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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　絶縁性を有する取付体であって、
　活電部を収容する収容部と、
　口金を保持し、前記活電部と前記口金とを電気的に接続するリード線を挿通するスリッ
トを有する口金保持部と、
　被取付体に取付ける取付部と
　を備え、
　前記取付体は、
　前記取付部によって前記被取付体に取付けられ、前記活電部と被取付体とを遮蔽するこ
とで絶縁性が確保されてなり、
　さらに、前記取付部は、
　前記収容部に設けられた切欠きにより形成され、該切欠きにて生じる前記活電部と被取
付体との非絶縁状態を回避するための回避部を備えてなることを特徴とする取付体。
【請求項２】
　前記収容部は、
　前記活電部を保持する保持部が設けられていることを特徴とする請求項１に記載の取付
体。
【請求項３】
　請求項１又は請求項２に記載の取付体と、光源とを具備してなることを特徴とする照明
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装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、活電部を収容する取付体とそれを備えてなる照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、小型、省電力、長寿命という特徴を有する発光ダイオード（以下、ＬＥＤと略す
）を光源とする照明装置が提案されている（例えば、特許文献１参照。）。
　以下、図１０により従来の照明装置について説明する。図において、９１はＬＥＤで、
該ＬＥＤ９１が実装されたプリント配線板９２と、該プリント配線板９２が収納された器
体９３と、電球用のソケットに接続される接続部９４と、上記ＬＥＤ９１の電源を生成す
る電源部９５とを備え、該電源部９５を上記器体９３の内部に収納し、上記ＬＥＤ９１と
上記器体９３との間に伝熱体９６および上記器体９３の外面に放熱フィン９７を設けるこ
とで、上記ＬＥＤ９１の放熱性を向上している。
　さらに、円筒形状に形成された連結体９８が、上記電源部９５を囲むように配置されて
おり、上記電源部９５と上記器体９３との絶縁性が確保されている。
【特許文献１】特開２００６－４０７２７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　以上に述べた従来の照明装置では、上記電源部９５を上記器体９３の内部に収納し、上
記電源部９５と上記器体９３との間に絶縁性を確保するための上記連結体９８を設けてい
るが、上記連結体９８を上記器体９３に保持するための工夫が考慮されていない。
　そして、保持するための工夫が考慮されていないことから、上記照明装置をソケットに
取付ける際や、取外す際に上記連結体９８が上記器体９３から外れる問題があった。さら
に、上記電源部９５が通電時に上記連結体９８が外れた場合、感電するおそれがあった。
【０００４】
　本発明は、上記問題に鑑みてなされたもので、絶縁性を有する取付体に取付部を設ける
ことにより、放熱部材等の被取付体と活電部との絶縁性を確保するとともに、上記被取付
体に取付けが行える上記取付体および上記取付体を備えてなる照明装置を提供することを
目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明に係る取付体は、絶縁性を有する取付体であって、活電部を収容する収容部と、
口金を保持し、前記活電部と前記口金とを電気的に接続するリード線を挿通するスリット
を有する口金保持部と、被取付体に取付ける取付部とを備え、前記取付体は、前記取付部
によって前記被取付体に取付けられ、前記活電部と被取付体とを遮蔽することで絶縁性が
確保されてなり、さらに、前記取付部は、前記収容部に設けられた切欠きにより形成され
、該切欠きにて生じる前記活電部と被取付体との非絶縁状態を回避するための回避部を備
えてなることを特徴とする。
【０００６】
　本発明にあっては、上記取付体を上記取付体の上記取付部を介して上記被取付体へ取付
けて保持することが可能であり、かつ、上記取付体は絶縁性を有することから上記活電部
と上記被取付体との絶縁性を確保することができる。
【０００８】
　本発明にあっては、上記取付部を上記切欠きにより形成したことで上記取付部に弾性が
付与され、容易に上記被取付体へ取付けることができる。さらに、上記切欠きを設けたこ
