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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　横方向に第１の横幅を有する第１開口、および該第１開口に縦方向に連続し前記第１の
横幅より小さい第２の横幅を有する第２開口で構成される第１挿入孔と、横方向に第３の
横幅を有する第３開口、および該第３開口に縦方向に連続し前記第３の横幅より小さい第
４の横幅を有する第４開口で構成される第２挿入孔と、が形成され、前記第１挿入孔およ
び前記第２挿入孔は、それらが形成された面に沿った前記第１開口と前記第３開口との前
記縦方向の距離が前記第２開口と前記第４開口との縦方向の距離よりも短く、それぞれの
前記縦方向が平行に並んで配置され、前記第２開口の内側は、前記第１の横幅以上の横幅
を有する空間が形成され、前記第４開口の内側は、前記第３の横幅以上の横幅を有する空
間が形成された取付部品と、
　前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との間に、光源と反対側の背面を前記取付部品に向け
た状態で取付可能な光源部品であって、
　前記光源を正面側に支持する本体と、
　前記本体に接続され、前記本体から側方に向かって延び、前記本体の側方から前記背面
側に前記縦方向に弾性変形可能な第１弾性部材と、
　前記本体に接続され、前記本体から前記第１弾性部材と反対の側方に向かって延び、該
側方から前記背面側に前記縦方向に弾性変形可能な第２弾性部材と、
　を有する光源部品と、
　を備え、
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　前記第１弾性部材は、前記第１の横幅よりも小さくかつ前記第２の横幅より大きい、第
１先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第１中間部とを有し、
　前記第２弾性部材は、前記第３の横幅よりも小さくかつ前記第４の横幅より大きい、第
２先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第２中間部とを有し、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材に応力が加わっていない状態で、前記第１先
端部と前記第２先端部との距離は、前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との距離よりも大き
く、
　前記第１先端部は、前記第１開口に挿入可能であって、前記第２開口に係止可能であり
、
　前記第２先端部は、前記第３開口に挿入可能であって、前記第４開口に係止可能である
、
　ことを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材は、板バネである、
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記本体は、前記縦方向の辺よりも前記横方向の辺の長さが長い略直方体状に形成され
、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材は、前記本体の前記縦方向の側面から側方に
向かって延びる、
　ことを特徴とする請求項１または２に記載の照明器具。
【請求項４】
　表面に凹凸部が形成され、前記光源を覆うカバーを備える、
　ことを特徴とする請求項１ないし３のいずれか１項に記載の照明器具。
【請求項５】
　前記本体には、嵌合孔が形成され、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材は、前記第１中間部および前記第２中間部に
接続され、前記嵌合孔に嵌め込み可能な嵌合部を有し、該嵌合部が前記嵌合孔に嵌め込ま
れて前記第１弾性部材および前記第２弾性部材が前記本体に接続される、
　ことを特徴とする請求項１ないし４のいずれか１項に記載の照明器具。
【請求項６】
　前記取付部品には、前記本体が収容可能な凹部が形成され、前記凹部の内側には、前記
第１挿入孔および前記第２挿入孔が配置され、
　前記本体は、前記本体が前記凹部に収容された場合に、前記本体の側面から前記凹部の
縁まで突出するストッパーを備え、
　前記ストッパーは、前記本体が前記凹部に収容され、前記第１弾性部材および前記第２
弾性部材に応力が加わった状態で、前記凹部の縁に当接する、
　ことを特徴とする請求項１ないし５のいずれか１項に記載の照明器具。
【請求項７】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の照明器具の取付部品に取付可能な光源部品で
あって、
　前記光源部品は、
　前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との間に、光源と反対側の背面を前記取付部品に向け
た状態で取付可能であり、
　前記光源を正面側に支持する本体と、
　前記本体に接続され、前記本体から側方に向かって延び、前記本体の側方から前記背面
側に前記縦方向に弾性変形可能な第１弾性部材と、
　前記本体に接続され、前記本体から前記第１弾性部材と反対の側方に向かって延び、該
側方から前記背面側に前記縦方向に弾性変形可能な第２弾性部材と、
　を有し、
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　前記第１弾性部材は、前記第１の横幅よりも小さくかつ前記第２の横幅より大きい、第
１先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第１中間部とを有し、
　前記第２弾性部材は、前記第３の横幅よりも小さくかつ前記第４の横幅より大きい、第
２先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第２中間部とを有し、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材に応力が加わっていない状態で、前記第１先
端部と前記第２先端部との距離は、前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との距離よりも大き
く、
　前記第１先端部は、前記第１開口に挿入可能であって、前記第２開口に係止可能であり
、
　前記第２先端部は、前記第３開口に挿入可能であって、前記第４開口に係止可能である
、
　ことを特徴とする光源部品。
【請求項８】
　前記光源がＬＥＤである、
　ことを特徴とする請求項７に記載の光源部品。
【請求項９】
　請求項１ないし６のいずれか１項に記載の照明器具の光源部品が取付可能な取付部品で
あって、
　横方向に第１の横幅を有する第１開口、および該第１開口に縦方向に連続し前記第１の
横幅より小さい第２の横幅を有する第２開口で構成される第１挿入孔と、
　横方向に第３の横幅を有する第３開口、および該第３開口に縦方向に連続し前記第３の
横幅より小さい第４の横幅を有する第４開口で構成される第２挿入孔と、
　が形成され、
　前記第１挿入孔および前記第２挿入孔は、それらが形成された面に沿った前記第１開口
