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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　取付部に設置される装置本体と、
　上記装置本体に装着される光源ユニットと、
　上記装置本体または上記光源ユニットのいずれか一方に設けられ、弾性変形する弾性部
材と、
　上記装置本体または上記光源ユニットの他方に設けられ、上記弾性部材が装着される被
装着部とを備え、
　上記被装着部には、上記弾性部材が挿入される、幅方向および幅方向と直交する方向を
有する被挿入部となる開口が形成されており、
　上記弾性部材は、上記被挿入部へ挿入されるに従い、上記被挿入部となる開口の幅方向
に収縮し、上記被挿入部を通過することで上記幅方向に伸張して上記被挿入部に係止され
る変形部と、上記装置本体または上記光源ユニットのうちで上記弾性部材が設けられた方
に固定される固定部とを備えるとともに、上記変形部の延設方向に沿ってスリットが形成
されており、
　上記変形部は、上記固定部から延設され、上記変形部の厚さ方向に湾曲した３つの湾曲
部から構成され、
　上記３つの湾曲部は、上記スリットによって分割されており、上記被挿入部となる開口
の幅方向と直交する方向に並んだ、１つの第１の湾曲部と２つの第２の湾曲部とからなり
、
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　上記第１の湾曲部の両側に上記第２の湾曲部が配置されるとともに、上記第１の湾曲部
と上記第２の湾曲部とは互いに離間する方向に湾曲していることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　上記弾性部材は、上記固定部とは逆側の端部に、上記被挿入部に係止される係止部を備
えることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　上記スリットは、上記固定部とは逆側の端部まで形成されていることを特徴とする請求
項１または２に記載の照明装置。
【請求項４】
　上記スリットは、上記固定部とは逆側の端部に達しないように形成されていることを特
徴とする請求項１または２に記載の照明装置。
【請求項５】
　上記被装着部は、上記弾性部材を上記被挿入部に導くガイド部を備えることを特徴とす
る請求項１～４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　上記弾性部材は、板ばねであることを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の
照明装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光源ユニットが装置本体に着脱可能に装着される照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置の用途は多岐に渡っており、住宅照明のように比較的狭い室内を照明する場合
もあれば、オフィスや展示場などのように広い室内を照明する場合もある。また、住宅照
明には、天井へ埋め込んで取り付ける照明（ダウンライト）、天井面に直接付ける照明（
シーリングライト）、天井から吊下げる照明（ペンダントライト）など、目的に応じた多
くの種類が存在する。
【０００３】
　例えば、特許文献１には、ダウンライト、シーリングライトに適用しうる照明装置が開
示されている。図９は、特許文献１に記載の照明装置１００の断面図である。図９のよう
に、照明装置１００は、天井１３４に直付けされたアダプタ（外郭）１３１に、器具本体
１３５を装着するために、１対の板ばね１３６を備えている。
【０００４】
　具体的には、板ばね１３６の根元部１３６ａは、器具本体１３５の外側面の下端部に形
成されたばね取り付け凸部１４６に固定されている。板ばね１３６は、根元部１３６ａか
ら略Ｖ字状に屈曲されて器具本体１３５の上端部側に、斜めに延びている。器具本体１３
５の外側面の上端部には、テーパ面が形成されており、このテーパ面がばね逃げ部１４３
となっている。これにより、板ばね１３６を器具本体１３５側につぼめた際に、ばね逃げ
部１４３に板ばね１３６の自由端側（根元部１３６ａとは逆側の端部）が接するように弾
性変形する。従って、板ばね１３６とともに器具本体１３５を、アダプタ１３１の底部に