とによる上記活電部と上記被取付体との非絶縁状態を回避するための上記回避部を備える
ことで、上記活電部と上記被取付体との絶縁性を確保することができる。
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【００１３】
　本発明に係る照明装置は、本発明に係る上記取付体と、ＬＥＤ等の光源とを具備したも
のである。
【００１４】
　本発明にあっては、上記取付体を用いて照明装置とすることで、上記照明装置が通電時
に上記取付体は上記被取付体に保持されるので、感電するおそれがなくなる。
【発明の効果】
【００１７】
　上述したように本発明は、放熱部材等の被取付体と活電部との絶縁性を確保するととも
に、該被取付体に取付けて保持することができる取付体および該取付体を備えてなる照明
装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　（実施の形態１）
　以下、本発明の実施の形態１を図１～図５に基づいて説明する。
　図１は、本発明の実施の形態１を示す取付体の斜視図、図２は図１の取付体の上面図、
図３は図１の取付体に活電部を収容した場合におけるＡ－Ａ線の断面図、図４は図１の取
付体に取付けられる被取付体の斜視図、図５は図１の取付体を備えた照明装置の分解斜視
図である。また、以下の説明で示す上下方向は、上面図を対象として上記活電部を上記取
付体に収容する方向を下方向とし、水平方向は該上下方向に対して垂直方向を対象とする
。
【００１９】
　図においては、Ｔ１は電気絶縁性材料（例えば、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート
））からなる横断面がリング形状を有する筒状の取付体で、電源部品等の活電部２を収容
する収容部３と、電球用のソケットに接続するための口金４２を保持する口金保持部４か
ら構成されている。
【００２０】
　上記収容部３は、円筒形状に形成され、外壁にはヒートシンク等の被取付体５と当接す
る扁平の保持面３１を周方向に延設され、上記収容部３の内側は、上記活電部２を収容す
る空洞が形成されており、下端部には口金保持部４が連設されている。
　また、上記収容部３は、上記被取付体５に取付ける取付部３２と、切欠き３３にて生じ
る上記活電部２と上記被取付体５との非絶縁状態を回避するための回避部３４と、上記取
付体Ｔ１が上記被取付体５に対して回動するのを防止するための爪部３５と、上記収容部
３を上記被取付体５に取付ける接着剤（図示せず）が流出しないために該接着剤を溜める
溝部３６と、上記活電部２を保持するための保持部３７とを備えている。
【００２１】
　そして、上記取付部３２は、上記収容部３の一部に上下方向に沿って弾性が付与される
程度の長さで上記切欠き３３を設けて少なくとも一つ形成され、上記取付部３２の先端に
は下方に傾斜する鉤状に突設して一体形成する鉤部３８を設けている。
【００２２】
　そして、上記回避部３４は、上記収容部３と一体形成され、上記切欠き３３にて生じる
上記活電部２と上記被取付体５の非絶縁状態を回避するように設けられている。上記回避
部３４と上記取付部３２との間隙αは、上記取付部３２に設けられた上記鉤部３８の突出
した長さよりも長く形成されてる。
【００２３】
　そして、上記爪部３５は、上記収容部３の外壁であって上記保持面３１と連設し上下方
向に長い直方体状に設けられてなる上記収容部３に少なくとも一つ形成されている。
　そして、上記溝部３６は、上記収容部３を上記被取付体５に取付ける上記接着剤が流出
しないために上記接着剤を溜める深さをもって、上記収容部３の外壁に沿って形成されて
いる。
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【００２４】
　そして、上記保持部３７は、図２に示すように上記収容部３の内壁であって、上記活電
部２の下部を挟持して保持するように突設して設けられている。
　そして、上記活電部２は、図３に示すように長方形の回路基板２１上に、複数の電源部
品２２，２２，２２…が実装されて構成されており、収容部３に収容可能な幅と長さを有
している。
【００２５】
　そして、上記活電部２を上記取付体Ｔ１に挿入し、上記回路基板２１を上記保持部３７
によって挟持することで、上記活電部２を上記取付体Ｔ１の上記収容部３に安定して保持
することができる。
　また、上記被取付体５である放熱部材は、図３に示すように上面の中央部に光源モジュ
