
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ルームランプと天井トリムとに設けられた仮固定手段と、前記ルームランプと車体の天井
骨組とに設けられた本固定手段と、を備え、
前記仮固定手段で前記ルームランプと前記天井トリムとを相互に仮固定し、前記本固定手
段で前記ルームランプと前記天井骨組とを相互に本固定することにより、仮固定状態にあ
る前記ルームランプと前記天井トリムとが前記天井骨組に同時に固定されるルームランプ
の固定構造において、
前記天井トリムには、前記ルームランプ収容用の凹部が設けられており、前記凹部の側面
は、開口部から底部にかけて窄まる方向に傾斜しており、前記ルームランプの側面には、
前記本固定時に前記凹部の傾斜側面に当接して前記ルームランプと前記天井トリムとの位
置決めを行うガイド凸部が設けられている、ことを特徴とするルームランプの固定構造。
【請求項２】
前記仮固定手段は、前記ルームランプに一体に設けられた係合爪と、前記天井トリムに設
けられた係合透孔の縁とからなり、前記天井トリムの係合透孔の縁にはスリットが設けら
れており、前記係合爪が前記スリットを介して前記係合透孔中に挿入して前記係合透孔の
縁に着脱可能に係合することにより、前記仮固定が行われ、前記係合爪と前記係合透孔の
縁との間には、前記本固定時において前記ルームランプと前記天井トリムとの間の位置ず
れを吸収するクリアランスが形成され、係合爪と前記係合透孔の縁との間には、前記本固
定時までの間前記仮固定状態が解除されない程度の仮固定力が得られる係合代を有する、
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ことを特徴とする請求項１に記載のルームランプの固定構造。
【請求項３】
相互に対向する前記ルームランプと前記凹部の底部との間には、前記天井トリムの板厚の
変化に対応できる隙間が設けられている、ことを特徴とする請求項１又は２に記載のルー
ムランプの固定構造。
【請求項４】
前記本固定手段は、前記ルームランプに設けられたスプリングリテーナ及び当て部と、前
記天井骨組に設けられた固定部とからなり、前記スプリングリテーナが前記固定部に弾性
係合し、かつ、前記当て部が前記固定部に当接して、前記スプリングリテーナと前記当て
部とが前記固定部を挟み込むことにより、前記本固定が行われ、前記スプリングリテーナ
と前記固定部との間には、前記本固定時において前記ルームランプと前記天井骨組との間
の位置ずれを吸収するクリアランスが形成され、前記スプリングリテーナと前記固定部と
の弾性係合代が前記クリアランスよりも大である、ことを特徴とする請求項１又は２又は
３に記載のルームランプの固定構造。
【請求項５】
前記スプリングリテーナには、前記本固定時に前記ルームランプに引っ掛かって前記本固
定状態の剛性を大となす弾性引っ掛かり部が設けられている、ことを特徴とする請求項４
に記載のルームランプの固定構造。
【請求項６】
前記固定部のうち、前記当て部が当たる箇所には、前記天井骨組の板厚の変化に対応でき
る凸部が設けられている、ことを特徴とする請求項４に記載のルームランプの固定構造。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、ルームランプと天井トリムとのモジュール化により、車体の天井骨組にルーム
ランプと天井トリムとを同時に固定することができ、自動車の組立ラインにおける組立（
固定）作業の工数の低減化が図られるルームランプの固定構造に係り、特に、本固定時に
おいて、仮固定状態のルームランプと天井トリムとの位置決めが簡単に行われ、しかも、
その構造が簡単でかつ安価であるルームランプの固定構造に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
この種のルームランプの固定構造としては、例えば、特開平１１－１１５６２８号公報、
特開平１１－３４８６５７号公報に記載のものがある。
このルームランプの固定構造は、ルームランプと天井トリムとに設けられた仮固定手段と
、前記ルームランプと車体の天井骨組とに設けられた本固定手段と、を備えるものである
。そして、このルームランプの固定構造は、まず、前記仮固定手段で前記ルームランプと
前記天井トリムとを相互に仮固定してルームランプと天井トリムとをモジュール化し、モ
ジュール天井を構成する。次に、自動車の組立ラインにおいて、前記本固定手段で前記ル
ームランプと前記天井骨組とを相互に本固定することにより、仮固定状態にあるモジュー
ル天井の前記ルームランプと前記天井トリムとが前記天井骨組に同時に固定されるもので
ある。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
本発明は、上述のルームランプの固定構造の改良に係り、その目的とするところは、本固