形成された器具取付孔（開口）に挿入することにより、器具本体１３５をアダプタ１３１
に装着することが可能となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００１－１７７９４１号公報（２００１年６月２９日公開）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【０００６】
　しかしながら、特許文献１に記載の照明装置１００では、器具本体１３５をアダプタ１
３１に装着する際に、アダプタ１３１および器具本体１３５が変形しやすいという問題が
ある。
【０００７】
　具体的には、照明装置１００では、板ばね１３６と共に器具本体１３５を、アダプタ１
３１の器具取付け孔１６１に挿入することにより、器具本体１３５がアダプタ１３１に装
着される。より詳細には、装着時には、板ばね１３６の自由端側を、夫々その弾性力に抗
して器具本体１３５のばね逃げ部１４３に沿うように押し込んでつぼめる必要がある。つ
まり、図９中２点鎖線で示すように、板ばね１３６の自由端側が、器具本体１３５の径方
向中央部にまで充分に達するように、板ばね１３６の屈曲部１３６ｃを支点として、板ば
ね１３６を弾性変形させなければならない。
【０００８】
　しかし、このように板ばね１３６を弾性変形させると、器具本体１３５を外側へ押し拡
げる力が、器具本体１３５に作用する。さらに、図９のように、装着状態では、板ばね１
３６が、アダプタ１３１の底部中央に形成された１対のばね受け片１６２に当接している
。このため、板ばね１３６の弾性力は、器具本体１３５（ばね受け片１６２）を外側に押
し拡げる方向に作用する。このように、板ばね１３６の弾性力は、器具本体１３５および
アダプタ１３１に直接作用する。従って、アダプタ１３１および器具本体１３５が変形し
やすい。特に、照明装置１００の軽量化のため、アダプタ１３１および器具本体１３５が
薄い材料から形成されていた場合、アダプタ１３１および器具本体１３５が破損しやすい
。
【０００９】
　そこで、本発明は、上記従来の問題点に鑑みてなされたものであり、その目的は、光源
ユニットを装置本体に装着する際に、装置本体および光源ユニットの変形を防止すること
が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】
【００１０】
　本発明に係る照明装置は、上記の課題を解決するために、取付部に設置される装置本体
と、
　上記装置本体に装着される光源ユニットと、
　上記装置本体または上記光源ユニットのいずれか一方に設けられ、弾性変形する弾性部
材と、
　上記装置本体または上記光源ユニットの他方に設けられ、上記弾性部材が装着される被
装着部とを備え、
　上記被装着部には、上記弾性部材が挿入される、幅方向および幅方向と直交する方向を
有する被挿入部となる開口が形成されており、
　上記弾性部材は、上記被挿入部へ挿入されるに従い、上記被挿入部となる開口の幅方向
に収縮し、上記被挿入部を通過することで上記幅方向に伸張して上記被挿入部に係止され
る変形部と、上記装置本体または上記光源ユニットのうちで上記弾性部材が設けられた方
に固定される固定部とを備えるとともに、上記変形部の延設方向に沿ってスリットが形成
されており、
　上記変形部は、上記固定部から延設され、上記変形部の厚さ方向に湾曲した３つの湾曲
部から構成され、
　上記３つの湾曲部は、上記スリットによって分割されており、上記被挿入部となる開口
の幅方向と直交する方向に並んだ、１つの第１の湾曲部と２つの第２の湾曲部とからなり
、
　上記第１の湾曲部の両側に上記第２の湾曲部が配置されるとともに、上記第１の湾曲部
と上記第２の湾曲部とは互いに離間する方向に湾曲していることを特徴としている。
【００１１】
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　上記の構成によれば、光源ユニットを装置本体に装着するために、弾性部材と、弾性部
材が装着される被装着部とを備えている。さらに、弾性部材は、弾性変形する変形部を備
えている。また、弾性部材の変形部が被装着部の被挿入部に挿入されると、変形部は、被
挿入部の幅方向に収縮する。一方、弾性部材の変形部が被装着部の被挿入部を通過すると
、変形部は、被挿入部の幅方向に伸張する。これにより、光源ユニットは、変形部の幅が
外側に広がる弾性力により、弾性部材が被挿入部に係止されることで装置本体に支持され
