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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子が実装された矩形状の配線基板である光源モジュールと、
　前記光源モジュールが設置されるフレーム光源面を具備する矩形板状のフレームと、
　前記フレームの長手方向に摺動自在に当該フレームに設置され、前記光源モジュールを
覆う拡散カバーと、
　前記拡散カバーの長手方向の端部を覆うように、前記フレームの長手方向の端部側に設
けられたエンドカバーと
を備え、
　前記エンドカバーは、前記拡散カバーの摺動とともに可動し、
　前記光源モジュールには、電力の供給を受けるための光源側電線が接続され、
　前記光源側電線は、前記エンドカバーと前記フレームの長手方向の端部との間を通って
当該フレームのフレーム光源面の反対側に引き出され、
　前記フレームのフレーム光源面の反対側に引き出された光源側電線の先端に光源側プラ
グが設けられ、
　電源部および該電源部に接続された本体側電線を有する矩形状の本体を有し、
　前記本体側電線の先端に本体側プラグが設けられ、
　前記本体側プラグと前記光源側プラグとは、前記本体と前記フレームとの間に位置して
いることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
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　前記エンドカバーと前記拡散カバーとは、一面が連続的に形成されていることを特徴と
する請求項１記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来、照明装置に対する省エネの要請から、光源としてＬＥＤ（発光ダイオード）が多
用されている。このとき、発光の際の発熱に伴ってＬＥＤの温度が上昇し、かかる温度上
昇によって、発光効率や寿命が低下するため、これを防止する目的で、ＬＥＤからの放熱
（温熱の除去）を促進させる照明装置が開示されている（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－１７４５５２号公報（第５－６頁、図６）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、特許文献１に記載された照明装置は、熱良導体により形成された本体と
、本体に対して定位置に配置されたＬＥＤと、ＬＥＤを覆う透光性を有したカバーとを備
え、ＬＥＤと熱的に結合するＬＥＤ取付部が、本体に一体に設けられたものであるため、
以下の問題があった。
　すなわち、カバーは断面略Ｃ字（一部が開口したリング状）の樋状で、両端にエンドカ
バーが設置される。そして、カバーがＬＥＤ取付台の側面を覆い、エンドカバーがＬＥＤ
取付台の端面を覆い、カバーがＬＥＤ取付台に対して位置固定されている。
　このため、ＬＥＤにおいて発生した熱の一部はＬＥＤ取付台に熱伝達され、ＬＥＤ取付
台本体を加熱し、また、かかる熱の一部は熱輻射（熱放射）され、カバーを加熱する。
【０００５】
　そうすると、ＬＥＤ取付台とカバーとでは、熱膨張係数が相違するだけでなく、温度上
昇量も相違するため、両者の熱膨張量が本来相違する（カバーの方が、より長くなる）も
のの、カバーがＬＥＤ取付台に対して位置固定されていることから、互いに変形を拘束し
合い、両者の間に力のやりとりが生じることになる。
　そのため、ＬＥＤ取付台およびカバーの一方または両方に変形（反り等）等の不具合が
発生するおそれがあるという問題があった。
【０００６】
　本発明は、上記のような問題を解決するためになされたもので、熱膨張量が相違しても
変形（反り等）又は軋み音等の不具合の発生が抑えられ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】
【０００７】
　本発明に係る照明装置は、発光素子が実装された矩形状の配線基板である光源モジュー
ルと、前記光源モジュールが設置されるフレーム光源面を具備する矩形板状のフレームと
、前記フレームの長手方向に摺動自在に当該フレームに設置され、前記光源モジュールを
