方向とする。第１面２１ａに対して平行で
Ｘ軸方向に対して垂直な方向をＹ軸方向とする。Ｘ軸方向及びＹ軸方向に対して垂直な方
向をＺ軸方向とする。Ｚ軸方向は、第１面２１ａに対して垂直な方向である。
【００１７】
　第２部分２２は、第２面２１ｂのＸ軸方向に延びる一方の側端２１ｐに設けられる。第
２部分２２は、第２面２１ｂの向く方向に延びる。換言すれば、第２部分２２は、第１面
２１ａから第２面２１ｂに向かう方向に延びる。
【００１８】
　第３部分２３は、第２面２１ｂのＸ軸方向に延びる他方の側端２１ｑに設けられる。第
２部分２２は、第２面２１ｂの向く方向に延びる。
【００１９】
　この例において、支持体１１をＸ軸方向に見た形状は、略Ｕ字状である。第２部分２２
及び第３部分２３は、いわゆるリブである。支持体１１をＸ軸方向に見た形状は、例えば
、Ｈ字状でもよい。すなわち、第２部分２２及び第３部分２３は、第２面２１ｂの向く方
向に少なくとも延びていればよく、第１面２１ａの向く方向にさらに延びてもよい。この
例では、第２部分２２及び第３部分２３が、第２面２１ｂに対して実質的に垂直な方向に
延びる。第２部分２２及び第３部分２３は、第２面２１ｂに対して傾斜してもよい。支持
体１１には、例えば、鉄、アルミニウム、または、ステンレスなどの金属材料が用いられ
る。支持体１１は、例えば、金属板を折り曲げ加工することによって形成される。
【００２０】
　また、この例では、支持体１１において、第２面２１ｂの一方の側端２１ｐに沿ってＸ
軸方向に延びる１つの第２部分２２が設けられている。第２面２１ｂの他方の側端２１ｑ
に沿ってＸ軸方向に延びる１つの第３部分２３が設けられている。これに限ることなく、
例えば、Ｘ軸方向に並ぶ複数の第２部分２２を設けてもよいし、Ｘ軸方向に並ぶ複数の第
３部分２３を設けてもよい。
【００２１】
　支持体１１は、第１面２１ａで基板１５を支持する。基板１５は、第１面２１ａの上に
設けられる。支持体１１は、基板１５の表面１５ａを第１面２１ａの向く方向に向けて、
基板１５を支持する。これにより、第１面２１ａの向く方向に、光が照射される。
【００２２】
　また、第１面２１ａのＹ軸方向の長さ（幅）は、基板１５のＹ軸方向の長さよりも長い
。このため、第１面２１ａのＸ軸方向に延びる一方の端部２１ｍ、及び、第１面２１ａの
Ｘ軸方向に延びる他方の端部２１ｎは、基板１５を支持した状態においても、基板１５に
覆われない。
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【００２３】
　カバー１２は、本体部３０と、第１当接部３１と、第２当接部３２と、第１係合部３３
と、第２係合部３４と、を有する。
【００２４】
　本体部３０は、第１面２１ａと対向し、第１面２１ａに支持された基板１５を覆う。本
体部３０は、例えば、第１面２１ａと対向する第１板部３０ａと、第１板部３０ａのＹ軸
方向の一端からＺ軸方向に延びる第２板部３０ｂと、第１板部３０ａのＹ軸方向の他端か
らＺ軸方向に延びる第３板部３０ｃと、を含む。
【００２５】
　この例では、第２板部３０ｂ及び第３板部３０ｃが、Ｘ－Ｚ平面に対して傾斜している
。第２板部３０ｂと第３板部３０ｃとの間のＹ軸方向の距離は、光の照射方向において長
くなる。第２板部３０ｂと第３板部３０ｃとの間のＹ軸方向の距離は、例えば、光の照射
方向において連続的に長くなる。すなわち、第２板部３０ｂ及び第３板部３０ｃは、テー
パ状である。本体部３０をＸ軸方向に見た形状は、例えば、扇状である。これにより、例
えば、光源モジュール１０が天井に設置された場合に、第２板部３０ｂ及び第３板部３０
ｃから出射された光によって、天井面を効率良く照らすことができる。
【００２６】
　第１当接部３１は、本体部３０のＹ軸方向の一端に設けられる。第１当接部３１は、例
えば、第２板部３０ｂの第１板部３０ａと反対側の端部に設けられる。第１当接部３１は
、第１面２１ａの一方の側端２１ｍに当接する。
【００２７】
　第２当接部３２は、本体部３０のＹ軸方向の他端に設けられる。第２当接部３２は、例
えば、第３板部３０ｃの第１板部３０ａと反対側の端部に設けられる。第２当接部３２は
、第１面２１ａの他方の側端２１ｎに当接する。
【００２８】
　この例では、第１当接部３１及び第２当接部３２が、第１面２１ａに直接接している。
第１当接部３１及び第２当接部３２は、必ずしも第１面２１ａに直接接しなくてもよい。
第１当接部３１及び第２当接部３２は、他の部材を挟んで第１面２１ａに当接してもよい
。
【００２９】
　第１係合部３３は、本体部３０のＹ軸方向の一端に設けられる。第１係合部３３は、第
２部分２２のＺ軸方向の端部２２ａに係合し、第１当接部３１とともに第２部分２２を挟
む。第１係合部３３は、例えば、外側から第２部分２２を覆う。
【００３０】