と前記第３開口との前記縦方向の距離が前記第２開口と前記第４開口との縦方向の距離よ
りも短く、それぞれの前記縦方向が平行に並んで配置され、
　前記第２開口の内側は、前記第１の横幅以上の横幅を有する空間が形成され、前記第４
開口の内側は、前記第３の横幅以上の横幅を有する空間が形成された、
　ことを特徴とする取付部品。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明器具、照明器具の取付部品に取付可能な光源部品、および照明器具の光
源部品が取付可能な取付部品に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、白熱電球や蛍光ランプに替わる光源として、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）ラ
ンプが注目され、その普及が進んでいる。例えば、蛍光ランプの照明器具と置き換える照
明器具として、蛍光ランプとほぼ同じ形状の発光部と、発光部の端部に配置される口金と
、口金から突出する口金ピンとを備えるＬＥＤランプの照明器具が販売されている（例え
ば、非特許文献１）。
【０００３】
　非特許文献１には、直管形蛍光ランプ（例えばＧ１３口金の蛍光ランプ）とほぼ同じ形
状に形成されたＬＥＤランプが記載されている。このＬＥＤランプは、一般社団法人日本
電球工業会規格（ＪＥＬ８０１：２０１０）に準拠した口金を採用し、直管形のランプの
両側に口金ピンが配置されている。この口金ピンは、給電用ピンと接地用ピンで構成され
、ソケットに挿入されてＬＥＤランプに給電するとともに、ＬＥＤランプを保持して落下
を防止する。
【０００４】
　このような、蛍光ランプとほぼ同じ形状のＬＥＤランプでは、口金やソケット等の構造
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物を配置する必要があるので、照明器具の小型化や薄型化が困難である。そこで、蛍光ラ
ンプと異なるランプ形状や構造物を採用したＬＥＤランプが開発されている。
【０００５】
　例えば、特許文献１には、蛍光ランプと異なる形状に形成された、半円筒形状のＬＥＤ
ランプが記載されている。このＬＥＤランプは、背面に給電用コネクタと、係止部材とを
有している。給電用コネクタは、照明器具本体から延びる給電用コードに接続されてＬＥ
Ｄランプに給電する。係止部材は、略菱形に折り曲げられた金属の線材で構成され、照明
器具本体に形成された係止穴に差し込まれて係止穴の縁に係止する。係止穴にはフックが
形成され、係止部材がこのフックに引っ掛かることによりＬＥＤランプの落下が防止され
る。このＬＥＤランプは、背面に給電用コネクタおよび係止部材が配置されているので、
蛍光ランプの口金やソケットのような非発光の構造物を照明器具前面に設ける必要がない
。このため、照明器具の小型化および薄型化が可能である。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【０００６】
【非特許文献１】「２０１２年春期Ｖｅｒ．２　照明器具・ランプ　ＬＥＤ照明・省エネ
照明」、ＮＥＣライティング株式会社、２０１２年４月発行、Ｐ３
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２０１２－１８５９８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　上記のＬＥＤランプの照明器具は、ランプの落下が防止されているが、ランプを照明器
具本体に取り付けるための構造が複雑で、その部品点数も多い。例えば、非特許文献１に
記載のＬＥＤランプの照明器具では、給電用ピン、接地用ピンの形状がそれぞれ異なり、
これらを支持するための口金が必要である。また、これらのピンを保持するためのソケッ
トをＬＥＤランプの両側にそれぞれ設ける必要がある。また特許文献１に記載のＬＥＤラ
ンプでは、線材で構成される係止手段をＬＥＤランプに固定するために２つのブラケット
が必要であるとともに、係止穴を跨ぐようにフックを形成する必要がある。
【０００９】
　本発明は、上記事情に鑑みてなされたものであり、ランプの落下が防止された照明器具
において、ランプの取付構造を簡易なものとし、その部品点数を少なくすることを目的と
する。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の第１の観点に係る照明器具は、
　横方向に第１の横幅を有する第１開口、および該第１開口に縦方向に連続し前記第１の
横幅より小さい第２の横幅を有する第２開口で構成される第１挿入孔と、横方向に第３の
横幅を有する第３開口、および該第３開口に縦方向に連続し前記第３の横幅より小さい第
４の横幅を有する第４開口で構成される第２挿入孔と、が形成され、前記第１挿入孔およ
び前記第２挿入孔は、それらが形成された面に沿った前記第１開口と前記第３開口との前
記縦方向の距離が前記第２開口と前記第４開口との縦方向の距離よりも短く、それぞれの
前記縦方向が平行に並んで配置され、前記第２開口の内側は、前記第１の横幅以上の横幅
を有する空間が形成され、前記第４開口の内側は、前記第３の横幅以上の横幅を有する空
間が形成された取付部品と、
　前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との間に、光源と反対側の背面を前記取付部品に向け
た状態で取付可能な光源部品であって、
　前記光源を正面側に支持する本体と、
　前記本体に接続され、前記本体から側方に向かって延び、前記本体の側方から前記背面
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側に前記縦方向に弾性変形可能な第１弾性部材と、
　前記本体に接続され、前記本体から前記第１弾性部材と反対の側方に向かって延び、該
側方から前記背面側に前記縦方向に弾性変形可能な第２弾性部材と、
　を有する光源部品と、
　を備え、
　前記第１弾性部材は、前記第１の横幅よりも小さくかつ前記第２の横幅より大きい、第
１先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第１中間部とを有し、
　前記第２弾性部材は、前記第３の横幅よりも小さくかつ前記第４の横幅より大きい、第
２先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第２中間部とを有し、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材に応力が加わっていない状態で、前記第１先
端部と前記第２先端部との距離は、前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との距離よりも大き
く、
　前記第１先端部は、前記第１開口に挿入可能であって、前記第２開口に係止可能であり
、
　前記第２先端部は、前記第３開口に挿入可能であって、前記第４開口に係止可能である
、
　ことを特徴とする。
【００１１】
　本発明の第２の観点に係る光学部品は、
　上記第１の観点に係る照明器具の取付部品に取付可能な光源部品であって、
　前記光源部品は、