覆う拡散カバーと、前記拡散カバーの長手方向の端部を覆うように、前記フレームの長手
方向の端部側に設けられたエンドカバーとを備え、前記エンドカバーは、前記拡散カバー
の摺動とともに可動し、前記光源モジュールには、電力の供給を受けるための光源側電線
が接続され、前記光源側電線は、前記エンドカバーと前記フレームの長手方向の端部との
間を通って当該フレームのフレーム光源面の反対側に引き出され、前記フレームのフレー
ム光源面の反対側に引き出された光源側電線の先端に光源側プラグが設けられ、電源部お
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よび該電源部に接続された本体側電線を有する矩形状の本体を有し、前記本体側電線の先
端に本体側プラグが設けられ、前記本体側プラグと前記光源側プラグとは、前記本体と前
記フレームとの間に位置している。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、エンドカバーは、フレームの長手方向に摺動自在な拡散カバーの摺動
とともに可動する。この構成により、発光素子からの熱によってエンドカバーおよびフレ
ームの一方または両方が伸び縮みしても、その伸び縮みに影響されることなく光源側電線
を保護することができる。したがって、熱膨張量が相違しても変形（反り等）又は軋み音
等の不具合の発生が抑えられる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成部材の単位（反射板ＡＳＳＹ、ライ
トユニットＡＳＳＹ）を分離して示す斜視図。
【図２】図１に示す照明装置の構成部材の単位の一部を分離して示す斜視図。
【図３】図１に示す照明装置の構成部材の単位（ライトユニットＡＳＳＹ）を示す斜視図
。
【図４】図１に示す照明装置の構成部材（光源モジュール）を説明する、図４の（ａ）は
平面図、図４の（ｂ）は斜視図。
【図５】図１に示す照明装置の構成部材（フレーム、拡散カバー）を説明する断面図。
【図６】図１に示す照明装置の構成部材（エンドキャップ）を説明する、図６の（ａ）は
本体側から見た斜視図、図６の（ｂ）は本体の方向に見た斜視図。
【図７】図１に示す照明装置の構成部材（エンドカバー）を説明する、図７の（ａ）はフ
レーム側から見た斜視図、図７の（ｂ）はフレームの方向に見た斜視図。
【図８】図１に示す照明装置の組み立て要領を説明する、図８の（ａ）および図８の（ｂ
）は構成部材を離して示す斜視図。
【図９】図１に示す照明装置の組み立て要領を説明する、図９の（ａ）は構成部材を離し
て示す平面図、図９の（ｂ）は構成部材が組み立てられた状態の一部を示す平面図。
【図１０】図１に示す照明装置の組み立て要領を説明する、図１０は構成部材が組み立て
られた状態の一部を拡大して示す斜視図。
【図１１】図１に示す照明装置の作用効果を説明する、図１１の（ａ）は組み立てられた
状態の一部を拡大して示す側面視の部分断面図、図１１の（ｂ）は一方の構成部材（拡散
カバー）が過剰に伸びた状態の一部を拡大して示す側面視の部分断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　［実施の形態１］
　図１～図３は本発明の実施の形態１に係る照明装置を説明するものであって、図１は構
成部材の単位を分離して示す斜視図、図２は構成部材の単位の一部を分離して示す斜視図
、図３は構成部材の単位（ライトユニットＡＳＳＹ）を示す斜視図である。
　なお、以下の全ての図は、模式的に記載されているため、本発明は図示された形態に限
定されるものではない。また、構成部材や部位を示す符号は、以下の全ての図において共
通である。さらに、同様の形態である部材や部位については、符号の添え字「ａ、ｂ等」
の記載を省略して説明する場合がある。
【００１１】
　（照明装置）
　図１において、照明装置１００は、反射板ＡＳＳＹ１０１と、反射板ＡＳＳＹ１０１に
設置されたライトユニットＡＳＳＹ１０２とから形成されている。
　反射板ＡＳＳＹ１０１は、反射板２０が本体１０に設置手段（以下「クイックラッチ」
と称す）９１ａ、９１ｂによって取り付けられたものであり、ライトユニットＡＳＳＹ１
０２は、光源モジュール３０ａ等がフレーム４０に設置されたものである。