　第２係合部３４は、本体部３０のＹ軸方向の他端に設けられる。第２係合部３４は、第
３部分２３のＺ軸方向の端部２３ａに係合し、第２当接部３２とともに第３部分２３を挟
む。第２係合部３４は、例えば、外側から第３部分２３を覆う。
【００３１】
　このように、カバー１２は、第１面２１ａ側から支持体１１に被せ、各係合部３３、３
４を第２部分２２及び第３部分２３に係合させる。これにより、カバー１２が、支持体１
１に取り付けられる。
【００３２】
　光源モジュール１０は、一対の側板１７、１８をさらに含む。側板１７は、支持体１１
及びカバー１２のＸ軸方向の一端に取り付けられる。側板１８は、支持体１１及びカバー
１２のＸ軸方向の他端に取り付けられる。側板１７は、カバー１２のＸ軸方向の一端を塞
ぐ。側板１８は、カバー１２のＸ軸方向の他端を塞ぐ。
【００３３】
　保持部材１３は、対向部４０と、第１把持部４１と、第２把持部４２と、を有する。対
向部４０は、第２面２１ｂと対向する。対向部４０は、例えば、第２面２１ｂに接する。
対向部４０のＹ軸方向の長さは、第２面２１ｂのＹ軸方向の長さと実質的に同じか、僅か
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に短い程度である。
【００３４】
　第１把持部４１は、対向部４０のＹ軸方向の一端に設けられる。第１把持部４１は、第
２部分２２と第１係合部３３とを挟んで把持する。第１把持部４１は、例えば、板バネ状
であり、第２部分２２と第１係合部３３とを挟むことにより、第１係合部３３の係合が解
除されてしまうことを抑制する。
【００３５】
　第２把持部４２は、対向部４０のＹ軸方向の他端に設けられる。第２把持部４２は、第
３部分２３と第２係合部３４とを挟んで把持する。第２把持部４２は、例えば、板バネ状
であり、第３部分２３と第２係合部３４とを挟むことにより、第２係合部３４の係合が解
除されてしまうことを抑制する。換言すれば、保持部材１３は、各把持部４１、４２で挟
むことにより、カバー１２の開きを抑制する。
【００３６】
　このように、保持部材１３は、第２面２１ｂ側から支持体１１に取り付けられ、第２部
分２２と第１係合部３３とを第１把持部４１で挟み、第３部分２３と第２係合部３４とを
第２把持部４２で挟むことにより、カバー１２を支持体１１に保持する。
【００３７】
　第１把持部４１には、第１ストッパ部４３が設けられている。第１ストッパ部４３は、
第２部分２２に設けられた第１被係合部２２ｂと係合して、第１把持部４１の第２面２１
ｂの向く方向（第２面２１ｂから離間する方向）への移動を規制する。
【００３８】
　第２把持部４２には、第２ストッパ部４４が設けられている。第２ストッパ部４４は、
第３部分２３に設けられた第２被係合部２３ｂと係合して、第２把持部４２の第２面２１
ｂの向く方向への移動を規制する。
【００３９】
　対向部４０を第２面２１ｂに接触させた状態で、各ストッパ部４３、４４を係合させる
。これにより、保持部材１３が、支持体１１に保持される。保持部材１３が、支持体１１
から外れてしまうことが抑制される。従って、カバー１２が、支持体１１により適切に保
持される。
【００４０】
　この例では、支持体１１に対して３つの保持部材１３が取り付けられる。従って、第２
部分２２には、３つの第１被係合部２２ｂが、Ｘ軸方向に並べて設けられる。第３部分２
３には、３つの第２被係合部２３ｂが、Ｘ軸方向に並べて設けられる。例えば、第１被係
合部２２ｂ及び第２被係合部２３ｂの設けられた位置が、保持部材１３の取付位置である
。
【００４１】
　この例では、第１ストッパ部４３及び第２ストッパ部４４が、外側に向かって突出する
略半球状の突起であり、第１被係合部２２ｂ及び第２被係合部２３ｂが、略矩形状の貫通
孔である。これとは反対に、第１ストッパ部４３及び第２ストッパ部４４を貫通孔とし、
第１被係合部２２ｂ及び第２被係合部２３ｂを突起としてもよい。第１ストッパ部４３、
第２ストッパ部４４、第１被係合部２２ｂ及び第２被係合部２３ｂのそれぞれの形状は、
保持部材１３の抜けを抑制できる任意の形状でよい。
【００４２】
　また、この例では、第１ストッパ部４３及び第２ストッパ部４４のそれぞれが、Ｘ軸方
向に並べて２つ設けられている。第１ストッパ部４３及び第２ストッパ部４４のそれぞれ
の数は、任意である。第１ストッパ部４３及び第２ストッパ部４４のそれぞれは、１つで
もよいし、３つ以上でもよい。
【００４３】
　第１把持部４１には、一対の抑え部４１ａと、第１爪部４１ｂと、が設けられている。
各抑え部４１ａは、Ｘ軸方向に並べて設けられる。各抑え部４１ａは、略Ｕ字状に折り曲
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げられ、第２部分２２と第１係合部３３とを挟む部分である。第１爪部４１ｂは、各抑え