　前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との間に、光源と反対側の背面を前記取付部品に向け
た状態で取付可能であり、
　前記光源を正面側に支持する本体と、
　前記本体に接続され、前記本体から側方に向かって延び、前記本体の側方から前記背面
側に前記縦方向に弾性変形可能な第１弾性部材と、
　前記本体に接続され、前記本体から前記第１弾性部材と反対の側方に向かって延び、該
側方から前記背面側に前記縦方向に弾性変形可能な第２弾性部材と、
　を有し、
　前記第１弾性部材は、前記第１の横幅よりも小さくかつ前記第２の横幅より大きい、第
１先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第１中間部とを有し、
　前記第２弾性部材は、前記第３の横幅よりも小さくかつ前記第４の横幅より大きい、第
２先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第２中間部とを有し、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材に応力が加わっていない状態で、前記第１先
端部と前記第２先端部との距離は、前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との距離よりも大き
く、
　前記第１先端部は、前記第１開口に挿入可能であって、前記第２開口に係止可能であり
、
　前記第２先端部は、前記第３開口に挿入可能であって、前記第４開口に係止可能である
、
　ことを特徴とする。
【００１２】
　本発明の第３の観点に係る取付部品は、
　上記第１の観点に係る照明器具の光源部品が取付可能な取付部品であって、
　横方向に第１の横幅を有する第１開口、および該第１開口に縦方向に連続し前記第１の
横幅より小さい第２の横幅を有する第２開口で構成される第１挿入孔と、
　横方向に第３の横幅を有する第３開口、および該第３開口に縦方向に連続し前記第３の
横幅より小さい第４の横幅を有する第４開口で構成される第２挿入孔と、
　が形成され、
　前記第１挿入孔および前記第２挿入孔は、それらが形成された面に沿った前記第１開口
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と前記第３開口との前記縦方向の距離が前記第２開口と前記第４開口との縦方向の距離よ
りも短く、それぞれの前記縦方向が平行に並んで配置され、
　前記第２開口の内側は、前記第１の横幅以上の横幅を有する空間が形成され、前記第４
開口の内側は、前記第３の横幅以上の横幅を有する空間が形成された、
　ことを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、ランプの落下が防止された照明器具において、ランプの取付構造を簡
易なものとし、その部品点数を少なくすることが可能である。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】本発明の実施の形態に係る照明器具を示す平面図、正面図、側面図である。（Ａ
）が平面図、（Ｂ）が正面図、（Ｃ）が側面図である。
【図２】図１に示す照明器具のＡ－Ａ線の断面図である。
【図３】実施の形態に係る取付部品を示す斜視図である。
【図４】実施の形態に係るＬＥＤモジュールを示す斜視図である。
【図５】ＬＥＤモジュールの断面図およびＬＥＤモジュールの組立方法を示す斜視図であ
る。（Ａ）が断面図、（Ｂ）が組立方法を示す斜視図である。
【図６】照明器具の組立方法を示す図である。
【図７】照明器具の組立方法を示す図である。
【図８】ＬＥＤモジュールの変形例を示す断面図およびその組立方法を示す斜視図である
。（Ａ）が変形例を示す断面図、（Ｂ）が組立方法を示す斜視図である。
【図９】ＬＥＤモジュールの他の変形例を示す斜視図である。
【図１０】ＬＥＤモジュールにおけるモジュールカバーの変形例を示す断面図である。
【図１１】ＬＥＤモジュールの板バネおよび挿入孔の変形例を示す斜視図である。
【図１２】取付部品の変形例を示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
（実施の形態）
　以下、本発明を実施するための形態について図面を参照して詳細に説明する。なお図中
、同一または同等の部分には同一の符号を付す。
【００１６】
　図１は、本発明の実施の形態に係る照明器具を示す平面図、正面図、側面図である。図
１（Ａ）が平面図、図１（Ｂ）が正面図、図１（Ｃ）が側面図である。図１に示すように
、本実施の形態に係る照明器具１は、取付部品２とＬＥＤモジュール３とを備えている。
取付部品２は天井などに固定されて、ＬＥＤモジュール３が取り付けられる部品である。
取付部品２は、照明器具本体、搭載器具等の名称で呼ばれることがある。ＬＥＤモジュー
ル３は、照明器具１の光源を構成する光源部品であり、光源モジュール、光源ユニット等
の名称で呼ばれる部品である。
【００１７】
　取付部品２は、底面長方形かつ断面台形の形状に形成され、その中央にＬＥＤモジュー
ル３が配置されている。その両側に配置された傾斜面は、白色塗料等が塗装されて形成さ
れた反射板である。以下、取付部品２とＬＥＤモジュール３の詳細な構造について断面図
を参照しながら説明する。
【００１８】
　図２は、図１に示す照明器具のＡ－Ａ線の断面図である。図２に示す取付部品２には、
ＬＥＤモジュール３を取り付けるための、ＬＥＤモジュール取付部２１が形成されている
。
【００１９】
　ＬＥＤモジュール取付部２１は、ＬＥＤモジュール３が嵌め込まれる凹部構造である。
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この凹部構造は、例えば、板状部材（例えば、板金）が折り曲げられて取付部品２の反射
板と一体に形成される。凹部構造の底面側には器具取付具２７が設けられ、凹部構造内側
に電源端子台２６とＬＥＤモジュール３が収容されている。
【００２０】
　器具取付具２７は、取付部品２を照明器具１の設置場所に取り付けるための部材である
。器具取付具２７は、例えば、建物の天井９等の、設置場所の構造物にベース部２９を当
接させた状態で、その構造物と取付部品２とを締結するための締結具（ボルトおよびナッ
ト等）である（図３参照）。ここで、ベース部２９は設置場所に設置可能な設置面を形成
する部材である。
【００２１】
　電源端子台２６は、ＬＥＤモジュール３に電力を供給するための端子台である。電源端
子台２６から配線が延び、配線の先端に設けられたコネクタ２８を介してＬＥＤモジュー
ル３に接続される（図３参照）。
【００２２】
　ＬＥＤモジュール３は、光源を備える光源部品であり、取付部品２に取り付けられて照
明器具として機能する。ＬＥＤモジュール３は、ＬＥＤ３５と、電源回路３６と、モジュ
ールカバー３７と、ストッパー３８と、本体３１と、板バネ３２Ａ，３２Ｂとを備えてい
る。
【００２３】
　ＬＥＤ３５は、例えば、白色ＬＥＤまたは赤色、青色、緑色の各色のＬＥＤである。Ｌ
ＥＤモジュール３では、複数のＬＥＤ３５が使用され、長方形の基板３５１上に均一に配
置される。複数のＬＥＤ３５が組み合わされて、例えば、昼光色等の光源として機能する
。
【００２４】