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　そして、ライトユニットＡＳＳＹ１０２を形成するフレーム４０は、反射板ＡＳＳＹ１
０１を形成する反射板２０に設置手段（以下「フレーム設置ネジ」と称す）９２ａ、９２
ｂによって設置（一体化）されている。
　以下、それぞれの構成部材について説明し、続いて構成部材の組み立て要領について説
明する。
【００１２】
　（本体）
　図１および図２において、反射板ＡＳＳＹ１０１を形成する本体１０は、電源部（制御
機能を具備する）１１を装備する矩形の板状体であって、本体１０の長手方向の両端部に
、突出した本体台座１２ａ、１２ｂが設けられ、本体台座１２ａ、１２ｂには貫通した本
体台座孔１３ａ、１３ｂが形成されている。
　また、電源部１１には本体側ハーネス１４が接続され、本体側ハーネス１４の先端には
、本体側プラグ１５が設置されている。
　なお、以下の説明において、同様の形態である部材や部位については符号の添え字「ａ
、ｂ等」の記載を省略する場合がある。
【００１３】
　（反射板）
　図１において、反射板ＡＳＳＹ１０１を形成する反射板２０は、本体１０を覆う断面台
形状に形成された板材であって、本体１０を覆った状態で、本体１０に平行な面（以下「
反射板平行面」と称す）２１と、反射板平行面２１の長手方向の両側に沿って形成された
反射板傾斜面２２とを具備している。そして、反射板平行面２１の両端部には本体用孔２
３ａ、２３ｂと、フレーム用孔２４ａ、２４ｂとが形成され、反射板平行面２１の一方の
端面寄りに、後記する光源側ハーネス３４が貫通するハーネス用孔２５が形成されている
。
　なお、反射板２０が本体１０を覆った状態で、反射板２０のハーネス用孔２５は、本体
側プラグ１５に近い位置に位置している。
【００１４】
　（反射板ＡＳＳＹ）
　図１および図２において、反射板２０の本体用孔２３ａ、２３ｂを貫通するクイックラ
ッチ９１ａ、９１ｂが本体台座孔１３ａ、１３ｂに係合し、反射板２０が本体１０に取り
付けられることによって、反射板ＡＳＳＹ１０１が形成されている。このとき、反射板２
０の反射板平行面２１（正確には、反射板２０の凹面側の面）は本体１０の本体台座１２
ａ、１２ｂに当接している。
　なお、本発明は設置手段をクイックラッチ９１ａ、９１ｂの形態を図示するものに限定
するものではなく、また、ラッチ機構に代わる設置機構であってもよい。
【００１５】
　（ライトユニットＡＳＳＹ）
　図１および図３において、ライトユニットＡＳＳＹ１０２は、複数の発光素子（以下「
ＬＥＤ」と称す）３１が搭載された配線基板である矩形板状の光源モジュール３０ａ、３
０ｂ、３０ｃ（図４の（ａ）および（ｂ）参照）と、光源モジュール３０ａ、３０ｂ、３
０ｃが設置（接着）されているフレーム４０と、フレーム４０のフレーム端面４４ａ、４
４ｂ（図４の（ａ）および（ｂ）参照）にそれぞれ設置されるエンドキャップ５０ａ、５
０ｂと、エンドキャップ５０ａ、５０ｂに摺動自在に取り付けられるエンドカバー６０ａ
、６０ｂと、エンドカバー６０ａ、６０ｂに長手方向が挟まれて、エンドカバー６０ａ、
６０ｂおよびフレーム４０に対して摺動自在に設置される拡散カバー７０と、を有してい
る。以下、それぞれについて詳細に説明する。
【００１６】
　（光源モジュール）
　図４は本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成部材（光源モジュール）を説明する
ものであって、図４の（ａ）は平面図、図４の（ｂ）は斜視図である。
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　図４において、光源モジュール３０ａ、３０ｂ、３０ｃは、それぞれＬＥＤ３１が実装
された矩形状の配線基板であって、フレーム４０に設置（接着）されている。光源モジュ
ール３０ａ、３０ｂ、３０ｃは互いに連結ハーネス３３によって接続されている。
　一方の端に位置する光源モジュール３０ａには、光源側ハーネス３４が接続され、光源
側ハーネス３４の先端には光源側プラグ３５が設置されている。光源側ハーネス３４は、
反射板２０のハーネス用孔２５を貫通して本体１０側に侵入した状態で、光源側プラグ３