部４１ａの間に設けられる。第１爪部４１ｂは、第２面２１ｂと実質的に平行な方向にお
いて、対向部４０と反対の方向に向かって突出する。第１爪部４１ｂは、例えば、Ｙ軸方
向において、外側に向かって突出する。
【００４４】
　第２把持部４２には、一対の抑え部４２ａと、第２爪部４２ｂと、が設けられている。
各抑え部４２ａは、Ｘ軸方向に並べて設けられる。各抑え部４２ａは、略Ｕ字状に折り曲
げられ、第３部分２３と第２係合部３４とを挟む部分である。第２爪部４２ｂは、各抑え
部４２ａの間に設けられる。第２爪部４２ｂは、第２面２１ｂと実質的に平行な方向にお
いて、対向部４０と反対の方向に向かって突出する。第２爪部４２ｂは、例えば、Ｙ軸方
向において、外側に向かって突出する。
【００４５】
　各爪部４１ｂ、４２ｂは、光源モジュール１０の器具本体への取り付けに用いられる。
このように、保持部材１３は、カバー１２の保持に用いられるとともに、光源モジュール
１０の器具本体への取り付けにも用いられる。
【００４６】
　保持部材１３には、例えば、鉄、アルミニウム、または、ステンレスなどの金属材料が
用いられる。保持部材１３には、例えば、樹脂材料などを用いてもよい。但し、保持部材
１３には、上記のような金属材料を用いることが好ましい。これにより、例えば、保持部
材１３の耐久性を向上させることができる。また、保持部材１３は、例えば、１枚の板材
料から形成される。これにより、例えば、部品点数を削減することができる。例えば、光
源モジュール１０のコストを抑えることができる。例えば、保持部材１３に樹脂材料を用
いる場合、保持部材１３は、射出成形などによって形成された１つの部品であることが好
ましい。
【００４７】
　光源モジュールにおいて、カバーを支持体にネジ止めするものがある。このような光源
モジュールでは、組立時に工具が必要となり、組立が煩雑となる。
【００４８】
　これに対して、本実施形態に係る光源モジュール１０では、支持体１１に基板１５を支
持させた後、各係合部３３、３４を係合させてカバー１２を支持体１１に取り付け、保持
部材１３でカバー１２を支持体１１に保持する。そして、側板１７でカバー１２のＸ軸方
向の一端を塞ぎ、側板１８でカバー１２のＸ軸方向の他端を塞ぐ。これにより、光源モジ
ュール１０が組み立てられる。
【００４９】
　このように、本実施形態に係る光源モジュール１０では、工具などを用いることなく、
組み立てを行うことができる。従って、光源モジュール１０では、ネジを用いる場合に比
べて、組立性を向上させることができる。また、ネジを用いる場合に比べて、部品点数を
削減することもできる。例えば、光源モジュール１０をコストダウンできる。
【００５０】
　（第２の実施形態）　
　図５（ａ）及び図５（ｂ）は、第２の実施形態に係る照明器具を模式的に表す斜視図で
ある。　
　図６は、第２の実施形態に係る照明器具を模式的に表す断面図である。　
　図７は、第２の実施形態に係る照明器具の一部を模式的に表す平面図である。　
　図５～図７に表したように、照明器具１００は、上記第１の実施形態で説明した光源モ
ジュール１０と、光源モジュール１０を支持する器具本体１１０と、を備える。
【００５１】
　照明器具１００は、例えば、光源モジュール１０を下方に向けた状態で室内の天井に取
り付けられる。照明器具１００は、光源モジュール１０から照射される光によって、室内
を照明する。なお、照明器具１００は、天井に限ることなく、例えば、壁面などに取り付
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けてもよい。器具本体１１０は、例えば、ネジなどによって天井に取り付けられる。この
ように、器具本体１１０は、光源モジュール１０の支持に用いられるとともに、天井など
の取付対象への照明器具１００の取り付けに用いられる。
【００５２】
　器具本体１１０は、例えば、筐体１１２と、取付バネ１１４と、を含む。筐体１１２に
は、光源モジュール１０の少なくとも一部を収容する凹部１１２ａが設けられている。取
付バネ１１４は、筐体１１２に取り付けられている。取付バネ１１４は、凹部１１２ａに
収容された光源モジュール１０の第１爪部４１ｂ及び第２爪部４２ｂと係合し、光源モジ
ュール１０の凹部１１２ａから抜ける方向への移動を規制する。
【００５３】
　このように、器具本体１１０は、取付バネ１１４を各爪部４１ｂ、４２ｂに係合させる
ことによって、光源モジュール１０を支持する。この例では、光源モジュール１０に３つ
の保持部材１３が設けられている。このため、この例では、３つの取付バネ１１４が器具
本体１１０に設けられている。各取付バネ１１４は、筐体１１２において、光源モジュー
ル１０の各保持部材１３に対応する位置に取り付けられている。器具本体１１０は、各取
付バネ１１４を各保持部材１３のそれぞれの各爪部４１ｂ、４２ｂに係合させて、光源モ