る。つまり、上記の構成においては、光源ユニットを装置本体に取り付ける際に生じる力
は、変形部が被挿入部を通過する際に変形部を弾性変形させる力である。このため、本発
明に係る照明装置は、従来の照明装置のように板ばねにより光源ユニットおよび装置本体
に直接作用する力を生じさせることなく、光源ユニットを装置本体に取り付けることがで
きる。従って、光源ユニットを装置本体に装着する際に、装置本体および光源ユニットの
変形を防止することができる。
【００１２】
　なお、光源ユニットが装置本体に装着された状態では、弾性部材の変形部の幅は、被装
着部の被挿入部の幅よりも大きくなる。従って、光源ユニットの重量で弾性部材が被装着
部から脱落する、つまり光源ユニットが装置本体から脱落することはない。
【００１３】
　本発明にかかる照明装置では、上記弾性部材は、上記装置本体または光源ユニットに固
定される固定部を備え、上記変形部は、上記固定部から延設され、上記固定部に対して互
いに逆方向に湾曲した複数の湾曲部からなっている。
【００１４】
　上記の構成によれば、変形部は、固定部から延設され、固定部に対して互いに逆方向に
湾曲した複数の湾曲部から構成されている。これにより、湾曲部が、被挿入部の幅方向へ
、スムーズに収縮および伸張する。従って、光源ユニットを装置本体に対し取り付けおよ
び取り外しの際に大きな力を必要としないので、取り付けおよび取り外し作業が容易にな
る。
【００１５】
　本発明にかかる照明装置では、上記弾性部材は、上記固定部とは逆側の端部に、上記被
挿入部に係止される係止部を備えることが好ましい。
【００１６】
　上記の構成によれば、弾性部材の端部に係止部が設けられている。これにより、光源ユ
ニットを装置本体に装着する途中に、装置本体と光源ユニットとが互いに離間した状態で
光源ユニットが装置本体に保持され、仮固定状態となる。従って、仮固定状態で光源ユニ
ットとの間に作業スペースを確保することができる。それゆえ、例えば、装置本体に搭載
された電源と、光源ユニットの光源との配線作業等が容易になる。
【００１７】
　また、光源ユニットを装置本体から取り外す際に、係止部により光源ユニットが装置本
体に一旦保持されるので、取り外し作業時に光源ユニットの落下を防止することができる
。
【００１８】
　本発明にかかる照明装置では、上記スリットは、上記固定部とは逆側の端部まで形成さ
れていてもよい。
【００１９】
　上記の構成によれば、弾性部材に形成されたスリットが、固定部とは逆側の端部にまで
達している。これにより、変形部の可動範囲（伸縮度）が大きくなる。その結果、小さな
力で光源ユニットを装置本体に装着することができる。従って、装置本体に対する光源ユ
ニットの着脱作業が容易になる。
【００２０】
　本発明にかかる照明装置では、上記スリットは、上記固定部とは逆側の端部に達しない
ように形成されていてもよい。
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【００２１】
　上記の構成によれば、弾性部材に形成されたスリットは、固定部とは逆側の端部に達し
ていない。これにより、薄い弾性部材であっても、強力な弾性力を発揮する。従って、弾
性部材の薄型化が可能となる。
【００２２】
　本発明にかかる照明装置では、上記被装着部は、上記弾性部材を上記被挿入部に導くガ
イド部を備えることが好ましい。
【００２３】
　上記の構成によれば、装着部材がガイド部を備えているため、装着時に、弾性部材が被
装着部の被挿入部に確実に挿入される。従って、弾性部材が被挿入部の外側に誤挿入され
ることを防止し光源ユニットの装着作業をスムーズに実施することができる。
【００２４】
　本発明にかかる照明装置では、上記弾性部材は、板ばねであることが好ましい。
【００２５】
　上記の構成によれば、弾性部材が汎用性の高い板ばねから構成されている。このため、
弾性部材を簡便に製造することができる。従って、安価な照明装置を実現することができ
る。
【発明の効果】
【００２６】
　以上のように、本発明によれば、光源ユニットを装置本体に装着する際に、装置本体お
よび光源ユニットの変形を防止することができる照明装置を提供することができるという
効果を奏する。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】本発明の実施の一形態に係る照明装置の断面図であり、（ａ）は光源ユニットが
装置本体から分離した状態を示し、（ｂ）は光源ユニットが装置本体に装着される途中を