５は本体側プラグ１５に接続される。また、他方の端に位置する光源モジュール３０ｃに
は戻りハーネス３２が接続されている。
　なお、以上は、３枚の光源モジュール３０ａ等がフレーム４０に設置されているが、本
発明は光源モジュールの枚数をこれに限定するものではなく、何枚であってもよい。また
、それぞれの光源モジュール３０ａ等に搭載されるＬＥＤ３１の数量や配置形態も限定す
るものではなく、例えば、千鳥状や複数列に配置されてもよい。
【００１７】
　（フレーム）
　図５は本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成部材（フレーム、拡散カバー）を説
明する断面図である。
　図５において、フレーム４０は、光源モジュール３０ａ等が設置（接着）されたフレー
ム光源面４１と、フレーム光源面４１を挟むように両側方（短手方向の側縁）に形成され
たフレーム側縁部４２と、フレーム側縁部４２の側方に形成され、長手方向のフレーム側
縁溝４３と、フレーム側縁部４２のフレーム端面（長手方向の端面）４４ａ、４４ｂに形
成されたフレームネジ下孔４５ａ、４５ｂとを具備している（図８の（ａ）および（ｂ）
参照）。
　なお、フレームネジ下孔４５ａ、４５ｂは断面Ｃ字状であるものに限定するものではな
く、断面多角形でキャップ設置ネジ９４ａ、９４ｂが部分的に螺合するものや、断面円形
でキャップ設置ネジ９４ａ、９４ｂが全周で螺合するものであってもよい。
【００１８】
　また、フレーム光源面４１の光源モジュール３０ａ等とは反対側に、フレーム４０が反
射板２０に設置された際、反射板平行面２１に当接するフレーム底面４６が設けられ、フ
レーム光源面４１とフレーム底面４６とは、フレームウエッブ４７によって繋がっている
。そして、フレームウエッブ４７同士の間にはフレームウエッブ隙間４８が、それぞれ形
成されている。
　さらに、フレーム側縁溝４３には、拡散カバー７０を短手方向に抜け出し不能に保持す
るためのフレーム側縁溝突条４９が設けられている。
【００１９】
　（エンドキャップ）
　図６は本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成部材（エンドキャップ）を説明する
ものであって、図６の（ａ）は組み立てられた状態で本体側から見た斜視図、図６の（ｂ
）は組み立てられた状態で本体の方向に見た斜視図である。
　図６の（ａ）および（ｂ）において、エンドキャップ５０ａは、キャップ平面部５１ａ
と、キャップ平面部５１ａの両側（フレーム４０に設置された状態で、フレーム４０の短
手方向）に形成されたキャップ側縁部５２ａと、キャップ側縁部５２ａに形成されたキャ
ップ溝５３ａと、キャップ側縁部５２ａの端部（以下「キャップ端部」と称す）の側方（
フレーム４０に設置された状態で、フレーム４０の短手方向）に突出するように形成され
たキャップフランジ５４ａと、キャップフランジ５４ａに形成されたキャップフランジ孔
５５ａとを具備している。
　また、キャップ平面部５１ａのキャップ溝５３ａとは反対側の面に、段差状に突出した
キャップ段差部５６ａが形成され、キャップ段差部５６ａの幅の中央（フレーム４０に設
置された状態で、フレーム４０の短手方向の中央）に、キャップ平面部５１ａと同じ面で
ある、キャップ陥入部５７ａが形成されている。
　そして、キャップ陥入部５７ａには、キャップ平面部５１ａから断面直角三角形状に突
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出したキャップ突起５８ａが形成されている。
　また、キャップ段差部５６ａには、反射板２０に設置するための設置手段（以下「キャ
ップ設置ネジ」と称す）９２ａが貫通する、キャップ溝５３ａに到達するキャップ溝孔５
９ａが形成されている。
【００２０】
　さらに、キャップ段差部５６ａには、光源側ハーネス３４を貫通させるための貫通孔で
あるハーネス用貫通孔３６ａが形成され、キャップ平面部５１ａのキャップ溝５３ａ側の
面には、戻りハーネス３２を保持するための突起であるハーネス用保持部３７ａが形成さ
れている。
　なお、エンドキャップ５０ｂは、エンドキャップ５０ａと同様の形態であるから、説明
を省略する。すなわち、エンドキャップ５０ｂの各部位は、エンドキャップ５０ａの各部