ジュール１０を支持する。
【００５４】
　筐体１１２には、例えば、鉄、アルミニウム、または、ステンレスなどの金属材料が用
いられる。取付バネ１１４には、例えば、上記と同様の金属材料が用いられる。取付バネ
１１４は、弾性を有する。取付バネ１１４は、いわゆる板バネである。筐体１１２及び取
付バネ１１４には、例えば、樹脂材料などを用いてもよい。但し、筐体１１２及び取付バ
ネ１１４に金属材料を用いることにより、例えば、これらの耐久性を高めることができる
。
【００５５】
　器具本体１１０には、例えば、電源回路１１５と、端子台１１６、１１７と、がさらに
設けられる。電源回路１１５、端子台１１６、１１７は、例えば、ネジ止めなどにより、
凹部１１２ａ内に取り付けられる。
【００５６】
　電源回路１１５は、例えば、外部から供給される電力を光源モジュール１０に対応した
電圧または電流に変換して、光源モジュール１０に供給する。光源モジュール１０は、電
源回路１１５からの電力供給に応じて光源１６を点灯させ、光を照射する。電源回路１１
５は、例えば、照明器具１００とは別に設けてもよい。
【００５７】
　端子台１１６、１１７は、例えば、外部の電源と電源回路１１５との間の電気的な接続
や、電源回路１１５と各光源１６との間の電気的な接続などに用いられる。
【００５８】
　また、筐体１１２には、例えば、照明器具１００を天井などに取り付けるための金具（
例えば、ネジ）や電源回路１１５に電力を供給する電源ケーブルなどを通すための複数の
開口が設けられる。
【００５９】
　筐体１１２は、例えば、底板部１２０と、第１側板部１２１と、第２側板部１２２と、
第１傾斜板部１２３と、第２傾斜板部１２４と、を有する。
【００６０】
　底板部１２０は、第２面２１ｂと対向する第３面１２０ａと、第３面１２０ａと反対側
の第４面１２０ｂと、を有する。第３面１２０ａは、例えば、第２面２１ｂの全体と対向
する。底板部１２０も、Ｘ軸方向に延びる長尺状の板である。この例では、第４面１２０
ｂが、第３面１２０ａと実質的に平行である。第４面１２０ｂは、第３面１２０ａと非平
行でもよい。また、この例では、第３面１２０ａが、第２面２１ｂと実質的に平行である
。第３面１２０ａは、第２面２１ｂと非平行でもよい。電源回路１１５及び各端子台１１
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６、１１７は、例えば、第３面１２０ａに取り付けられる。
【００６１】
　第１側板部１２１は、第３面１２０ａのＸ軸方向に延びる一方の側端から第３面１２０
ａの向く方向に延び、Ｙ軸方向において第１把持部４１と対向する。第２側板部１２２は
、第３面１２０ａのＸ軸方向に延びる他方の側端から第３面１２０ａの向く方向に延び、
Ｙ軸方向において第２把持部４２と対向する。すなわち、凹部１１２ａは、底板部１２０
と、各側板部１２１、１２２と、によって形成される。
【００６２】
　この例では、第１側板部１２１及び第２側板部１２２が、第３面１２０ａに対して実質
的に垂直な方向に延びる。すなわち、この例では、第１側板部１２１及び第２側板部１２
２が、Ｚ軸方向に延びる。第１側板部１２１及び第２側板部１２２は、第３面１２０ａに
対して傾斜していてもよい。
【００６３】
　第１傾斜板部１２３の一端は、第１側板部１２１の底板部１２０と反対側の端部に接続
されている。第１傾斜板部１２３は、第１側板部１２１の底板部１２０と反対側の端部か
ら、第４面１２０ｂの向く方向に向かって斜めに延びる。第２傾斜板部１２４の一端は、
第２側板部１２２の底板部１２０と反対側の端部に接続されている。第２傾斜板部１２４
は、第２側板部１２２の底板部１２０と反対側の端部から、第４面１２０ｂの向く方向に
向かって斜めに延びる。第２傾斜板部１２３と第２傾斜板部１２４との間のＹ軸方向の距
離は、第３面１２０ａの向く方向に向かって減少する。すなわち、第２傾斜板部１２３及
び第２傾斜板部１２４は、筐体１１２のＸ軸方向に見た形状を略台形状にする。
【００６４】
　第１傾斜板部１２３の端部１２３ａは、第３面１２０ａと実質的に平行となるように、
第１側板部１２１側に向けて折り曲げられている。また、第１傾斜板部１２３の端部１２
３ａは、第４面１２０ｂよりも第４面１２０ｂの向く方向に突出した位置に配置されてい
る。
【００６５】
　第２傾斜板部１２４の端部１２４ａは、第３面１２０ａと実質的に平行となるように、
第２側板部１２２側に向けて折り曲げられている。また、第２傾斜板部１２４の端部１２
４ａは、第４面１２０ｂよりも第４面１２０ｂの向く方向に突出した位置に配置されてい
る。
【００６６】
　第１傾斜板部１２３の端部１２３ａと第４面１２０ｂとの間のＺ軸方向の距離は、第２
傾斜板部１２４の端部１２４ａと第４面１２０ｂとの間のＺ軸方向の距離と実質的に同じ