示し、（ｃ）は光源ユニットが装置本体に装着された状態を示している。
【図２】本発明の実施の一形態に係る照明装置を示す斜視図である。
【図３】図２の照明装置における光源ユニットの平面図である。
【図４】図２の照明装置における弾性部材を示す図であり、（ａ）は斜視図であり、（ｂ
）は平面図である。
【図５】図２の照明装置における装着部材を示す斜視図である。
【図６】図２の照明装置における別の弾性部材を示す図であり、（ａ）は斜視図であり、
（ｂ）は平面図である。
【図７】図２の照明装置における別の装着部材を示す斜視図である。
【図８】図７の装着部材の開口に弾性部材が導かれるガイド作用を示す断面図であり、（
ａ）は装着部材の開口部のガイド作用を示す図であり、（ｂ）は装着部材のガイド片のガ
イド作用を示す図である。
【図９】特許文献１に記載の照明装置の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
　以下、本発明の一実施形態について図面に基づいて説明する。本実施形態では、本発明
に係る照明装置の一例として、天井等の取付部に埋め込まれた、埋込・ストレート型の照
明装置について説明する。以下の説明では、便宜上、室内（床）側を「下方（下側）」、
天井（取付面）側を「上方（上側）」として説明する。なお、本願明細書において、「垂
直」および「平行」とは、特に断らない限り、完全な「垂直」および完全な「平行」のみ
に限らず、実質的に「垂直」および実質的に「平行」であることも包含する意味である。
すなわち、略垂直および略平行であることも、「垂直」および「平行」の範疇である。
【００２９】
　図２は、本発明の実施の一形態に係る照明装置１を示す斜視図である。図３は、照明装
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置１における光源ユニット３の平面図である。照明装置１は、天井等の取付部に埋め込ま
れて設置される装置本体２と、装置本体２に着脱可能に装着される光源ユニット３とを備
えている。
【００３０】
　装置本体２は、照明装置１におけるシャーシ（外郭）２１と、シャーシ２１に搭載され
た電源回路部２２とを備えている。
【００３１】
　シャーシ２１は、照明装置１の取付部に埋め込まれ、ネジ等により取付部に固定される
。シャーシ２１は、例えば、アルミニウム、鉄、特殊樹脂などの放熱性の高い材料から構
成することができる。これにより、光源ユニット３および電源回路部に生じる熱を、シャ
ーシ２１によって効率的に放熱することができる。
【００３２】
　電源回路部２２は、光源ユニット３へ電力を供給する電源回路等の各種電子部品が実装
されたものである。なお、電源回路部２２には、光源ユニット３の調光用の端子台が設け
られていてもよい。これにより、照明装置１の調光が可能となる。
【００３３】
　光源ユニット３は、照明装置１における発光部である。図２および図３に示すように、
光源ユニット３は、照明カバー３１と、拡散パネル３２と、ＬＥＤモジュール３３とから
構成されている。
【００３４】
　照明カバー３１は、シャーシ２１に装着される枠体（筺体）である。照明カバー３１は
、シャーシ２１と同様の材料から構成することができる。
【００３５】
　拡散パネル３２は、照明カバー３１における下面（底面）に設けられている。言い換え
れば、拡散パネル３２は、ＬＥＤモジュール３３の光出射側に配置されている。拡散パネ
ル３２は、ＬＥＤモジュール３３からの出射光を透光および拡散させる。拡散パネル３２
は、耐熱性材料から形成することが好ましい。例えば、乳白色（半透明）のポリカーボネ
ート樹脂またはアクリルは、耐衝撃性、耐熱性、光拡散性に優れているため、拡散パネル
３２の構成材料として好適である。
【００３６】
　ＬＥＤモジュール３３は、照明装置１における光源である。ＬＥＤモジュール３３は、
ＬＥＤ基板と、ＬＥＤ基板に搭載された複数のＬＥＤから構成されている。照明装置１で
は、複数のＬＥＤが、拡散パネル３２の裏面側（照明装置１の取付部側）に、マトリクス
状に配置されている。
【００３７】
　このような照明装置１は、光源ユニット３（ＬＥＤモジュール３３）からの出射光を、
拡散パネル３２によって拡散させ、均一な光を室内側へ照射する。
【００３８】
　ここで、図１に基づいて、照明装置１の特徴的構成について説明する。図１は、本発明
の実施の一形態に係る照明装置１の断面図であり、（ａ）は光源ユニット３が装置本体２