ール６１が螺子止めされる円板状の放熱板５１と、該放熱板５１の縁の周方向に延設され
、透光部６３の縁と当接する鍔部５２と、放熱フィン５３を保持する円筒形状の保持筒５
４とを備え、該保持筒５４の内側は、上記取付体Ｔ１を収容する空洞が形成されている。
上記放熱板５１、上記鍔部５２、上記放熱フィン５３及び上記保持筒５４は、例えば、ア
ルミニウム等の金属材料からなり、一体形成されている。
　そして、上記放熱板５１の中央部には貫通孔５５，５５を設け、上記活電部２と上記光
源モジュール６１とを接続するリード線（図示せず）等が上記貫通孔５５，５５を挿通し
ている。
【００２６】
　また、上記保持筒５４の外周面には、上記保持筒５４の上下方向に長い複数の上記放熱
フィン５３，５３，５３，…が、上記保持筒５２の周方向に並設されており、上記保持筒
５４の外周面から上記放熱フィン５３の縁までの寸法は、上記放熱板５１側の一端から他
端にかけて減少している。
【００２７】
　さらに、上記保持筒５４の上部には、上記取付部３２に設けられた上記鉤部３８を係止
する段差部５６が、周方向に内設されている。尚、上記鉤部３８の高さと幅は、上記取付
部３２を係止するのに充分な大きさである。
【００２８】
　また、上記保持筒５４の下部には、上記取付部３２に設けられた上記爪部３５を収容す
る爪受部５７が、上記爪部３５の高さよりも高い該爪受部５７の高さと、上記爪部３５の
幅よりも大きい上記爪受部５７の幅を有して、少なくとも一つ内設されている。
　そして、上記活電部２を上記収容部３に保持している上記取付体Ｔ１を上記被取付体５
に挿入することにより、上記保持筒５４の内壁によって上記取付部３２は押圧される。上
記取付部３２は上記切欠き３３により弾性が付与されているので、押圧により上記活電部
２の方向に撓曲し、撓曲した取付部３２は間隙αに一旦収容される。そして、上記取付体
Ｔ１を上記取付部３２が上記段差部５６に到達する位置まで挿入すると、上記取付部３２
の撓曲が元に戻り、上記鉤部３８が上記段差部５６に係止する。よって、上記取付体Ｔ１
を上記被取付体５に取付けて保持するとともに、上記活電部２と上記被取付体５の絶縁性
を確保することができる。
【００２９】
　また、該保持とともに、上記爪部３５が上記爪受部５７に嵌合することで、上記取付体
Ｔ１が上記被取付体５に対して回動を防止することができる。
　さらに、上記保持とともに、上記接着剤を用いることで上記取付体Ｔ１を上記被取付体
５に強固に保持することができる。また、上記取付体Ｔ１を上記被取付体５に挿入する際
に流動する接着剤を上記溝部３６によって流出を防止することができる。
　そして、照明装置９は図５に示すように、上記取付体Ｔ１と、上記活電部２と、上記被
取付体５と、ＬＥＤ等の光源を設けた光源モジュール６１と、該光源モジュール６１を覆
うドーム状の透光部６３と、上記光源モジュール６１を嵌合する穴を設けた反射部６２と
、上記活電部２に電気的に接続されるとともに、外部電源に接続される円筒状の口金部４
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２から構成されている。
【００３０】
　そして、上記光源モジュール６１は、矩形のセラミック基板上にＬＥＤ（図示せず）が
実装されており、上記光源モジュール６１の光源としてＬＥＤに限らず、ＬＤ，有機ＥＬ
，無機ＥＬまたはカラーランプ等であってもよく、光源に応じて上記活電部２を構成する
回路基板２１及び電源部品２２を選択して用いる。
　そして、上記反射部６２は、例えばＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）等の反射材
料からなり、上記光源モジュール６１を嵌合する穴が設けられ、上記放熱板５１の上面に
当接して保持される。
【００３１】
　そして、上記透光部６３は、例えばＰＣ（ポリカーボネート）等の透光材料からなり、
ドーム状に形成され、上記透光部６３の縁が上記放熱板５１の上記鍔部５２と当接して上
記放熱板５１に保持される。
【００３２】
　そして、上記光源モジュール６１は、上記放熱板５１に螺子止めするための螺子孔６１
ａが設けられており、熱伝導シート（図示せず）を挟んで上記被取付体５の上記放熱板５
１に螺子止めされる。さらに、上記反射部６２を上記光源モジュール６１に嵌合して、上
記放熱板５１に保持し、上記透光部６３を上記鍔部５２と当接して保持することで、上記
光源モジュール６１は上記透光部６３によって外部から保護されるとともに、光を透光さ
せることができる。また、上記反射部６２及び上記透光部６３によって、上記光源モジュ