　電源回路３６は、ＬＥＤ３５に印加する電圧を制御する回路であり、ＬＥＤ３５の点灯
を制御する。電源回路３６が複数のＬＥＤ３５の点灯を制御することによって、ＬＥＤモ
ジュール３の調光、調色も可能である。
【００２５】
　電源回路３６は、電源端子台２６に接続されたコネクタ２８に接続可能なコネクタ３４
を有する（図４参照）。例えば、電源回路３６から配線が延び、その先端にコネクタ３４
が設けられ、コネクタ３４は電源端子台２６に接続されたコネクタ２８に接続される。電
源回路３６は電源端子台２６から電力供給を受ける。
【００２６】
　モジュールカバー３７は、光源を覆うカバーであり、グローブとも呼ばれる部材である
。モジュールカバー３７は、光源を保護するとともに光源からの光を拡散する機能を有す
る。例えば、透光性の樹脂材料（例えば、アクリル樹脂）によって中空でかつ、開口を有
する直方体状に形成される。開口内にＬＥＤ３５が実装された基板３５１が配置される。
【００２７】
　ストッパー３８は、ＬＥＤモジュール３がＬＥＤモジュール取付部２１に収容されてい
る状態で、ＬＥＤモジュール取付部２１の縁に当接可能な部材であり、ＬＥＤモジュール
３がＬＥＤモジュール取付部２１に収容される位置を決める機能を有する。ストッパー３
８は、例えば、モジュールカバー３７の開口から外周に向かって延びるように形成された
、モジュールカバー３７の背面部である。モジュールカバー３７の背面部は、モジュール
カバー３７の開口からＬＥＤモジュール取付部２１の外側に向かって突出する。
【００２８】
　本体３１は、モジュールカバー３７およびＬＥＤ３５の基板３５１を支持するとともに
、電源回路３６を収容する筐体である。例えば、本体３１は中空でかつ、開口を有する直
方体状に形成される。内部に電源回路３６が収納され、開口を覆うように基板３５１が配
置され、開口側が正面側（光源側）として機能する。側面には、モジュールカバー３７の
端部に接続される。本体３１は、ＬＥＤモジュール取付部２１に板バネ３２Ａ，３２Ｂに
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よって取り付けられて収容される。
【００２９】
　板バネ３２Ａ，３２Ｂは、ＬＥＤモジュール３を取付部品２に取り付けるための接続具
である。ＬＥＤモジュール３の本体背面３１Ａが取付部品２に向けられた状態で、板バネ
３２Ａ，３２Ｂが取付部品２の挿入孔２２Ａ，２２Ｂに挿入されて、挿入孔２２Ａ，２２
Ｂの間に、ＬＥＤモジュール３が取り付けられる。以下に、取付部品２の挿入孔２２Ａ，
２２Ｂについて説明する。
【００３０】
　図３は、実施の形態に係る取付部品を示す斜視図である。図３に示す取付部品２は、Ｌ
ＥＤモジュール取付部２１の凹部構造の側面に、挿入孔２２Ａ，２２Ｂが形成されている
。挿入孔２２Ａ，２２Ｂは、ＬＥＤモジュール取付部２１を構成する板状部材を貫通し、
これらが対を形成している。一対の挿入孔２２Ａ，２２Ｂは互いに対向している。挿入孔
２２Ａ，２２Ｂの数は、板バネと同数である。
【００３１】
　挿入孔２２Ａ，２２Ｂは、上部開口２２１と、下部開口２２３とが連続した開口を有し
ている。例えば、２つの挿入孔２２Ａ，２２Ｂが形成されている場合に、ＬＥＤモジュー
ル取付部２１の表面に沿ってその２つの孔を結ぶ線の方向を縦方向とした場合に、挿入孔
２２Ａの上部開口２２１と挿入孔２２Ｂの上部開口２２１との縦方向の距離が、挿入孔２
２Ａの下部開口２２３と挿入孔２２Ｂの下部開口２２３との縦方向の距離よりも短くなる
ように、挿入孔２２Ａ，２２Ｂが対向し、これらの開口が縦方向に並んで配置されている
。下部開口２２３と上部開口２２１は縦方向に連続している。換言すると、下部開口２２
３が上部開口２２１よりも下側（図３の＋Ｚ方向）に配置され、その辺を接して並んでい
る。
【００３２】
　上部開口２２１は、所定の幅の長辺を有する略長方形に形成され、板バネ３２Ａ，３２
Ｂが挿入可能である。例えば、上記の方向で縦方向を定義した場合に、横方向に向かって
長辺が配置され、その長辺の幅は、後述する、板バネ３２Ａ，３２Ｂの先端部３２１の幅
よりも大きく、短辺の幅は板バネ３２Ａ，３２Ｂの厚さよりも大きい。挿入孔２２Ａ，２
２Ｂそれぞれの上部開口２２１は縦方向に平行に配置される。これは、後述する、板バネ
３２Ａ，３２Ｂの弾性変形可能な向き（すなわち縦方向）に対応するためである。
【００３３】
　下部開口２２３は、略長方形に形成され、上部開口２２１の幅よりも小さい幅で上部開
口２２１と縦方向に連続している。例えば、横方向に長辺が配置され、その長辺は上部開
口２２１の幅よりも幅が小さい。また、縦方向に配置された短辺の幅は板バネ３２Ａ，３
２Ｂの厚さよりも大きく、上部開口２２１のそれよりも大きい。
【００３４】
　下部開口２２３は、後述する、板バネ３２Ａ，３２Ｂの先端部３２１が挿入不可能であ
るが、中間部３２３が嵌め込み可能である。例えば、挿入孔２２Ａ，２２ＢはＬＥＤモジ
ュール取付部２１を構成する板状部材を貫通して形成され、その結果、下部開口２２３の
内側は、上部開口２２１の長辺以上の幅を有する空間が形成される。板バネ３２Ａ，３２
Ｂの先端部３２１を上部開口２２１から挿入後、上記の空間内部で、板バネ３２Ａ，３２
Ｂを上部開口２２１から下部開口２２３に移動させて、中間部３２３を下部開口２２３に
嵌め込み可能である。これにより、先端部３２１を下部開口２２３に係止可能であり、板
バネ３２Ａ，３２Ｂを介してＬＥＤモジュール３を挿入孔２２Ａ，２２Ｂに保持可能であ
る。以下に、ＬＥＤモジュール３の板バネ３２Ａ，３２Ｂの構造を、挿入孔２２Ａ，２２
Ｂとの関係を交えながら説明する。
【００３５】
　図４は、実施の形態に係るＬＥＤモジュールを示す斜視図である。図４において、モジ
ュールカバー３７側の、ＬＥＤ３５が配置された面が本体正面３１Ｂであり、その反対の
面が本体背面３１Ａである。図４に示すＬＥＤモジュール３は、本体３１の本体背面３１
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Ａに接続され、その本体背面３１Ａから側方（図４に示す＋Ｙ方向）に向かって延びる板
バネ３２Ａ，３２Ｂを有している。２つの板バネ３２Ａ，３２Ｂが対を形成し、一対の板
バネ３２Ａ，３２Ｂが互いに反対方向に向くように配置されている。板バネ３２Ａ，３２
Ｂの数は挿入孔２２Ａ，２２Ｂと同数である。
【００３６】
　板バネ３２Ａ，３２Ｂは、弾性変形可能な弾性部材であり、応力が加わった状態で弾性
変形し、応力が除かれた状態で弾性力によって元の形状に復元する。例えば、板バネ３２
Ａ，３２Ｂの端部が本体３１の側方に向かって延びる状態から、その端部が本体３１の本
体背面３１Ａ方向に向かって延びる状態に、縦方向に弾性変形可能であり、また弾性変形
した状態から、元の状態、すなわち端部が本体３１の側方に向かって延びる状態に弾性力
によって復元可能である。
【００３７】
　板バネ３２Ａ，３２Ｂは、例えば、１枚の板状部材（金属板、例えば、ステンレス、ば
ね鋼）が折り曲げられて、板バネ３２Ａ、支持部３３、板バネ３２Ｂの順で配置された一
体の板バネが形成される。板バネ３２Ａ，３２Ｂは、中間部３２３と、中間部３２３から
延びる先端部３２１とをそれぞれ有し、中間部３２３は本体３１の本体背面３１Ａに固定