から分離した状態を示し、（ｂ）は光源ユニット３が装置本体２に装着される途中を示し
、（ｃ）は光源ユニット３が装置本体２に装着された状態を示している。
【００３９】
　照明装置１では、光源ユニット３が、取付部に固定された装置本体２に着脱可能に装着
される。照明装置１は、光源ユニット３に固定された弾性部材４と、装置本体２に設けら
れ、弾性部材４が装着される装着部材（被装着部）５とを備えている。装着部材５には、
弾性部材４が挿入される開口（被挿入部）５１が形成されている。開口５１は、照明装置
１の取付部に対して垂直方向に貫通するように形成されている。これにより、弾性部材４
を装着部材５の開口５１に挿入することにより、光源ユニット３が装置本体２に装着され
る。
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【００４０】
　具体的には、図４は、照明装置１における弾性部材４を示す図であり、（ａ）は斜視図
であり、（ｂ）は平面図である。一方、図５は、照明装置１における装着部材５を示す斜
視図である。
【００４１】
　図４に示すように、弾性部材４は、金属製の板ばねである。弾性部材４は、固定部４１
と、変形部４２と、係止部４３とから構成されている。なお、弾性部材４は金属製に限定
されず、樹脂製であってもよい。
【００４２】
　固定部４１は、変形部４２の一方の端部に形成され、係止部４３は変形部４２の他方の
端部に形成されている。固定部４１は、装置本体２に固定される。変形部４２は、固定部
４１から延設され、弾性変形可能となっている。係止部４３は、弾性部材４における固定
部４１とは逆側の端部に形成されている。係止部４３は、弾性部材４における固定部４１
とは逆側の先端部が、下向き（光源ユニット３側）に折れ曲がった部分である。
【００４３】
　変形部４２は、厚さ方向に湾曲した３つの湾曲部４２ａ，４２ａ，４２ｂから構成され
ている。すなわち、湾曲部４２ｂの両側に、湾曲部４２ａが配置されている。湾曲部４２
ａと湾曲部４２ａとは、互いに逆方向に湾曲している。言い換えれば、湾曲部４２ａと湾
曲部４２ｂとは、互いに離間する方向に凸状に湾曲している。また、湾曲部４２ａは、固
定部４１の形成された面に対して、係止部４３と同じ方向に膨らんだ凸部であり、湾曲部
４２ｂは、係止部４３と逆方向に窪んだ凹部であるともいえる。光源ユニット３が装置本
体２に装着されていない状態において、湾曲部４２ａの凸部の先端から湾曲部４２ｂの凹
部の底までの距離は、装着部材５の開口５１の幅よりも大きく設定されている。
【００４４】
　図４の（ｂ）に示すように、湾曲部４２ａと湾曲部４２ｂとの間には、変形部４２（湾
曲部４２ａ，４２ｂ）の延設方向に沿って、２本のスリット４４が形成されている。各ス
リット４４は、弾性部材４の両端部（固定部４１および係止部４３）には達していない。
【００４５】
　なお、湾曲部４２ａの幅Ａの合計と、湾曲部４２ｂの幅Ｂの合計とは等しい（図４では
２Ａ＝Ｂである）ことが好ましい。これにより、湾曲部４２ａおよび湾曲部４２ｂには、
均等に弾性力が作用する。
【００４６】
　一方、図５に示すように、本実施形態の装着部材５は、装置本体２（シャーシ２１）の
内側面に固定される固定部５２と、固定部５２に対して垂直な開口部５３とから構成され
ている。つまり、本実施形態の装着部材５は、固定部５２と開口部５３とが、Ｌ字状に配
置されている。弾性部材４が挿入される開口５１は、開口部５３に形成されている。開口
５１の幅Ｘは、湾曲部４２ａの凸部の先端から湾曲部４２ｂの凹部の底までの距離（湾曲
部４２ａおよび湾曲部４２ｂの各頂点の距離）よりも小さく設定されている。
【００４７】
　このような弾性部材４および装着部材５を備えることにより、照明装置１は、図１の（
ａ）→（ｂ）→（ｃ）の順に、光源ユニット３を装置本体２に装着することが可能となる
。具体的には、変形部４２（湾曲部４２ａ・４２ｂ）は、開口５１へ挿入されるに従い、
開口５１の幅方向に収縮し、開口５１を通過することで、開口５１の幅方向に伸張して開
口５１に係止される。
【００４８】
　より詳細には、図１の（ａ）のように、光源ユニット３を装置本体２に装着する前は、
光源ユニット３および弾性部材４が装置本体２から分離している。
【００４９】
　次に、図１の（ｂ）のように、光源ユニット３を装置本体２へ近づけ、弾性部材４を装
着部材５の開口５１に挿入する。本実施形態では、弾性部材４の先端部に、係止部４３が