ール６１から出射される光を効率よく外部へ出光させることができる。
【００３３】
　そして、上記口金保持部４は、上記収容部３の下端に連設されており、上記口金４２よ
り短い上下方向長さ、及び上記収容部３の内径よりも小さい外径を有しており、電源部（
図示せず）と電気的に接続するためのリード線（図示せず）を挿通するためのスリット４
１が上記リード線の太さよりも大きい太さで上下方向に設けられている。さらに、上記口
金保持部４の外壁は上記口金４２に螺子止めするための螺子加工が施されている。
【００３４】
　また、上記口金４２は、内側に空洞を有しており、一端側が閉口している。また、上記
口金４２の内壁は上記口金保持部４に螺子止めするための螺子加工が施されており、上記
口金４２の外壁は、ソケットに取付けるための例えばＥ２６のねじ込形口金と同形状に形
成されている。上記螺子加工の螺子止め方向と上記ソケットに取付ける取付方向は、逆で
ある場合には、上記照明装置９をソケットに付け外しする際に、上記口金４２は上記口金
保持部４から外れ難くなる。上記口金４２の外壁は一極端子４３の役割をなしており、閉
口する一端側には外周面の一極端子と絶縁して他極端子４４が突設されている。上記一極
端子４３及び上記他極端子４４は、上記リード線を介して上記活電部２に電気的に接続さ
れている。
【００３５】
　そして、上記活電部２を収容する上記取付体Ｔ１を上記被取付体５に保持し、上記口金
保持部４に上記口金４２を螺子止めする。また、上記被取付体５の上記放熱板５１に上記
熱伝導シートを挟んで上記光源モジュール６１を螺子止めし、上記反射部６２を上記放熱
板５１上に保持し、上記透光部６３を上記放熱板５１に保持する。
【００３６】
　そして、上記口金４２の上記一極端子４３及び上記他極端子４４は、上記リード線によ
って上記活電部２に電気的に接続され、上記活電部２は、上記光源モジュール６１と上記
貫通孔５５を介して上記リード線によって電気的に接続されている。
【００３７】
　そして、上記光源モジュール６１が通電時に、上記光源モジュール６１からの熱及び上
記活電部２からの熱を上記被取付体５を介して放熱することができる。さらに、上記取付
体Ｔ１は上記取付部３２によって取付されているので外れ難く、上記活電部２は上記収容
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部３によって上記被取付体５から遮蔽されているので、絶縁性が確保される。
【００３８】
　また、上記放熱フィン５３の上記放熱板５１側の一端には、上記放熱板５１を介して光
源モジュール６１が設けられ、他端には上記取付体Ｔ１が設けられており、更に上記取付
体Ｔ１の上記口金保持部４に上記口金４２が保持されているので、天井等に設置して使用
する際、高温の上記光源モジュール６１が低温の上記口金４２の下方向にあるので、上記
光源モジュール６１から上記口金４２へ外気の流れを誘導することができる。
【００３９】
　尚、実施の形態１の取付体は、図１に示すように上記収容部３の直径長さを有する位置
に上記取付部３２が二つ形成された実施の形態を示すが、上記収容部３に設けられる上記
取付部３２の数は二つに限定されるものではない。上記収容部３には、少なくとも上記取
付部３２が一つ設けられていればよく、三つ以上設けられていてもよい。本実施の形態の
ように、上記収容部３の直径長さを有する位置に上記取付部３２を二つ設けることにより
、上記取付部３２が一つの場合に比べて上記取付体３が上記被取付体５に対してより強固
に保持でき、上下方向及び水平方向へのがたつきを防止できる。さらに上記取付部３２を
三つ以上設けた場合には、より安定的に上記取付体Ｔ１を上記被取付体５に保持すること
が可能となる。
【００４０】
　そして、図６は上記取付体Ｔ１に上記活電部２が挿入される場合の要部を示す説明図で
あって、Ａは上記活電部２が挿入される前の上記取付体Ｔ１を示し、Ｂは上記活電部２が
挿入される状態を示している。
【００４１】
　上記保持部３７は、図２に示すように、上記収容部３の内壁底部に４つ設けられている
が、上記図６に示すように上記回避部３４の内壁を利用して、上記活電部２を保持するこ
とで、上記保持部３７の数を減らすことができる。具体的には、上記回避部３４及び上記
取付部３２が、上記収容部３の直径よりも短い距離で形成され、上記回避部３４の内壁が
、上記活電部２を構成する上記回路基板２１の縁を挟持し、上記収容部３の内壁底部に上