位を示す符号の添え字「ａ」を「ｂ」に読み替えたものに同じである。
　なお、エンドキャップ５０ａは、ハーネス用保持部３７ａを具備しないで、ハーネス用
貫通孔３６ａを具備する。一方、エンドキャップ５０ｂは、ハーネス用貫通孔３６ｂを具
備しないで、ハーネス用保持部３７ｂを具備するものであってもよい。
【００２１】
　（エンドカバー）
　図７は本発明の実施の形態１に係る照明装置の構成部材（エンドカバー）を説明するも
のであって、図７の（ａ）は組み立てられた状態でフレーム側から見た斜視図、図７の（
ｂ）は組み立てられた状態でフレームの方向に見た斜視図である。
　図７の（ａ）および（ｂ）において、エンドカバー６０ａは、断面円弧状のエンドカバ
ー曲面６１ａと、エンドカバー曲面６１ａの両側に形成されたエンドカバー傾斜面６２ａ
と、エンドカバー傾斜面６２ａの先端同士に跨がって、エンドカバー曲面６１ａに対向す
るエンドカバー底面６３ａと、エンドカバー曲面６１ａと、エンドカバー傾斜面６２ａお
よびエンドカバー底面６３ａの一方側を覆うエンドカバー端面６４ａとを具備している。
このとき、一対のエンドカバー傾斜面６２ａは、エンドカバー曲面６１ａ寄りがエンドカ
バー底面６３ａ寄りよりも広く、断面ハ字状を呈している。
　そして、エンドカバー曲面６１ａおよびエンドカバー傾斜面６２ａを合わせた形状に相
似形で、エンドカバー曲面６１ａおよびエンドカバー傾斜面６２ａよりも、拡散カバー７
０の肉厚と同じ距離だけ懐内に位置するエンドカバー侵入部６５ａを具備している。
【００２２】
　また、エンドカバー底面６３ａのエンドカバー傾斜面６２ａに近い範囲に、一対のエン
ドカバー切欠部６６ａが形成され、エンドカバー底面６３ａの一対のエンドカバー切欠部
６６ａに挟まれた範囲が、エンドカバー設置部６７ａになっている。そして、エンドカバ
ー設置部６７ａに、エンドキャップ５０ｂのキャップ突起５８ａが侵入自在な貫通孔であ
るエンドカバー設置孔６８ａが形成されている。
　一方、エンドカバー端面６４ａには、エンドカバー底面６３ａ側（懐内）に突出するエ
ンドカバー係止部６９ａが形成されている。
　なお、エンドカバー曲面６１ｂは、エンドカバー曲面６１ｂに同じであるから、説明を
省略する。すなわち、エンドカバー曲面６１ｂの各部位は、エンドカバー曲面６１ａの各
部位を示す符号の添え字「ａ」を「ｂ」に読み替えたものに同じである。
【００２３】
　（拡散カバー）
　図５において、拡散カバー７０の断面形状は、エンドカバー６０ａ、６０ｂの断面形状
に略同じである。すなわち、拡散カバー７０は、断面円弧状の拡散カバー曲面７１と、拡
散カバー曲面７１の両側に形成された拡散カバー傾斜面７２と、拡散カバー傾斜面７２の
先端に形成され、互いに近づく方向に突出する拡散カバーフランジ７３とを具備している
。そして、拡散カバーフランジ７３の先端には、拡散カバー曲面７１に向かって突出した
、拡散カバー係止突起７４が形成されている。
　なお、拡散カバーフランジ７３の先端に近い範囲と拡散カバー係止突起７４とは、フレ
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ーム側縁溝４３に、フレーム４０の長手方向から侵入自在であるが、フレーム側縁溝突条
４９が拡散カバー曲面７１に当接するため、フレーム側縁溝突条４９はフレーム側縁溝４
３から短手方向に抜け出し不能に保持される。
【００２４】
　（照明装置の組み立て要領）
　図８～図１０は本発明の実施の形態１に係る照明装置の組み立て要領を説明するもので
あって、図８の（ａ）および図８の（ｂ）は構成部材を離して示す斜視図、図９の（ａ）
は構成部材を離して示す平面図、図９の（ｂ）は構成部材が組み立てられた状態の一部を
示す平面図、図１０は構成部材が組み立てられた状態の一部を拡大して示す斜視図である
。
　図８～図１０において、まず、光源モジュール３０ａ等が設置（接着）されているフレ
ーム４０にエンドキャップ５０ａを設置する。すなわち、エンドキャップ５０ａのキャッ
プフランジ５４ａを、フレーム４０のフレーム端面４４ａに当接して、エンドキャップ５
０ａのキャップフランジ孔５５ａを貫通するキャップ設置ネジ９４ａを、フレーム４０の