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形成されている。このため、弾性部材４の係止部４３が開口５１に挿入されると、係止部
４３は、開口５１に係止される。具体的には、係止部４３は、装着部材５の開口５１が形
成された面（開口部５３）に係止される。
【００５０】
　これにより、光源ユニット３を装置本体２に装着する途中に、装置本体２と光源ユニッ
ト３とが互いに離間した状態で光源ユニット３が装置本体２に保持され、仮固定状態とな
る。従って、仮固定状態で光源ユニット３と装置本体２との間に作業スペースを確保する
ことができる。それゆえ、例えば、装置本体２に搭載された電源回路部２２と、光源ユニ
ット３のＬＥＤモジュール３３との配線作業等が容易になる。
【００５１】
　また、光源ユニット３を装置本体２から取り外す際に、係止部４３により光源ユニット
３が装置本体２に一旦保持されるので、取り外し作業時に光源ユニット３の落下を防止す
ることができる。
【００５２】
　最後に、図１の（ｂ）の仮固定状態から、光源ユニット３をさらに装置本体２側へ持ち
上げ、弾性部材４の変形部４２（湾曲部４２ａ，４２ｂ）を開口５１に挿入する。図１の
（ｂ）のように、変形部４２は、開口５１に挿入されておらず開口５１外に配置された状
態では、変形部４２の幅（開口５１への挿入方向に対して垂直方向の長さ）、つまり湾曲
部４２ａおよび湾曲部４２ｂの各頂点の距離は、開口５１の幅よりも大きくなっている。
しかし、変形部４２は、弾性変形可能である。このため、光源ユニット３を装着方向にさ
らに持ち上げて力を加えると、弾性部材４が開口５１に挿入されるに従って変形部４２が
開口５１の中心に向かって幅が縮まる方向に収縮し（開口５１の内側に撓み）、変形部４
２は開口５１の幅方向外側に付勢される。変形部４２の湾曲部４２ａおよび湾曲部４２ｂ
の各頂点が開口５１を通過するまで挿入されると、収縮した変形部４２は幅が広がる方向
に復元し、伸張する。このため、外部から力を加えなくても、自ずと光源ユニット３が装
置本体２側（上方）へ持ち上げられる。最終的には、変形部４２は固定部４１側の端部が
開口５１近傍に到達するまで開口５１に挿入され、変形部４２の幅は、開口５１の幅より
も大きい状態に戻る。光源ユニット３は、図１（ｃ）に示すように復元した弾性部材４の
変形部４２が開口５１に係止されることにより装置本体２に支持される。
【００５３】
　これにより、光源ユニット３が装置本体２に装着され、図１（ｃ）に示す取付状態とな
る。なお、装着時とは逆の作業をすれば、光源ユニット３を装置本体２から取り外すこと
ができる。
【００５４】
　このように、照明装置１では、光源ユニット３を装置本体２に装着するために、弾性部
材４と装着部材５とを備えている。さらに、弾性部材４は、弾性変形する変形部４２を備
えている。また、弾性部材４の変形部４２が装着部材５の開口５１内に配置されると、変
形部４２は、開口５１の中心に向かって収縮し、開口５１の周方向に付勢する。一方、弾
性部材４の変形部４２が装着部材５の開口５１外に配置されると、変形部４２は、開口５
１の幅よりも大きく拡がる。これにより、光源ユニット３は、変形部４２の幅が外側に広
がる弾性力により弾性部材４が開口部５３に係止することで装置本体２に支持される。
【００５５】
　つまり、本実施の形態においては、光源ユニット３を装置本体２に取り付ける際に生じ
る力は、変形部４２が開口５１を通過する際に変形部４２（湾曲部４２ａ・４２ｂ）を弾
性変形させる力である。このため、従来の照明装置のように板ばねにより光源ユニット３
および装置本体２に直接作用する力を生じさせることなく、光源ユニット３を装置本体２
に取り付けることができる。従って、光源ユニット３を装置本体２に装着する際に、装置
本体２および光源ユニット３の変形を防止することができる。
【００５６】
　さらに、照明装置１では、変形部４２は、固定部４１から延設され、固定部４１に対し
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て互いに逆方向（固定部４１の厚さ方向の両側）に湾曲した複数の湾曲部４２ａ，４２ｂ
から構成されている。これにより、湾曲部４２ａ，４２ｂが、開口５１の幅方向へ、スム
ーズに収縮および伸張する。従って、光源ユニット３を装置本体２に対し取り付けおよび
取り外しの際に大きな力を必要としないので、取り付けおよび取り外し作業が容易になる
。
【００５７】