記保持部３７を設けることにより、上記回路基板２１が別の縁を挟持されて保持される。
上記回避部３４が上記活電部２を保持する場合には、上記保持部３７は必須のものではな
いが、設けることでより強固に保持することが可能である。上記回避部３４が上記活電部
２の保持を兼用することで、上記保持部３７の部品の追加を必要とせず製造コストを下げ
ることができる。
【００４２】
　そして、上記爪部３５は、上記収容部３に設けられており、上記爪受部５７は、上記被
取付体５に設けられているが、それぞれ逆に設けられてもよい。つまり、上記爪部３５が
、上記被取付体５に設けられ、上記爪受部５７が上記収容部３に設けられる。上記構成で
あっても、上記取付体Ｔ１と上記被取付体５の回動を防止することができる。
【００４３】
　また、上記溝部３６は、上記収容部３に設けられているが、上記被取付体５に設けられ
てもよい。上記構成であっても、上記接着剤の流出を防止することができる。
　（実施の形態２）
　以下、本発明の実施の形態２を図７に基づいて説明する。
　図７は、実施の形態２を示す取付体の斜視図である。尚、実施の形態１と同一の部分に
ついては同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
　Ｔ２は電気絶縁性材料からなる横断面がリング形状を有する筒状の取付体で、電源部品
等の上記活電部２を収容する上記収容部３と、電球用のソケットに接続するための上記口
金４２を保持する上記口金保持部４から構成されている。
　そして、上記収容部３は、上記被取付体５に取付ける取付部７１と、回動を防止するた
めの上記爪部３５と、上記接着剤を溜める溝部３６とを備えている。
【００４４】
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　そして、上記取付部７１は、上記収容部３の一部に上下方向に沿って弾性が付与される
程度の長さで突設して少なくとも一つ形成され、上記取付部７１の先端には下方に傾斜す
る鉤状に突設して一体形成する上記鉤部３８を設けている。上記収容部３と上記取付部７
１との間隙βは、上記取付部７１に設けられた上記鉤部３８の突出した長さよりも長く形
成されている。
【００４５】
　そして、上記活電部２を上記収容部３に保持している上記取付体Ｔ２を上記被取付体５
に挿入することにより、上記保持筒５４によって上記取付部７１は押圧され、上記取付部
７１は弾性が付与されているので、上記鉤部３８は上記間隙βに収容され、上記取付部７
１は上記活電部２方向に撓曲する。そして、上記取付部７１の撓曲が元に戻り、上記鉤部
３８が上記段差部５６に係止することで、上記取付体Ｔ２を上記被取付体５に取付けて保
持するとともに、上記活電部２と上記被取付体５の絶縁性を確保することができる。
【００４６】
　尚、実施の形態２の取付体は、図７に示すように上記収容部３の直径長さを有する位置
に上記取付部７１が二つ形成された実施の形態を示すが、上記収容部３に設けられる上記
取付部７１の数は二つに限定されるものではない。上記収容部３には、少なくとも上記取
付部７１が一つ設けられていればよく、三つ以上設けられていてもよい。本実施の形態の
ように、上記収容部３の直径長さを有する位置に上記取付部７１を二つ設けることにより
、上記取付部７１が一つの場合に比べて上記取付体３が上記被取付体５に対してより強固
に保持でき、上下方向及び水平方向へのがたつきを防止できる。さらに上記取付部７１を
三つ以上設けた場合には、より安定的に上記取付体Ｔ２を上記被取付体５に保持すること
が可能となる。
【００４７】
　また、上記取付体Ｔ２を取付ける上記被取付体５の上記保持筒５４の内径は、上記収容
部３の外径よりも大きい。上記保持筒５４の内径が、上記取付部７１を上記収容部３の直
径長さを有する位置に二つ形成した際の上記取付部７１間の距離よりも小さい場合には、
上記被取付体５に上記取付部７１の幅と高さに対応する溝部（図示せず）を形成する。
【００４８】
　（実施の形態３）
　以下、本発明の実施の形態３を図８、図９に基づいて説明する。
　図８は実施の形態３を示す取付体の斜視図、図９は図８の取付体に取付けられる被取付
体の斜視図である。尚、実施の形態１と同一の部分については同一の符号を付してその詳
細な説明を省略する。
　Ｔ３は電気絶縁性材料からなる横断面がリング形状を有する筒状の取付体で、電源部品
等の上記活電部２を収容する上記収容部３と、電球用のソケットに接続するための上記口
金４２を保持する上記口金保持部４から構成されている。
【００４９】