された支持部３３に接続される。中間部３２３、先端部３２１、支持部３３のそれぞれは
、板状の面を本体３１の本体背面３１Ａに向けるように配置される。
【００３８】
　中間部３２３は、ベルト状の構造物であり、挿入孔２２Ａ，２２Ｂの上部開口２２１に
挿入可能であり、先端部３２１が挿入孔２２Ａ，２２Ｂ内部に進入した状態で、下部開口
２２３に嵌め込み可能である。例えば、中間部３２３の幅は、上部開口２２１の長辺、下
部開口２２３の長辺のいずれよりも小さく、中間部３２３の厚みは、上部開口２２１の短
辺よりも小さい。すなわち、中間部３２３の断面形状は上部開口２２１よりも小さい。
【００３９】
　中間部３２３は、支持部３３から、第２屈曲部３２４、第１屈曲部３２２の順で屈曲す
る。第１屈曲部３２２で屈曲後、中間部３２３は先端部３２１に延びて接続する。
【００４０】
　先端部３２１は、略長方形に形成され、長辺側が中間部３２３に接続されている。先端
部３２１は挿入孔２２Ａ，２２Ｂの上部開口２２１に挿入可能であり、下部開口２２３に
挿入不可能である。また、先端部３２１が挿入孔２２Ａ，２２Ｂ内部に進入し、中間部３
２３が下部開口２２３に嵌め込まれた状態で、先端部３２１は下部開口２２３に係止可能
である。例えば、先端部３２１の長辺の幅は、上部開口２２１の長辺よりも小さく、下部
開口２２３の長辺よりも大きい。また先端部３２１の厚みは、上部開口２２１の短辺より
も小さい。すなわち、先端部３２１の断面形状は、上部開口２２１よりも小さく、下部開
口２２３よりも大きい。
【００４１】
　先端部３２１間の距離、すなわち板バネ３２Ａの先端部３２１と板バネ３２Ｂの先端部
３２１との距離は、板バネ３２Ａ，３２Ｂが弾性変形していない状態、すなわち、応力が
加わっていない状態で挿入孔２２Ａと２２Ｂとの間の距離よりも大きい。板バネ３２Ａ，
３２Ｂを挿入孔２２Ａ，２２Ｂに挿入してＬＥＤモジュール３を取付部品２に取り付ける
場合、板バネ３２Ａ，３２Ｂに応力を加え縦方向に弾性変形させることにより、上記の距
離を挿入孔２２Ａと２２Ｂとの間の距離より小さくする。
【００４２】
　支持部３３は、ベルト状の構造物であり、本体３１に固定可能である。以下に、ＬＥＤ
モジュール３への支持部３３の取付方法について説明する。
【００４３】
　図５は、ＬＥＤモジュールの断面図およびＬＥＤモジュールの組立方法を示す斜視図で
ある。図５（Ａ）がＬＥＤモジュールの断面図、図５（Ｂ）がＬＥＤモジュールの組立方
法を示す斜視図である。図５（Ａ）に示す板バネ３２Ａ，３２Ｂには、支持部３３と中間
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部３２３との接続部分から分岐するように延び、弾性変形可能な溝差し込み部３３３が形
成されている。溝差し込み部３３３の形状は、後述する溝３１７に当接可能な形状である
。また支持部３３には取付穴３３１が形成されている。
【００４４】
　これに対して、本体３１の筐体の両側面には、溝３１７が形成されている。また、本体
３１の筐体の本体背面３１Ａにはネジ穴３１５が形成されている（図５（Ｂ）参照）。
【００４５】
　図５（Ｂ）に示すように、まず板バネ３２Ａ、支持部３３、板バネ３２Ｂが一体化した
金属板を本体３１の短手方向に平行になるように配置する。このとき、本体３１を溝差し
込み部３３３で挟み込むように配置する。
【００４６】
　次いで、金属板を本体３１の本体背面３１Ａ側から押し込む。これにより、溝差し込み
部３３３が一度弾性変形して本体３１側面を挟み込み、溝３１７に差し込まれて元の形状
に復元する。
【００４７】
　そして、本体３１側のネジ穴３１５と、支持部３３側の取付穴３３１との位置が一致す
るように位置を調整する。この状態で、ボルトを取付穴３３１に挿入してネジ穴３１５と
締結する。以上により、板バネ３２Ａ、３２ＢがＬＥＤモジュール３に取り付けられる。
板バネ３２Ａ、３２Ｂは照明器具１の組立に用いられる。以下に、取付部品２とＬＥＤモ
ジュール３とを用いて照明器具１を組み立てる方法について説明する。
【００４８】
　図６および図７は、照明器具の組立方法を示す図である。図６（Ａ）に示すように、ま
ず、板バネ３２Ａの先端部３２１を、モジュール取付部２１の挿入孔２２Ａに挿入する。
先端部３２１は挿入孔２２Ａの上部開口２２１から挿入する。そして先端部３２１を挿入
孔２２Ａ，２２Ｂ内部、すなわち、上部開口２２１の長辺の幅以上の大きさに形成された
空間まで進入させ、中間部３２３を上部開口２２１から下部開口２２３に移動させて下部
開口２２３に嵌め込む。
【００４９】
　次いで、中間部３２３を挿入孔２２Ａ内部にさらに進入させる。中間部３２３の第１屈
曲部３２２が下部開口２２３に達するまで進入させ、第１屈曲部３２２を下部開口２２３
に引っ掛ける。この状態のとき、ＬＥＤモジュール３の自重によって中間部３２３が下部
開口２２３に嵌め込まれた状態を保つことが可能である。また、中間部３２３よりも先端
側にある先端部３２１の幅は下部開口２２３の幅よりも大きいので、先端部３２１が下部
開口２２３に係止して、ＬＥＤモジュール３の落下を防止することが可能である。第１屈
曲部３２２が下部開口２２３に引っ掛かっているので、この状態から作業者はＬＥＤモジ
ュール３を手で支える必要がない。
【００５０】
　この状態で、取付部品２側から延びる配線のコネクタ２８と、ＬＥＤモジュール３から
延びる配線のコネクタ３４とを接続する。
【００５１】
　次いで、図６（Ｂ）に示すように、板バネ３２Ｂの先端部３２１を、モジュール取付部
２１の挿入孔２２Ｂに挿入する。挿入孔２２Ｂへの板バネ３２Ｂの挿入作業は、板バネ３
２Ａと同様である。板バネ３２Ａと３２Ｂの両方を挿入孔２２Ａと２２Ｂの両方に挿入す
ると、板バネ３２Ａ，３２Ｂは本体３１の側方に向かって延びる状態から本体３１の背面
方向に向かって延びる状態に弾性変形する。例えば、板バネ３２Ａ，３２Ｂの中間部３２
３を、挿入孔２２Ａ，２２Ｂに第１屈曲部３２２を超える位置まで挿入すると、中間部３
２３と支持部３３の接続部分が折れ曲がって弾性変形する。中間部３２３と支持部３３が
形成する角度は、角度Ｐ（図６（Ａ）参照）から角度Ｑまで小さくなる。
【００５２】
　次いで、図７（Ｃ）に示すように、板バネ３２Ａ，３２Ｂの中間部３２３を、第２屈曲
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部３２４まで挿入孔２２Ａ，２２Ｂに挿入する。板バネ３２Ａ，３２Ｂは図６（Ｂ）の弾
性変形からやや復元する。その弾性力によって、中間部３２３と支持部３３の接続部分の
折れ曲がりが小さくなり、中間部３２３と支持部３３が形成する角度は角度Ｒとなる（角
度Ｒ＞角度Ｑ）。このため、作業者は図６（Ｂ）の状態よりも弱い力で板バネ３２Ａ，３
２Ｂを押し込むことが可能である。
【００５３】
　次いで、図７（Ｄ）に示すように、板バネ３２Ａ，３２Ｂの、中間部３２３と支持部３
３の接続部分に近い位置まで、板バネ３２Ａ，３２Ｂを挿入する。板バネ３２Ａ，３２Ｂ
は弾性変形からさらに復元し、中間部３２３と支持部３３の接続部分の折れ曲がりはさら
に小さくなる。この状態のとき、中間部３２３と支持部３３が形成する角度は角度Ｓとな
る（角度Ｓ＞角度Ｒ）。図６（Ａ）の状態と比較するとわかるように、この状態は、板バ