　なお、図１の（ｂ）では、いずれの弾性部材４の係止部４３も、装着部材５に係止され
ている。しかし、一方の係止部４３のみを係止させてもよい。これにより、係止された係
止部４３を中心に、光源ユニット３を回動させることができる。従って、より広い作業ス
ペースを確保することができる。なお、照明装置１において、装置本体２および光源ユニ
ット３の変形を防止する効果を得るためには、弾性部材４に係止部４３を形成することは
必須ではない。
【００５８】
　また、図１の（ｃ）のように、光源ユニット３が装置本体２に装着された状態では、弾
性部材４の変形部４２の幅は、装着部材５の開口５１の幅よりも大きくなる。従って、光
源ユニット３の重量で弾性部材４が装着部材５から脱落する、つまり光源ユニット３が装
置本体２から脱落することはない。
【００５９】
　また、照明装置１では、図４に示すように、弾性部材４は、変形部４２の延設方向に沿
ってスリット４４が形成されており、このスリット４４は、固定部４１とは逆側の端部に
達しないように形成されている。具体的には、湾曲部４２ａと湾曲部４２ｂとの間には、
変形部４２（湾曲部４２ａ，４２ｂ）の延設方向に沿って、２本のスリット４４が形成さ
れている。
【００６０】
　図４の構成では、弾性部材４に形成されたスリット４４は、固定部４１とは逆側の端部
（係止部４３側の端部）に達していない。これにより、薄い弾性部材４であっても、強力
な弾性力を発揮する。従って、弾性部材４の薄型化が可能となる。
【００６１】
　しかし、弾性部材４は、図４の構成に限定されるものではなく、図６のような構成であ
ってもよい。図６は、照明装置１における別の弾性部材４ａを示す図であり、（ａ）は斜
視図であり、（ｂ）は平面図である。具体的には、弾性部材４ａは、変形部４２の延設方
向に沿ってスリット４４が形成されており、このスリット４４は、固定部４１とは逆側の
端部まで形成されていてもよい。この場合、図６の（ｂ）のように弾性部材４ａを平面視
すると、櫛歯状になる。
【００６２】
　図６の構成では、弾性部材４ａに形成されたスリット４４が、固定部４１とは逆側の端
部（係止部４３側の端部）にまで達している。これにより、変形部の可動範囲（伸縮度）
が大きくなる。その結果、小さな力で光源ユニット３を装置本体２に装着することができ
る。従って、装置本体２に対する光源ユニット３の着脱作業が容易になる。
【００６３】
　また、図６の構成では、湾曲部４２ａの先端部に形成された係止部４３ａと、湾曲部４
２ｂの先端部に形成された係止部４３ｂとは、互いに逆方向に折畳まれている。従って、
弾性部材４ａを、より確実に装着部材５に係止することができる。
【００６４】
　また、照明装置１では、図５に示すように、装着部材５がＬ字状の構成である。しかし
、装着部材５の形状は、Ｌ字状に限定されるものではない。例えば、図７は、照明装置１
における別の装着部材（被装着部）５ａを示す斜視図である。図５の装着部材５は、固定
部５２と開口部５３との成す角は、９０°である。これに対し、図７の装着部材５は、固
定部５２と開口部５３との成す角は、鋭角となっている。すなわち、開口部５３は、固定
部５２と反対側の端部が光源ユニット３から離れる方向（光源ユニット３が装着される方
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向）に傾斜している。さらに、開口部５３の下面の固定部５２と反対側の端部には、開口
５１に連結された板状のガイド片（ガイド部）５４が形成されている。ガイド片５４は、
開口部５３から固定部５２と反対側に突出するように設けられ、固定部５２に対して傾斜
して設けられる。このような開口部５３の傾斜およびガイド片５４は、弾性部材４を開口
５１に導くガイドとなる。
【００６５】
　具体的には、図８は、図７の装着部材５ａの開口５１に弾性部材４が導かれるガイド作
用を示す断面図であり、（ａ）は装着部材５ａの開口部５３のガイド作用を示す図であり
、（ｂ）は装着部材５ａのガイド片５４のガイド作用を示す図である。図８の（ａ）に示
すように、弾性部材４が、シャーシ２１（装置本体２）の内側面に近接して位置し、シャ
ーシ２１の下方から装着部材５に近づくと、弾性部材４は、開口部５３の下面に当接する
。その後、弾性部材４は、開口部５３の下面（固定部５２に対して鋭角に曲げられた開口
部５３の面）に沿って摺動し、図中矢印で示すように、開口５１に導かれる。
【００６６】
　一方、図８の（ｂ）に示すように、弾性部材４が、シャーシ２１（装置本体２）の内側