である。すなわち、端部１２３ａは、端部１２４ａと実質的に面一である。
【００６７】
　これにより、例えば、照明器具１００を天井に設置する場合には、端部１２３ａ、１２
４ａが天井面に当接する。そして、第３面１２０ａが、天井面と実質的に平行になる。ま
た、このとき、第４面１２０ｂは、天井面から僅かに離間する。これにより、例えば、電
源回路１１５などの各部品を筐体１１２に取り付けるためのネジなどが、天井面に接触す
ることを抑制することができる。
【００６８】
　第１側板部１２１には、開口１２１ａが設けられている。開口１２１ａは、Ｙ軸方向に
おいて第１把持部４１と対向する位置に配置されている。第２側板部１２２には、開口１
２２ａが設けられている。開口１２２ａは、Ｙ軸方向において第２把持部４２と対向する
位置に配置されている。この例では、光源モジュール１０の３つの保持部材１３のそれぞ
れに対応して、開口１２１ａ及び開口１２２ａが、それぞれ３つずつ設けられる。
【００６９】
　取付バネ１１４は、底板部１２０に取り付けられる。この例では、取付バネ１１４が、
第４面１２０ｂに取り付けられている。すなわち、取付バネ１１４は、凹部１１２ａの外
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側に取り付けられている。取付バネ１１４は、例えば、ネジやリベットなどによって、第
４面１２０ｂに取り付けられる。取付バネ１１４は、略Ｕ字状に折り曲げられており、底
板部１２０に沿う部分と、第１側板部１２１に沿う部分と、第２側板部１２２に沿う部分
と、を有する。
【００７０】
　取付バネ１１４の一方の端部１１４ａは、略Ｕ字状に折り曲げられ、開口１２１ａを介
して凹部１１２ａ内に入り込んでいる。この端部１１４ａが、凹部１１２ａに収容された
光源モジュール１０の第１爪部４１ｂと係合する。
【００７１】
　取付バネ１１４の他方の端部１１４ｂは、略Ｕ字状に折り曲げられ、開口１２２ａを介
して凹部１１２ａ内に入り込んでいる。この端部１１４ｂが、凹部１１２ａに収容された
光源モジュール１０の第２爪部４２ｂと係合する。
【００７２】
　この例では、取付バネ１１４が、第１爪部４１ｂと係合する端部１１４ａと、第２爪部
４２ｂと係合する端部１１４ｂと、を有している。取付バネ１１４は、例えば、第１爪部
４１ｂと係合する端部を有する部品と、第２爪部４２ｂと係合する端部を有する別の部品
と、の２つの部品で構成してもよい。
【００７３】
　筐体１１２には、開口１１２ｂと開口１１２ｃとが設けられている。開口１１２ｂは、
Ｚ軸方向において取付バネ１１４の端部１１４ａと対向する位置に配置されている。開口
１１２ｃは、Ｚ軸方向において取付バネ１１４の端部１１４ｂと対向する位置に配置され
ている。各開口１１２ｂ、１１２ｃは、各取付バネ１１４に対応して設けられる。この例
では、３つの開口１１２ｂ及び３つの開口１１２ｃが、筐体１１２に設けられる。
【００７４】
　開口１１２ｂに棒状の治具を挿し込んで、取付バネ１１４の端部１１４ａを押し、取付
バネ１１４を弾性変形させる。すると、端部１１４ａの傾斜に沿って、端部１１４ａが凹
部１１２ａから退避する方向に移動し、第１爪部４１ｂと端部１１４ａとの係合状態が解
除される。
【００７５】
　開口１１２ｃに棒状の治具を挿し込んで、取付バネ１１４の端部１１４ｂを押し、取付
バネ１１４を弾性変形させる。すると、端部１１４ｂの傾斜に沿って、端部１１４ｂが凹
部１１２ａから退避する方向に移動し、第２爪部４２ｂと端部１１４ｂとの係合状態が解
除される。
【００７６】
　このように、器具本体１１０は、取付バネ１１４の係合と、係合状態の解除と、により
、光源モジュール１０を着脱可能に支持する。
【００７７】
　前述のように、光源モジュール１０のカバー１２においては、本体部３０をＸ軸方向に
見た形状が、扇状である。筐体１１２の各開口１１２ｂ、１１２ｃは、Ｚ軸方向において
、本体部３０と重なる。これにより、例えば、室内側から見たときに、各開口１１２ｂ、
１１２ｃを視認し難くすることができる。例えば、照明器具１００の意匠性を高めること
ができる。
【００７８】
　図６及び図７に表したように、第４面１２０ｂには、突起１２６が設けられている。第
４面１２０ｂには、例えば、複数の突起１２６が設けられる。突起１２６の数は、任意で
よい。突起１２６は、１つでもよい。この例において、突起１２６は、半球状である。突
起１２６の形状は、半球状に限ることなく、第４面１２０ｂの向く方向に突出した任意の
形状でよい。
【００７９】
　突起１２６の高さ（第４面１２０ｂからのＺ軸方向の長さ）は、第４面１２０ｂと端部
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１２３ａ（端部１２４ａ）との間のＺ軸方向の距離と、実質的に同じである。これにより