ネ３２Ａ，３２Ｂが弾性変形している状態である（角度Ｐ＞角度Ｓ）。このため、板バネ
３２Ａ，３２Ｂの弾性力によって、ＬＥＤモジュール３は背面側に引っ張られる。そして
、モジュールカバー３７のストッパー３８がＬＥＤモジュール取付部２１の凹部の縁に当
接することにより、ＬＥＤモジュール３が所定の位置に配置される。これにより、照明器
具１の組立が完了する。
【００５４】
　以上のように、本実施の形態に係る照明器具１は、取付部品２に挿入孔２２Ａ，２２Ｂ
を、ＬＥＤモジュール３に板バネ３２Ａ，３２Ｂをそれぞれ設けている。また板バネ３２
Ａ，３２Ｂの両端間の距離は、挿入孔２２Ａと２２Ｂとの間の距離よりも大きく、板バネ
３２Ａ，３２Ｂは、応力を加えることにより、この距離を小さくするように弾性変形可能
である。このような構造において、挿入孔２２Ａ，２２Ｂに弾性変形させた板バネ３２Ａ
，３２Ｂを挿入することにより、板バネ３２Ａ，３２Ｂの弾性力によってＬＥＤモジュー
ル３を取付部品２に取付可能である。このように、既存の照明器具（例えば、非特許文献
１）と比較して、照明器具１は構造が簡単で部品点数が少ない。
【００５５】
　また、取付部品２の挿入孔２２Ａ，２２Ｂは、上部開口２２１と下部開口２２３が連続
した開口に形成されるとともに、下部開口２２３の内側には、上部開口２２１の長辺の幅
以上の大きさの空間が形成されている。また、ＬＥＤモジュール３の板バネ３２Ａ，３２
Ｂは、先端部３２１と中間部３２３とをそれぞれ有している。これにより、板バネ３２Ａ
，３２Ｂが挿入孔２２Ａ，２２Ｂに挿入されて内側に進入した場合に、先端部３２１が下
部開口２２３に係止可能である。従って、照明器具１において、ＬＥＤモジュール３が取
付部品２から落下することが防止される。
【００５６】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明の実施の形態に係る照明器具１
、取付部品２およびＬＥＤモジュール３は、様々な変形が可能である。
【００５７】
　例えば、上記の実施の形態では、板バネ３２Ａ、支持部３３、板バネ３２Ｂが一体化し
た金属板をボルトによってＬＥＤモジュール３の本体３１に固定していたが、本発明の板
バネ３２Ａ，３２Ｂの固定手段はこれに限られない。例えば、ＬＥＤモジュール３の本体
３１に嵌合穴が形成されるとともに、板バネ３２Ａ，３２Ｂに、嵌合穴に嵌め込み可能で
中間部３２３に接続される嵌合部が形成され、嵌合部が嵌合穴に嵌め込まれて本体３１と
中間部３２３とが固定されてもよい。
【００５８】
　図８はＬＥＤモジュールの変形例を示す断面図およびその組立方法を示す斜視図である
。図８（Ａ）がＬＥＤモジュールの変形例を示す断面図、図８（Ｂ）がＬＥＤモジュール
の組立方法を示す斜視図である。図８（Ａ）に示すように、一枚の金属板が折り曲げられ
て、板バネ３２Ａ、支持部３３、板バネ３２Ｂの順で配置された一体の板バネが形成され
るとともに、支持部３３に、嵌め込み部３３２が形成されている。嵌め込み部３３２は、
支持部３３の一部が切断されて、Ｌ字状に折り曲げられて形成されたものである。嵌め込
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み部３３２のＬ字のコーナー部が支持部３３の面から突出している。
【００５９】
　これに対して、図８（Ｂ）に示すＬＥＤモジュール３の本体３１は、その本体背面３１
Ａに嵌合穴３１６が形成されている。嵌合穴３１６は略長方形状である。
【００６０】
　図８（Ｂ）に示すように、支持部３３に形成された嵌め込み部３３２を、本体３１の嵌
合穴３１６に嵌め込んで、ＬＥＤモジュール３に板バネ３２Ａ，３２Ｂを固定する。嵌め
込み部３３２は、板バネ３２Ａ，３２Ｂと同じ材料で形成されているので、弾性変形可能
である。嵌合穴３１６内で弾性変形し、その弾性力によって固定可能である。
【００６１】
　また、上記の実施の形態では、一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが２組設けられた場合を説
明したが、板バネの数は任意である。
【００６２】
　図９は、ＬＥＤモジュールの他の変形例を示す斜視図である。図９（Ａ）および図９（
Ｂ）はそれぞれ別のＬＥＤモジュールの他の変形例を示している。図９（Ａ）に示すよう
に、ＬＥＤモジュール３は、例えば、一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが１組設けられてもよ
い。このような形態においても、ＬＥＤモジュール３が略直方体形状、すなわち、モジュ
ールカバー３７側が略長方形である場合に、その短手方向に向かって一対の板バネ３２Ａ
，３２Ｂが延びている形態が好ましい。既存の照明器具（例えば、蛍光ランプ）では、長
手方向に複数のランプを配置することが多いので、短手方向に一対の板バネ３２Ａ，３２
Ｂが延びるように配置されると照明器具１が互いに干渉しにくい。
【００６３】
　また、上記の実施の形態では、一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが一体の板状部材により構
成され、一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが支持部３３と一体である形態を説明しているが、
一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが一体であるか別部材であるかは問わない。例えば、図９（
Ｂ）に示すように、板バネ３２Ａ，３２Ｂそれぞれが別々の支持部３３に接続された、別
々の板状部材によって構成されてもよい。
【００６４】
　さらに、一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが支持部３３を介してほぼ一直線上に配置されな
くてもよく、例えば、図９（Ｂ）に示すように、板バネ３２Ａと板バネ３２Ｂが互い違い
に配置されてもよい。ＬＥＤモジュール３の一方の側面とその側面と反対側の（または対
向する）他方の側面に板バネ３２Ａ，３２Ｂがそれぞれ配置されていればよく、側面のど
の位置に配置されるかは問わない。
【００６５】
　また、上記の実施の形態では、一対の板バネ３２Ａ，３２Ｂが同じ大きさの先端部３２
１，中間部３２３を有している形態を説明したが、板バネ３２Ａ，３２Ｂが互いに異なる
大きさ、形状であってもよい。例えば、図９（Ｂ）に示すように、板バネ３２Ａの先端部
３２１が板バネ３２Ｂの先端部３２１よりも幅が大きくてもよい。この場合、板バネ３２
Ａ，３２Ｂそれぞれに対応する挿入孔２２Ａ，２２Ｂも互いに異なる大きさ、形状に形成
される。
【００６６】
　また、上記の実施の形態では、モジュールカバー３７の背面部分がストッパー３８を構
成する形態を説明したが、本発明のストッパー３８の形状はこれに限られない。例えば、
図９（Ａ）および図９（Ｂ）に示すＬＥＤモジュール３のように、側方に向かって突出す
るストッパー３８であってもよい。具体的には、本体３１の側面から側面に対して略垂直
方向に突出し、かつ本体背面３１Ａと略平行な板状部材で構成されるストッパー３８であ
ってもよい。ストッパー３８は、板バネ３２Ａ，３２Ｂが挿入孔２２Ａ，２２Ｂに挿入さ