フレームネジ下孔４５ａに螺合する（図８の（ａ）参照）。
　同様に、フレーム４０にエンドキャップ５０ｂを設置する。すなわち、エンドキャップ
５０ｂを、キャップ設置ネジ９４ｂによってフレーム４０のフレーム端面４４ｂに設置す
る。
【００２５】
　次に、外郭が矩形状の角ナット９５ａをエンドキャップ５０ａのキャップ溝５３ａに挿
入する。このとき、角ナット９５ａは、フレーム４０の長手方向と平行な方向に挿入され
るものの、長手方向以外の方向に向かっては、キャップ溝５３ａから抜け出し不能、かつ
自転不能に保持される。また、角ナット９５ａの中心は、エンドキャップ５０ａのキャッ
プ溝孔５９ａの位置に一致している。
　同様に、外郭が矩形状の角ナット９５ｂをエンドキャップ５０ｂのキャップ溝５３ｂに
挿入する。
【００２６】
　そこで、フレーム４０とエンドキャップ５０ａ、５０ｂとが一体されたものを、反射板
２０に取り付ける。すなわち、フレーム４０のフレーム底面４６を、反射板２０の反射板
平行面２１に当接して、反射板２０に形成されたフレーム用孔２４ａ、２４ｂに、キャッ
プ設置ネジ９２ａ、９２ｂを貫通し（反射板２０の懐内から懐の外に向かって）、キャッ
プ設置ネジ９２ａ、９２ｂを角ナット９５ａ、９５ｂにそれぞれ螺合する。
　そうすると、フレーム４０はエンドキャップ５０ａ、５０ｂを介して反射板２０と一体
化したことになる。すなわち、エンドキャップ５０ａのキャップ突起５８ａとエンドキャ
ップ５０ｂのキャップ突起５８ｂとの距離は、一定の値に固定されることになる（正確に
は、仮に、反射板２０が熱収縮した場合には、その分だけ変動する）。
【００２７】
　そして、拡散カバー７０をフレーム４０に取り付ける。すなわち、拡散カバー７０の拡
散カバーフランジ７３の先端に近い範囲および拡散カバー係止突起７４を、フレーム４０
のフレーム側縁溝４３に、フレーム４０の長手方向から挿入する。
　なお、拡散カバー７０のフレーム４０への取り付けを、フレーム４０とエンドキャップ
５０ａ、５０ｂとが一体されたものの反射板２０への取り付けに先行して、拡散カバー７
０が取り付けられた状態のフレーム４０を反射板２０に取り付けるようにしてもよい。
【００２８】
　最後に、エンドキャップ５０ａ、５０ｂにエンドカバー６０ａ、６０ｂをそれぞれ取り
付ける。すなわち、エンドキャップ５０ａのキャップ陥入部５７ａに、エンドカバー６０
ａのエンドカバー設置部６７ａを挿入して、キャップ突起５８ａをキャップ溝孔５９ａに
挿入する。このとき、キャップ陥入部５７ａは断面直角三角形状であるから、挿入が進む
につれて、エンドカバー設置部６７ａは弾性変形し、頂点を過ぎた所で、弾性的に復元す
る。
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　また、拡散カバー７０の端部の内側に、エンドカバー６０ａのエンドカバー侵入部６５
ａを侵入させることによって、拡散カバー曲面７１の外面とエンドカバー曲面６１ａの外
面とが、一面を形成するようにする。同様に、拡散カバー７０の端部の内側に、エンドカ
バー６０ｂのエンドカバー侵入部６５ｂを侵入させることによって、拡散カバー曲面７１
の外面とエンドカバー曲面６１ｂの外面とが、一面を形成するようにする。
【００２９】
　さらに、同様に、キャップ陥入部５７ｂにエンドカバー設置部６７ｂを挿入して、キャ
ップ突起５８ａをキャップ溝孔５９ａに挿入すると共に、拡散カバー７０の端部の内側に
エンドカバー６０ｂのエンドカバー侵入部６５ｂを侵入させる。
　なお、エンドキャップ５０ａ、５０ｂにエンドカバー６０ａ、６０ｂがそれぞれ取り付
けられた状態で、拡散カバー曲面７１の端面とエンドカバー曲面６１ａおよびエンドカバ
ー傾斜面６２ａの端面（エンドカバー侵入部６５ａとの段差面）とは、当接しても、製造
上の誤差を吸収するために僅かの隙間を設けてもよく、同様に、拡散カバー曲面７１の端
面とエンドカバー曲面６１ｂおよびエンドカバー傾斜面６２ｂの端面（エンドカバー侵入
部６５ｂとの段差面）とは、当接しても、製造上の誤差を吸収するために僅かの隙間を設
けてもよい。
【００３０】
　（作用効果）
　図１１は本発明の実施の形態１に係る照明装置の作用効果を説明するものであって、図
１１の（ａ）は組み立てられた状態の一部を拡大して示す側面視の部分断面図、図１１の