、突起１２６は、例えば、各端部１２３ａ、１２４ａを天井面に当接させた際に、各端部
１２３ａ、１２４ａとともに天井面に当接する。
【００８０】
　突起１２６は、取付バネ１１４の近傍に配置される。突起１２６と取付バネ１１４との
間のＸ軸方向の距離Ｄ１は、例えば、３０ｍｍ以下である。すなわち、「取付バネ１１４
の近傍」とは、距離Ｄ１が、３０ｍｍ以下であることをいう。また、この例では、複数の
突起１２６が、取付バネ１１４を挟んでＸ軸方向の両側に配置されている。突起１２６は
、取付バネ１１４のＸ軸方向の片側のみに設けてもよい。
【００８１】
　照明器具１００を天井に設置する場合には、各端部１２３ａ、１２４ａを天井面に当接
させた状態で、器具本体１１０を室内側から天井板などにネジ止めする。
【００８２】
　器具本体１１０には、例えば、光源モジュール１０の落下を抑制するための少なくとも
２本のチェーンが設けられている。例えば、２本のチェーンが、Ｘ軸方向の両端付近に設
けられる。光源モジュール１０の支持体１１の第２面２１ｂには、例えば、各チェーンに
対応した複数のフックが設けられている。器具本体１１０を天井にネジ止めした後、これ
らの各チェーンの端部を光源モジュール１０のフックに引っ掛けて、光源モジュール１０
を吊るす。
【００８３】
　光源モジュール１０を吊るした後、例えば、図示を省略したコネクタを接続することに
より、光源モジュール１０と電源回路１１５とを電気的に接続する。
【００８４】
　配線の後、光源モジュール１０をＸ軸周りに傾けた状態で支持体１１の第２部分２２側
を凹部１１２ａ内に入れ、各保持部材１３のそれぞれの第１爪部４１ｂを、各取付バネ１
１４のそれぞれの端部１１４ａに係合させる。この後、光源モジュール１０を水平に戻す
ようにして支持体１１の第３部分２３側を凹部１１２ａ内に入れ、各保持部材１３のそれ
ぞれの第２爪部４２ｂを、各取付バネ１１４のそれぞれの端部１１４ｂに係合させる。
【００８５】
　これにより、光源モジュール１０が器具本体１１０に支持され、照明器具１００が天井
に取り付けられる。なお、上記と反対に、各第２爪部４２ｂを各端部１１４ｂに係合させ
た後、各第１爪部４１ｂを各端部１１４ａに係合させてもよい。
【００８６】
　光源モジュール１０を器具本体１１０から取り外す場合には、例えば、各第１爪部４１
ｂと各端部１１４ａとのそれぞれの係合状態を解除した後、各第２爪部４２ｂと各端部１
１４ｂとのそれぞれの係合状態を解除する。反対に、各第２爪部４２ｂと各端部１１４ｂ
とのそれぞれの係合状態を解除した後、各第１爪部４１ｂと各端部１１４ａとのそれぞれ
の係合状態を解除してもよい。
【００８７】
　器具本体１１０を天井板などにネジ止めする時、例えば、ネジを締め付け過ぎて、筐体
１１２を変形させてしまう場合がある。取付バネ１１４を係合させて光源モジュール１０
を支持する場合に、筐体１１２が変形してしまうと、例えば、取付バネ１１４と各爪部４
１ｂ、４２ｂとの位置がずれる。これにより、光源モジュール１０が、器具本体１１０に
対して取り付け難くなったり、外し難くなったりしてしまう。
【００８８】
　本実施形態に係る照明器具１００では、底板部１２０の取付バネ１１４の近傍に突起１
２６を設けている。照明器具１００では、器具本体１１０を天井面にネジ止めする際に、
突起１２６が天井面に当接する。これにより、照明器具１００では、取付バネ１１４の近
傍における筐体１１２の変形を抑えることができる。例えば、器具本体１１０に対する光
源モジュール１０の着脱を容易に行うことができる。例えば、天井などの取付対象に対す
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る器具本体１１０の取り付けを容易にできる。
【００８９】
　突起１２６を複数設けることにより、筐体１１２の変形をより適切に抑えることができ
る。各突起１２６を取付バネ１１４のＸ軸方向の両側に配置することにより、筐体１１２
の変形をさらに抑えることができる。
【００９０】
　例えば、距離Ｄ１を２０ｍｍ以下にする。これにより、筐体１１２の変形をより適切に
抑えることができる。例えば、距離Ｄ１を１０ｍｍ以下にする。これにより、筐体１１２
の変形をさらに抑えることができる。
【００９１】
　突起１２６の高さは、各端部１２３ａ、１２４ａの高さ以下であることが好ましい。こ
れにより、各端部１２３ａ、１２４ａと天井面との間に隙間が生じてしまうことを抑制す
ることができる。但し、突起１２６の高さと各端部１２３ａ、１２４ａの高さとの差が大
きくなると、筐体１１２の変形を抑える効果が弱くなってしまう。このため、突起１２６
の高さと各端部１２３ａ、１２４ａの高さとの差は、例えば、５ｍｍ以下であることが好
ましい。そして、突起１２６の高さが、各端部１２３ａ、１２４ａの高さと実質的に同じ
であることが、最も好適である。
【００９２】