れて弾性変形し、その状態から復元するときに、ＬＥＤモジュール取付部２１の凹部の縁
に当接可能であればよい。ストッパー３８がどの部材の一部であるかは問わない。例えば
、ストッパー３８がモジュールカバー３７または本体３１と一体であるか、別の構造物で



(13) JP 6120366 B2 2017.4.26

10

20

30

40

50

あるかは問わない。また、本発明において、ストッパー３８は任意の構成である。
【００６７】
　また、上記の実施の形態では、モジュールカバー３７の形状は直方体形であったが、モ
ジュールカバー３７の形状はこれに限られない。例えば、モジュールカバー３７をつかみ
やすくするために、表面に凹凸部が形成されてもよい。
【００６８】
　図１０は、ＬＥＤモジュールにおけるモジュールカバーの変形例を示す断面図である。
図１０（Ａ）に示すモジュールカバー３７には、断面半円状かつ凹状の滑り止め部３９１
が側面に形成されている。図１０（Ｂ）に示すモジュールカバー３７には、断面Ｚ字状か
つ凹凸状の滑り止め部３９２が側面に形成されている。このような形態であれば、ＬＥＤ
モジュール３を取付部品２から取り外すときに、モジュールカバー３７を容易につかむこ
とが可能である。
【００６９】
　また、上記の実施の形態では、板バネ３２Ａ，３２Ｂの先端部３２１、挿入孔２２Ａ，
２２Ｂの上部開口２２１および下部開口２２３が略長方形に形成される形態を説明したが
、これらの形状は略長方形に限られない。
【００７０】
　図１１はＬＥＤモジュールの板バネおよび挿入孔の変形例を示す斜視図である。図１１
（Ａ）および（Ｃ）が板バネの変形例、図１１（Ｂ）および（Ｄ）が挿入孔の変形例を示
す。図１１（Ａ）に示す板バネ３２Ａは、先端部３２１の形状が６角形状である。これに
対して図１１（Ｂ）に示す挿入孔２２Ａは、上部開口２２１が４角形状、下部開口２２３
が長円形にそれぞれ形成されている。
【００７１】
　また、図１１（Ｃ）に示す板バネ３２Ａは、先端部３２１の形状が長円状である。これ
に対して、図１１（Ｄ）に示す挿入孔２２Ａは、上部開口２２１が長円状、下部開口２２
３が長方形にそれぞれ形成されている。
【００７２】
　このように、板バネ３２Ａ，３２Ｂの先端部３２１、挿入孔２２Ａ，２２Ｂの上部開口
２２１および下部開口２２３は略長方形や長円形に限られない。例えば、図１１（Ａ）お
よび図（Ｂ）に示すように、挿入孔２２Ａの上部開口２２１、下部開口２２３の最も幅の
広い部分（例えば、長軸部分）がそれぞれＷ１１，Ｗ２２であり、上部開口２２１に下部
開口２２３が接する部分がＷ２１、かつ先端部３２１、中間部３２３の幅がそれぞれＷ１
，Ｗ２である場合に、Ｗ１１＞Ｗ１＞Ｗ２１＞Ｗ２を満たし、かつＷ１＞Ｗ２２＞Ｗ２を
満たせばよい。このような関係を満たすものであれば、板バネ３２Ａ，３２Ｂと挿入孔２
２Ａ，２２Ｂの形状は特に限定されない。
【００７３】
　また、上記の実施の形態では、挿入孔２２Ａの上部開口２２１、下部開口２２３、挿入
孔２２Ｂの上部開口２２１、下部開口２２３が縦方向にほぼ一直線上に並んだ形態を説明
したが、これらは縦方向に並んでいればよく、ほぼ一直線上に並んでいなくてもよい。
【００７４】
　図１２は取付部品の変形例を示す斜視図である。図１２（Ａ）および図１２（Ｂ）はそ
れぞれ別の取付部品の変形例を示している。図１２（Ａ）に示すように、例えば、挿入孔
２２Ａと挿入孔２２Ｂとが互い違いに配置されている。このように、挿入孔２２Ａと２２
Ｂは、縦方向斜めに配置されてもよい。挿入孔２２Ａ，２２Ｂは、挿入孔２２Ａ，２２Ｂ
の上部開口２２１間の縦方向の距離が、下部開口２２３間の縦方向の距離よりも短ければ
よい。この場合、挿入孔２２Ａ，２２Ｂは、上部開口２２１間または下部開口２２３間を
結ぶ線の向く方向をそれぞれの縦方向と仮定したときに、それぞれの縦方向が平行に並ん
で配置されていればよい。
【００７５】
　また、上記の実施の形態では、ＬＥＤモジュール取付部２１の凹部内側に挿入孔２２Ａ
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，２２Ｂが形成された形態を説明したが、ＬＥＤモジュール取付部２１は凹部形状に限ら
ない。例えば、図１２（Ｂ）に示すように、ＬＥＤモジュール取付部２１は設置面（例え
ば天井）と水平な面を有するように形成され、その面に挿入孔２２Ａ，２２Ｂが形成され
てもよい。この場合も、上記のように、挿入孔２２Ａ，２２Ｂは、挿入孔２２Ａ，２２Ｂ
の上部開口２２１間の縦方向の距離が、下部開口２２３間の縦方向の距離よりも短く、か
つ上部開口２２１間または下部開口２２３間を結ぶ線の向く方向をそれぞれの縦方向と仮
定したときに、それぞれの縦方向が平行に並んで配置されていればよい。また、ＬＥＤモ
ジュール取付部２１が凸形状に形成され、その凸面に挿入孔２２Ａ，２２Ｂが形成されて
もよい。このように、本発明では、ＬＥＤモジュール取付部２１の形状は平面や凸面であ
ってもよい。
【００７６】
　また、上記の実施の形態では、板バネ３２Ａ，３２Ｂを用いた形態を説明したが、例え
ば、ＬＥＤモジュール３の本体３１に向かって延びる状態から本体３１の背面方向に向か
って延びる状態に弾性変形可能な弾性部材に置き換えることが可能である。また、板バネ
は、例えば、薄板バネ、重ね板バネ、平板バネ等であってもよい。
【００７７】
　また、上記の実施の形態では、挿入孔２２Ａ，２２ＢがＬＥＤモジュール取付部２１を
構成する板状部材を貫通する形態を説明したが、本発明では挿入孔２２Ａ，２２ＢがＬＥ
Ｄモジュール取付部２１を貫通する形態に限られない。例えば、挿入孔２２Ａ，２２Ｂは
、上部開口２２１と下部開口２２３が縦方向に連続する開口を有し、下部開口２２３の内
側が上部開口２２１の横幅と同じ横幅を有する空間が形成された形態であってもよい。下
部開口２２３の内側は、上部開口２２１の横幅以上の横幅を有する空間が形成されていれ
ばよい。
【００７８】
　上記の実施形態の一部又は全部は、以下の付記のようにも記載されうるが、以下には限
られない。
【００７９】
（付記１）
　横方向に第１の横幅を有する第１開口、および該第１開口に縦方向に連続し前記第１の
横幅より小さい第２の横幅を有する第２開口で構成される第１挿入孔と、横方向に第３の
横幅を有する第３開口、および該第３開口に縦方向に連続し前記第３の横幅より小さい第
４の横幅を有する第４開口で構成される第２挿入孔と、が形成され、前記第１挿入孔およ
び前記第２挿入孔は、それらが形成された面に沿った前記第１開口と前記第３開口との前
記縦方向の距離が前記第２開口と前記第４開口との縦方向の距離よりも短く、それぞれの
前記縦方向が平行に並んで配置され、前記第２開口の内側は、前記第１の横幅以上の横幅
を有する空間が形成され、前記第４開口の内側は、前記第３の横幅以上の横幅を有する空
間が形成された取付部品と、
　前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との間に、光源と反対側の背面を前記取付部品に向け
た状態で取付可能な光源部品であって、
　前記光源を正面側に支持する本体と、
　前記本体に接続され、前記本体から側方に向かって延び、前記本体の側方から前記背面
側に前記縦方向に弾性変形可能な第１弾性部材と、