（ｂ）は一方の構成部材（拡散カバー）が過剰に伸びた状態の一部を拡大して示す側面視
の部分断面図である。
　図１１の（ａ）において、照明装置１００が組み立てられた状態で、キャップ陥入部５
７ｂにエンドカバー設置部６７ｂが挿入され、キャップ突起５８ｂがエンドカバー設置孔
６８ｂに侵入している。このとき、キャップ突起５８ｂとエンドカバー設置孔６８ｂとの
間にクリアランスＣが形成されている。すなわち、キャップ突起５８ｂのフレーム４０側
の面（キャップ平面部５１ａに垂直な面に同じ、図１０および図１１の（ａ）において「
イ、ロ」にて示す）と、エンドカバー設置孔６８ｂのフレーム４０側の面（図１０および
図１１の（ａ）において「ハ、ニ」にて示す）との間にクリアランスＣが形成されている
。
　また、同様に、キャップ突起５８ｂがエンドカバー設置孔６８ｂに侵入している。この
とき、キャップ突起５８ｂとエンドカバー設置孔６８ｂとの間にクリアランス（図示しな
い）が形成されている。
【００３１】
　図１１の（ｂ）は、拡散カバー７０が異常に加熱されて、長手方向に過剰に伸びた状態
を示している。すなわち、キャップ突起５８ｂがエンドカバー設置孔６８ｂに当接して、
両者の間のクリアランスＣが消滅している。
　そして、照明装置１００におけるエンドキャップ５０ｂ側のクリアランスＣと、エンド
キャップ５０ａ側のクリアランス（図示しない）とを合計した値は、通常の使用環境にお
いて拡散カバー７０が長手方向に伸びる量よりも大きくなっているから、通常の使用環境
において、キャップ突起５８ｂがエンドカバー設置孔６８ｂに当接することはない。
　したがって、通常の使用環境において、拡散カバー７０が加熱され、長手方向に伸びた
としても、部材間に長手方向の圧縮力や引張力が作用することがないことから、「部材の
変形（反り等）」や「きしみ音」等の不具合の発生が防止される。
　また、それぞれに構成部材の設置（接合）に接着剤を使用しないため、接着材を乾燥す
るための乾燥工程が不要であるから、製造工期が延長されることもなく、また、意匠性が
損なわれることもない。
【００３２】
　なお、照明装置１００は、エンドキャップ５０ａ、５０ｂにキャップ突起５８ａ、５８
ｂを形成して、エンドカバー６０ａ、６０ｂにエンドカバー設置孔６８ａ、６８ｂを形成
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置孔を、エンドカバー６０ａ、６０ｂに突起を形成してもよい。
　また、照明装置１００は、フレーム４０の両端において、すなわち、エンドキャップ５
０ａ、５０ｂとエンドカバー６０ａ、６０ｂとの間の両方において、クリアランスＣ、お
よびクリアランス（図示しない）を形成しているが、本発明はこれに限定するものではな
く、何れか一方のみを形成するようにしてもよい。
　例えば、キャップ突起５８ａおよびエンドカバー設置孔６８ａの形成を省略して、エン
ドキャップ５０ａとエンドカバー６０ａとを摺動不能にしたり、エンドキャップ５０ａと
エンドカバー６０ａとを一体的に形成したりしてもよい。
【符号の説明】
【００３３】
　１　本体、１１　電源部、１２ａ　本体台座、１２ｂ　本体台座、１３ａ　本体台座孔
、１３ｂ　本体台座孔、１４　本体側ハーネス、１５　本体側プラグ、２０　反射板、２
１　反射板平行面、２２　反射板傾斜面、２３ａ　本体用孔、２４ａ　フレーム用孔、２
４ｂ　フレーム用孔、２５　ハーネス用孔、３０ａ　光源モジュール、３０ｂ　光源モジ
ュール、３０ｃ　光源モジュール、３２　戻りハーネス、３３　連結ハーネス、３４　光
源側ハーネス、３５　光源側プラグ、３６ａ　ハーネス用貫通孔、３６ｂ　ハーネス用貫
通孔、３７ａ　ハーネス用保持部、３７ｂ　ハーネス用保持部、４０　フレーム、４１　
フレーム光源面、４２　フレーム側縁部、４３　フレーム側縁溝、４４ａ　フレーム端面
、４４ｂ　フレーム端面、４５ａ　フレームネジ下孔、４５ｂ　フレームネジ下孔、４６
　フレーム底面、４７　フレームウエッブ、４８　フレームウエッブ隙間、４９　フレー
ム側縁溝突条、５０ａ　エンドキャップ、５０ｂ　エンドキャップ、５１ａ　キャップ平
面部、５１ｂ　キャップ平面部、５２ａ　キャップ側縁部、５２ｂ　キャップ側縁部、５