　（第３の実施形態）　
　図８（ａ）及び図８（ｂ）は、第３の実施形態に係る照明器具を模式的に表す斜視図で
ある。　
　図９は、第３の実施形態に係る照明器具を模式的に表す断面図である。　
　図１０は、第３の実施形態に係る照明器具の一部を模式的に表す部分斜視図である。　
　図８～図１０に表したように、照明器具２００は、上記第１の実施形態で説明した光源
モジュール１０と、光源モジュール１０を支持する器具本体２１０と、を備える。
【００９３】
　器具本体２１０は、第２の実施形態で説明した器具本体１１０と同様に、筐体２１２と
、取付バネ２１４と、を含む。この筐体２１２にも、光源モジュール１０の少なくとも一
部を収容する凹部２１２ａが設けられている。筐体２１２及び取付バネ２１４の機能は、
上記第２の実施形態の器具本体１１０の筐体１１２及び取付バネ１１４の機能と実質的に
同じである。筐体２１２及び取付バネ２１４について、筐体１１２及び取付バネ１１４と
同様とできる部分については、詳細な説明を省略する。
【００９４】
　筐体２１２は、例えば、底板部２２０と、第１側板部２２１と、第２側板部２２２と、
を有する。底板部２２０、第１側板部２２１及び第２側板部２２２は、上記第２の実施形
態と同様とすることができる。底板部２２０は、底板部１２０と同様に、第２面２１ｂと
対向する第３面２２０ａと、第３面２２０ａと反対側の第４面２２０ｂと、を有する。底
板部２２０、第１側板部２２１及び第２側板部２２２によって、凹部２１２ａが形成され
る。
【００９５】
　底板部２２０には、開口２２０ｃ、２２０ｄが設けられている。開口２２０ｃは、Ｚ軸
方向において第１把持部４１と対向する位置に配置されている。開口２２０ｄは、Ｚ軸方
向において第２把持部４２と対向する位置に配置されている。この例では、光源モジュー
ル１０の３つの保持部材１３のそれぞれに対応して、開口２２０ｃ及び開口２２０ｄが、
それぞれ３つずつ設けられる。
【００９６】
　取付バネ２１４は、底板部２２０に取り付けられる。この例では、取付バネ２１４が、
第４面２２０ｂに取り付けられている。取付バネ２１４は、略Ｕ字状に折り曲げられてお
り、底板部２２０に沿う部分と、第１側板部２２１に沿う部分と、第２側板部２２２に沿
う部分と、を有する。



(13) JP 6094945 B2 2017.3.15

10

20

30

40

50

【００９７】
　この例では、取付バネ２１４の第１側板部２２１に沿う部分が、開口２２０ｃを介して
凹部２１２ａ内に入り込んでいる。そして、第２側板部２２２に沿う部分が、開口２２０
ｄを介して凹部２１２ａ内に入り込んでいる。
【００９８】
　取付バネ２１４の一方の端部２１４ａは、内側に向けて折り曲げられ、凹部２１２ａに
収容された光源モジュール１０の第１爪部４１ｂと係合する。取付バネ２１４の他方の端
部２１４ｂは、内側に向けて折り曲げられ、凹部２１２ａに収容された光源モジュール１
０の第２爪部４２ｂと係合する。
【００９９】
　上記第２の実施形態では、各側板部１２１、１２２から取付バネ１１４の端部１１４ａ
、１１４ｂを凹部１１２ａ内に進入させている。これに限ることなく、本実施形態に示す
ように、取付バネ２１４の端部２１４ａ、２１４ｂを底板部２２０から凹部２１２ａ内に
進入させてもよい。この例の筐体２１２は、各傾斜板部１２３、１２４を含まない。この
ため、各側板部２２１、２２２から取付バネ２１４の端部２１４ａ、２１４ｂを凹部２１
２ａ内に進入させると、取付バネ２１４が外部に露出してしまう。従って、筐体２１２に
おいては、取付バネ２１４の端部２１４ａ、２１４ｂを底板部２２０から凹部２１２ａ内
に進入させる。これにより、例えば、照明器具２００の意匠性が損なわれることを抑制す
ることができる。また、取付バネ２１４は、例えば、第３面２２０ａに取り付けてもよい
。すなわち、取付バネ２１４は、凹部２１２ａ内に取り付けてもよい。
【０１００】
　第１側板部２２１の端部２２１ａ及び第２側板部２２２の端部２２２ａのそれぞれは、
内側に向けて略Ｕ字状に折り曲げられている。また、端部２２１ａ及び端部２２２ａは、
凹部２１２ａのＹ軸方向の幅を狭めるように傾斜したテーパ状である。このように、端部
２２１ａ及び端部２２２ａをテーパ状にすることにより、例えば、各爪部４１ｂ、４２ｂ
との係合を解除する際に取付バネ２１４を弾性変形させるためのスペースを確保しつつ、
室内側から取付バネ２１４などを視認し難くさせることができる。
【０１０１】
　端部２２１ａには、切り欠き２２１ｂが設けられている切り欠き２２１ｂは、取付バネ
２１４の端部２１４ａと対向する位置に配置される。端部２２２ａには、切り欠き２２２
ｂが設けられている切り欠き２２２ｂは、取付バネ２１４の端部２１４ｂと対向する位置
に配置される。各切り欠き２２１ｂ、２２２ｂは、各取付バネ１１４に対応して設けられ