面から離隔して位置し、シャーシ２１の下方から装着部材５に近づくと、弾性部材４は、
開口部５３の下面に形成されたガイド片５４に当接する。その後、弾性部材４は、ガイド
片５４に沿って摺動し、図中矢印で示すように、開口５１に導かれる。
【００６７】
　このように、装着部材５における開口部５３の傾斜およびガイド片５４は、弾性部材４
を開口５１に導くガイドとなる。このため、光源ユニット３の装着時に、弾性部材４が装
着部材５ａの開口５１に確実に挿入される。従って、弾性部材４が開口部５３の外側に誤
挿入されることを防止し、光源ユニット３の装着作業をスムーズに実施することができる
。
【００６８】
　また、照明装置１では、弾性部材４は、板ばねであることが好ましい。すなわち、弾性
部材４は、汎用性の高い板ばねから構成されていることが好ましい。これにより、弾性部
材４を簡便に製造することができる。従って、安価な照明装置１を実現することができる
。
【００６９】
　なお、本実施形態の照明装置１では、光源ユニット３に弾性部材４が設けられ、装置本
体２に装着部材５が設けられていた。しかし、弾性部材４が装置本体２に設けられ、装着
部材５が光源ユニット３に設けられていてもよい。この場合も、上記と同様の効果が得ら
れる。すなわち、弾性部材４は、装置本体２または光源ユニット３のいずれか一方に設け
られ、装着部材５は、装置本体２または光源ユニット３の他方に設けられていればよい。
【００７０】
　また、本実施形態の照明装置１は、装置本体２に装着部材５が固定されていた。つまり
、装置本体２と装着部材５とが別部材となっていた。このため、装置本体２を加工する必
要がなく、装置本体２の側面には開口が形成されていない。これにより、装置本体２の側
面から照明装置１内部に虫や埃が進入するのを防ぐことができる。従って、照明装置１は
、病院、外食施設、工場等に好適である。
【００７１】
　しかし、装置本体２と装着部材５とが一体化されていてもよい。具体的には、装置本体
２の側面の一部を内側に屈曲させ、これにより装置本体２の内側に突出した上記側面の一
部に、装着部材５の開口５１に相当する開口（被挿入部）を形成してもよい。また、装置
本体２の側面に弾性部材４が挿入して係止される開口（被挿入部）を直接設けてもよい。
これにより、部材点数を削減できると共に、照明装置を軽量化することもできる。なお、
装置本体２にこのような開口が直接形成されている場合、装置本体２に、弾性部材４が装
着される被装着部が設けられることになる。
【００７２】
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　また、装着部材５に形成される開口５１は、弾性部材４が挿入され係止される構成であ
れば、切り欠、溝などであってもよい。
【００７３】
　また、本実施形態では、光源としてＬＥＤを備える照明装置１について説明した。しか
し、光源はＬＥＤに限定されるものではなく、蛍光体、エレクトロルミネッセンス素子、
半導体光源等の各種発光素子であってもよい。また、光源の色は任意に設定すればよい。
ただし、ＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）は、長寿命、低消費電力とい
った利点を有する。
【００７４】
　また、本実施形態では、天井埋込型の照明装置１について説明した。しかし、本発明の
照明装置は、照明装置１に限定されるものではなく、装置本体２に光源ユニット３が装着
される照明装置全般に適用することが可能である。
【００７５】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の変
更が可能である。すなわち、請求項に示した範囲で適宜変更した技術的手段を組み合わせ
て得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００７６】
　１　　照明装置
　２　　装置本体
　３　　光源ユニット
　４　　弾性部材
　４ａ　弾性部材
　５　　装着部材（被装着部）
　５ａ　装着部材（被装着部）
４１　　固定部
４２　　変形部
４２ａ　湾曲部
４２ｂ　湾曲部
４３　　係止部
４３ａ　係止部
４３ｂ　係止部
４４　　スリット
５１　　開口（被挿入部）
５３　　開口部（開口面）
５４　　ガイド片（ガイド部）
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