３ａ　キャップ溝、５３ｂ　キャップ溝、５４ａ　キャップフランジ、５４ｂ　キャップ
フランジ、５５ａ　キャップフランジ孔、５５ｂ　キャップフランジ孔、５６ａ　キャッ
プ段差部、５６ｂ　キャップ段差部、５７ａ　キャップ陥入部、５７ｂ　キャップ陥入部
、５８ａ　キャップ突起、５８ｂ　キャップ突起、５９ａ　キャップ溝孔、５９ｂ　キャ
ップ溝孔、６０ａ　エンドカバー、６０ｂ　エンドカバー、６１ａ　エンドカバー曲面、
６１ｂ　エンドカバー曲面、６２ａ　エンドカバー傾斜面、６２ｂ　エンドカバー傾斜面
、６３ａ　エンドカバー底面、６４ａ　エンドカバー端面、６５ａ　エンドカバー侵入部
、６５ｂ　エンドカバー侵入部、６６ａ　エンドカバー切欠部、６６ｂ　エンドカバー切
欠部、６７ａ　エンドカバー設置部、６７ｂ　エンドカバー設置部、６８ａ　エンドカバ
ー設置孔、６８ｂ　エンドカバー設置孔、６９ａ　エンドカバー係止部、６９ｂ　エンド
カバー係止部、７０　拡散カバー、７１　拡散カバー曲面、７２　拡散カバー傾斜面、７
３　拡散カバーフランジ、７４　拡散カバー係止突起、９１ａ　クイックラッチ、９１ｂ
　クイックラッチ、９２ａ　キャップ設置ネジ、９２ｂ　キャップ設置ネジ、９４ａ　キ
ャップ設置ネジ、９４ｂ　キャップ設置ネジ、９５ａ　角ナット、９５ｂ　角ナット、１
００　照明装置、１０１　反射板ＡＳＳＹ、１０２　ライトユニットＡＳＳＹ。



(10) JP 6573694 B2 2019.9.11

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】



(11) JP 6573694 B2 2019.9.11

【図９】

【図１０】

【図１１】



(12) JP 6573694 B2 2019.9.11

10

20

フロントページの続き

(51)Int.Cl.                             ＦＩ                                                        
   Ｆ２１Ｙ 103/10     (2016.01)           Ｆ２１Ｖ   29/10     　　　　        　　　　　
   Ｆ２１Ｙ 115/10     (2016.01)           Ｆ２１Ｙ  103:10     　　　　        　　　　　
   　　　　                                Ｆ２１Ｙ  115:10     ５００　        　　　　　

(56)参考文献  特開２０１２－１８５９８１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－１３４６１７（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２０１１－０２８９４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              登録実用新案第３１８００２８（ＪＰ，Ｕ）　　　
              特開２０１２－０５９４６０（ＪＰ，Ａ）　　　
              米国特許出願公開第２００７／０２２３２１８（ＵＳ，Ａ１）　　
              特開２０１４－１７９２０７（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｆ２１Ｓ　　　２／００　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　　３／００　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　　３／０２　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　１９／００　　　　
              Ｆ２１Ｖ　　２９／１０　　　　
              Ｆ２１Ｙ　１０３／１０　　　　
              Ｆ２１Ｙ　１１５／１０　　　　


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