る。この例では、３つの切り欠き２２１ｂ、２２２ｂが、筐体２１２に設けられる。
【０１０２】
　この例では、各端部２２１ａ、２２２ａを略Ｕ字状に折り曲げ、この折り曲げた部分に
各切り欠き２２１ｂ、２２２ｂを設けることにより、各側板部２２１、２２２の先端部分
に切れ込みが入らないようにしている。これにより、例えば、各切り欠き２２１ｂ、２２
２ｂを設けた場合にも、筐体２１２の強度の低下を抑えることができる。
【０１０３】
　切り欠き２２１ｂに棒状の治具を挿し込んで、取付バネ２１４の端部２１４ａを押し、
端部２１４ａを第１側板部２２１側に寄せるように取付バネ２１４を弾性変形させる。こ
れにより、第１爪部４１ｂと端部２１４ａとの係合状態が解除される。
【０１０４】
　切り欠き２２２ｂに棒状の治具を挿し込んで、取付バネ２１４の端部２１４ｂを押し、
端部２１４ｂを第２側板部２２２側に寄せるように取付バネ２１４を弾性変形させる。こ
れにより、第２爪部４２ｂと端部２１４ｂとの係合状態が解除される。治具を挿し込む部
分の形状を切り欠き２２１ｂ、２２２ｂとすることで、例えば、貫通孔などに比べて治具
を挿し込む際の操作性を向上させることができる。例えば、貫通孔などに比べて、挿し込
んだ状態における治具の移動量を大きくすることができる。
【０１０５】
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　筐体２１２においても、第４面２２０ｂには、突起２２６が設けられている。例えば、
複数の突起２２６が、第４面２２０ｂに設けられる。この例では、例えば、照明器具２０
０を天井に設置する際に、これらの各突起２２６が、天井面に当接する。
【０１０６】
　この例においても、各突起２２６は、取付バネ２１４の近傍に配置される。突起２２６
と取付バネ２１４との間のＸ軸方向の距離Ｄ１は、例えば、３０ｍｍ以下である。各突起
２２６は、例えば、取付バネ２１４を挟んでＸ軸方向の両側に配置される。これにより、
例えば、照明器具２００を天井などに設置する際に、取付バネ２１４の近傍における筐体
２１２の変形を抑えることができる。
【０１０７】
　照明器具２００を天井に設置する手順、及び、光源モジュール１０を器具本体２１０か
ら取り外す手順は、上記第２の実施形態で説明した手順と実質的に同じである。
【０１０８】
　図１１は、第３の実施形態に係る照明器具の一部を模式的に表す部分断面図である。　
　図１１に表したように、取付バネ２１４は、例えば、Ｙ軸方向の中央付近において第４
面２２０ｂに取り付けられる。例えば、ネジ２２８によって、取付バネ２１４が第４面２
２０ｂのＹ軸方向の中央付近に取り付けられる。また、照明器具２００では、各突起２２
６により、第４面２２０ｂと取付面（例えば天井面）との間に隙間が空く。
【０１０９】
　これにより、照明器具２００では、図１１に表したように、切り欠き２２１ｂに治具を
挿し込んで、取付バネ２１４の端部２１４ａを押し、取付バネ２１４を弾性変形させた際
に、取付バネ２１４の一部を第４面２２０ｂから離間させることができる。取付バネ２１
４の一部を、取付面側に移動させることができる。
【０１１０】
　これにより、例えば、第１爪部４１ｂと端部２１４ａとの係合を解除させ易くすること
ができる。換言すれば、係合の解除の操作性を向上させることができる。また、第１爪部
４１ｂと端部２１４ａとの係合を解除する際に、取付バネ２１４の一部を取付面側に移動
させることで、例えば、係合の解除に必要となる端部２１４ａの第１側板部２２１側への
移動量を少なくすることができる。従って、例えば、取付バネ１１４が取付面側に移動で
きないものに比べて、端部２１４ａと第１側板部２２１との間のＹ軸方向の距離を短くす
ることができる。例えば、筐体２１２のＹ軸方向の幅を狭くすることができる。
【０１１１】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
【符号の説明】
【０１１２】
　１０…光源モジュール、１１…支持体、１２…カバー、１３…保持部材、１５…基板、
１６…光源、１７、１８…側板、２１…第１部分、２２…第２部分、２３…第３部分、３
０…本体部、３１…第１当接部、３２…第２当接部、３３…第１係合部、３４…第２係合
部、４０…対向部、４１…第１把持部、４２…第２把持部、４３…第１ストッパ部、４４
…第２ストッパ部、１００、２００…照明器具、１１０、２１０…器具本体、１１２、２
１２…筐体、１１４、２１４…取付バネ、１１５…電源回路、１１６、１１７…端子台、
１２０、２２０…底板部、１２１、２２１…第１側板部、１２２、２２２…第２側板部、
１２３…第１傾斜板部、１２４…第２傾斜板部、１２６、２２６…突起
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