　そして、上記収容部３は、取付部７２と、上記接着剤を溜める溝部３６とを備えている
。
　そして、上記取付部７２は、図８に示すように上記収容部３の外壁に、上記被取付体５
に対して上記取付体Ｔ３を回動させる回動方向に細い台形状に突設して形成されている凸
部である。また、上記被取付体５には図９に示すように上記取付部７２を嵌合係止するＬ
字状の凹部５８が設けられている。上記凹部５８のＬ字状の一端は、上記保持筒５４の開
口縁に達し、上記取付部７２を嵌合するのに充分な深さを有する。また、上記凹部５８の
Ｌ字は、上記一端から上記保持筒５４の上下方向に延伸した後に屈曲し周方向に沿うよう
に形成されている。上記凹部５８のＬ字状の他端は、先端に向かって細くなるように形成
されている。
【００５０】
　そして、上記活電部２を上記収容部３に保持している上記取付体Ｔ３の上記取付部７２
を上記被取付体５の縁に形成された上記凹部５８に嵌合し、上記凹部５８のＬ字に沿って
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上記取付体Ｔ３を回動させる。上記取付部７２が上記凹部５８のＬ字状の他方の先端で嵌
合係止することで、上記取付体Ｔ３を上記被取付体５に取付けて保持するとともに、上記
活電部２と上記被取付体５の絶縁性を確保することができる。
【００５１】
　尚、上記凹部５８のＬ字状の他方の先端に上記取付部７２を取付けるのに充分な大きさ
を有する穴部（図示せず）をさらに設けていてもよい。上記取付体Ｔ３の上記取付部７２
を上記凹部５８に嵌合し、上記凹部５８のＬ字に沿って上記取付体Ｔ３を回動し、上記凹
部５８のＬ字状の他方の先端からさらに回動させることで、上記取付部７２は上記凹部５
８により押圧されて撓曲する。上記取付部７２の撓曲が元に戻り、取付部７２が上記穴部
に係止することで、上記取付体Ｔ３を上記被取付体５に取付けて保持するとともに、上記
活電部２と上記被取付体５の絶縁性を確保することができる。
【００５２】
　また、上記取付部７２は上記収容部３に少なくとも一つ形成され、上記取付部７２が二
つ以上の構成とした場合にはより強固に保持することが可能である。
　尚、上記実施の形態１～３における上下方向の説明は便宜的に用いているのであって、
取付体及び該取付体を備えてなる照明装置の実際の使用時には、上記上下方向とは異なる
方向で使用される場合もある。
【００５３】
　また、上記実施の形態１～３における照明装置の例としては、図に示したような電球の
形態の照明装置であるが、他の照明装置であっても、電源回路等の活電部を収容した取付
体を被取付体との絶縁性を確保しつつ係止する形態であれば、本発明は適用できる。
　本発明は、上記実施の形態１～３に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しな
い範囲内で様々な変形や応用が可能である。
【図面の簡単な説明】
【００５４】
【図１】本発明の実施の形態１を示す取付体の斜視図である。
【図２】図１の取付体の上面図である。
【図３】図１の取付体に活電部を収容した場合におけるＡ－Ａ線の断面図である。
【図４】図１の取付体に取付けられる被取付体の斜視図である。
【図５】図１の取付体を備えた照明装置の分解斜視図である。
【図６】図１の取付体に活電部が挿入される場合の要部を示す説明図である。
【図７】本発明の実施の形態２を示す取付体の斜視図である。
【図８】本発明の実施の形態３を示す取付体の斜視図である。
【図９】図８の取付体に取付けられる被取付体の斜視図である。
【図１０】従来技術における照明装置の断面図である。
【符号の説明】
【００５５】
　Ｔ１、Ｔ２、Ｔ３　取付体
　　２　活電部
　　３　収容部
　　４　口金保持部
　　５　被取付体
　　９　照明装置
　３１　保持面
　３２　取付部
　３３　切欠き
　３４　回避部
　３５　爪部
　３６　溝部
　３７　保持部



(9) JP 5078604 B2 2012.11.21

10

　３８　鉤部
　４１　スリット
　４２　口金
　５１　放熱板
　５２　鍔部
　５３　放熱フィン
　５４　保持筒
　５５　貫通孔
　５６　段差部
　５７　爪受部
　５８　凹部
　６１　光源モジュール
　６１ａ　螺子孔
　６２　反射部
　６３　透光部
　７１　取付部
　７２　取付部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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