　前記本体に接続され、前記本体から前記第１弾性部材と反対の側方に向かって延び、該
側方から前記背面側に前記縦方向に弾性変形可能な第２弾性部材と、
　を有する光源部品と、
　を備え、
　前記第１弾性部材は、前記第１の横幅よりも小さくかつ前記第２の横幅より大きい、第
１先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第１中間部とを有し、
　前記第２弾性部材は、前記第３の横幅よりも小さくかつ前記第４の横幅より大きい、第
２先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第２中間部とを有し、
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　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材に応力が加わっていない状態で、前記第１先
端部と前記第２先端部との距離は、前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との距離よりも大き
く、
　前記第１先端部は、前記第１開口に挿入可能であって、前記第２開口に係止可能であり
、
　前記第２先端部は、前記第３開口に挿入可能であって、前記第４開口に係止可能である
、
　ことを特徴とする照明器具。
【００８０】
（付記２）
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材は、板バネである、
　ことを特徴とする付記１に記載の照明器具。
【００８１】
（付記３）
　前記本体は、前記縦方向の辺よりも前記横方向の辺の長さが長い略直方体状に形成され
、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材は、前記本体の前記縦方向の側面から側方に
向かって延びる、
　ことを特徴とする付記１または２に記載の照明器具。
【００８２】
（付記４）
　表面に凹凸部が形成され、前記光源を覆うカバーを備える、
　ことを特徴とする付記１ないし３のいずれかに記載の照明器具。
【００８３】
（付記５）
　前記本体には、嵌合孔が形成され、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材は、前記第１中間部および前記第２中間部に
接続され、前記嵌合孔に嵌め込み可能な嵌合部を有し、該嵌合部が前記嵌合孔に嵌め込ま
れて前記第１弾性部材および前記第２弾性部材が前記本体に接続される、
　ことを特徴とする付記１ないし４のいずれかに記載の照明器具。
【００８４】
（付記６）
　前記取付部品には、前記本体が収容可能な凹部が形成され、前記凹部の内側には、前記
第１挿入孔および前記第２挿入孔が配置され、
　前記本体は、前記本体が前記凹部に収容された場合に、前記本体の側面から前記凹部の
縁まで突出するストッパーを備え、
　前記ストッパーは、前記本体が前記凹部に収容され、前記第１弾性部材および前記第２
弾性部材に応力が加わった状態で、前記凹部の縁に当接する、
　ことを特徴とする付記１ないし５のいずれかに記載の照明器具。
【００８５】
（付記７）
　付記１ないし６のいずれかに記載の照明器具の取付部品に取付可能な光源部品であって
、
　前記光源部品は、
　前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との間に、光源と反対側の背面を前記取付部品に向け
た状態で取付可能であり、
　前記光源を正面側に支持する本体と、
　前記本体に接続され、前記本体から側方に向かって延び、前記本体の側方から前記背面
側に前記縦方向に弾性変形可能な第１弾性部材と、
　前記本体に接続され、前記本体から前記第１弾性部材と反対の側方に向かって延び、該
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側方から前記背面側に前記縦方向に弾性変形可能な第２弾性部材と、
　を有し、
　前記第１弾性部材は、前記第１の横幅よりも小さくかつ前記第２の横幅より大きい、第
１先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第１中間部とを有し、
　前記第２弾性部材は、前記第３の横幅よりも小さくかつ前記第４の横幅より大きい、第
２先端部と、横幅が前記第２の横幅より小さい第２中間部とを有し、
　前記第１弾性部材および前記第２弾性部材に応力が加わっていない状態で、前記第１先
端部と前記第２先端部との距離は、前記第１挿入孔と前記第２挿入孔との距離よりも大き
く、
　前記第１先端部は、前記第１開口に挿入可能であって、前記第２開口に係止可能であり
、
　前記第２先端部は、前記第３開口に挿入可能であって、前記第４開口に係止可能である
、
　ことを特徴とする光源部品。
【００８６】
（付記８）
　前記光源がＬＥＤである、
　ことを特徴とする付記７に記載の光源部品。
【００８７】
（付記９）
　付記１ないし６のいずれかに記載の照明器具の光源部品が取付可能な取付部品であって
、
　横方向に第１の横幅を有する第１開口、および該第１開口に縦方向に連続し前記第１の
横幅より小さい第２の横幅を有する第２開口で構成される第１挿入孔と、
　横方向に第３の横幅を有する第３開口、および該第３開口に縦方向に連続し前記第３の
横幅より小さい第４の横幅を有する第４開口で構成される第２挿入孔と、
　が形成され、
　前記第１挿入孔および前記第２挿入孔は、それらが形成された面に沿った前記第１開口
と前記第３開口との前記縦方向の距離が前記第２開口と前記第４開口との縦方向の距離よ
りも短く、それぞれの前記縦方向が平行に並んで配置され、
　前記第２開口の内側は、前記第１の横幅以上の横幅を有する空間が形成され、前記第４
開口の内側は、前記第３の横幅以上の横幅を有する空間が形成された、
　ことを特徴とする取付部品。
【符号の説明】
【００８８】
１　　　　　　　照明器具
２　　　　　　　取付部品
２１　　　　　　ＬＥＤモジュール取付部
２２Ａ，２２Ｂ　挿入孔
２２１　　　　　上部開口
２２３　　　　　下部開口
２６　　　　　　電源端子台
２７　　　　　　器具取付具（ボルト、ナット）
２８　　　　　　コネクタ
２９　　　　　　ベース部
３　　　　　　　ＬＥＤモジュール
３１　　　　　　本体
３１Ａ　　　　　本体背面
３１Ｂ　　　　　本体正面
３１５　　　　　ネジ穴
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３１６　　　　　嵌合穴
３１７　　　　　溝
３２Ａ，３２Ｂ　板バネ
３２１　　　　　先端部
３２２　　　　　第１屈曲部
３２３　　　　　中間部
３２４　　　　　第２屈曲部
３３　　　　　　支持部
３３１　　　　　取付穴（ボルト穴）
３３２　　　　　嵌め込み部
３３３　　　　　溝差し込み部
３４　　　　　　コネクタ
３５　　　　　　ＬＥＤ
３５１　　　　　基板
３６　　　　　　電源回路
３７　　　　　　モジュールカバー
３８　　　　　　ストッパー
３９１，３９２　滑り止め部
９　　　　　　　天井

【図１】 【図２】
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