定時において、仮固定状態にあるルームランプと天井トリムとの位置決めが簡単に行われ
、しかも、その位置決め構造が簡単でかつ安価であるルームランプの固定構造を提供する
ことにある。
【０００４】
【課題を解決するための手段】
本発明は、上記の目的を達成するために、天井トリムにルームランプ収容用の凹部が設け
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られており、その凹部の側面が開口部から底部にかけて窄まる方向に傾斜しており、一方
、ルームランプの側面にガイド凸部が設けられている、ことを特徴とする。
【０００５】
この結果、本発明のルームランプの固定構造は、上記の構成により、ルームランプを凹部
に収納して仮固定手段でそのルームランプと天井トリムとを仮固定し、その仮固定状態の
ルームランプを天井骨組に本固定手段で本固定する。すると、ルームランプのガイド凸部
が凹部の傾斜側面に当接し、このガイド凸部と傾斜側面とのガイド作用により、仮固定状
態のルームランプと天井トリムとが位置決めされる。それと同時に、仮固定状態にあるル
ームランプと天井トリムとは、天井骨組に固定される。このように、ルームランプと天井
トリムとの位置決めが簡単に行われる。しかも、その位置決め構造は、ルームランプに設
けたガイド凸部と、天井トリムの凹部に設けた傾斜側面からなるので、簡単でかつ安価で
ある。
【０００６】
【発明の実施の形態】
以下、本発明のルームランプの固定構造の一実施形態を添付図面を参照して説明する。
図において、１はルームランプである。このルームランプ１は、図１及び図２に示すよう
に、上面（ルームランプ１が車内の天井に固定された際の上面）から見て、また、図１４
（Ｃ）に示すように、下面から見てほぼ長方形形状をなす。このルームランプ１は、ラン
プハウジング１０と、レンズ１１と、切替操作ノブ１２と、光源バルブ１３とから構成さ
れている。
【０００７】
前記ランプハウジング１０は、例えば、絶縁性部材の合成樹脂から構成されている。図１
に示すように、このランプハウジング１０の２短辺及び２長辺の各４側面には、リブ形状
のガイド凸部１０１が２個ずつ間を開けてそれぞれ一体に設けられている。すなわち、２
短辺の２側面のガイド凸部１０１は、ルームランプ１の長手方向（Ｘ方向）に、また、２
長辺の２側面のガイド凸部１０１は、ルームランプ１の短手方向（Ｙ方向）に、それぞれ
突設されている。このガイド凸部１０１は、本固定時に後述する天井トリム２の凹部２２
の傾斜側面２６に当接してルームランプ１と天井トリム２との位置決めを行うものである
。
【０００８】
また、図６に示すように、前記ランプハウジング１０の４側面の外周辺部には、当接爪１
００が一体に設けられている。この当接爪１００は、前記ランプハウジング１０のパーテ
ィングライン上に設けられている。この当接爪１００は、後述する天井トリム２の被覆材
２１に食い込んで当接して、ルームランプ１と天井トリム２との間の隙間をなくすもので
ある。また、この当接爪１００は、前記ガイド凸部１０１と共に、本固定時に天井トリム
２の凹部２２の傾斜側面２６に当接してルームランプ１と天井トリム２との位置決めを行
うものでもある。
【０００９】
さらに、図１乃至図４に示すように、前記ランプハウジング１０には、光源バルブ１３を
着脱可能に保持する２個のホルダ部１４０と、電源側コネクタのターミナル（図示せず、
自動車のバッテリー等の電源と、ドアの開閉に連動してＯＮ、ＯＦＦするスイッチ（以下
、ドアスイッチと称する）を介した電源と、アースとがそれぞれ電気的に接続されたター
ミナル）と電気的にかつ着脱可能に接続する３個のターミナル部１４１と、切替操作ノブ
１２の可動接点ボール１２０の切替により相互に電気的に接続して後述する所定の電気回
路を構成する３個の固定接点部１４２と、前記ホルダ部１４０、前記ターミナル部１４１
、固定接点部１４２間を配線する配線部（一部図示）１４３と、シェード及び又は反射用
の板部１４４とが、それぞれインサート成形により一体に設けられている。
【００１０】
上述の２個のホルダ部１４０、３個のターミナル部１４１、３個の固定接点部１４２、配
線部１４３、板部１４４は、インサート成形前においては弾性及び導電性を有する複数の
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金属板にそれぞれ構成されていて、インサート成形後に打ち抜き加工等により、それぞれ
形成されるものである。
なお、上述の部品１４０、１４１、１４２、１４３、１４４は、上述のようにランプハウ
ジング１０にインサート成形により一体に設けているが、ランプハウジング１０と別体の
ものをランプハウジング１０の成形後に、熱加締め、差込、接着等々によりランプハウジ
ング１０に取り付けても良い。
【００１１】
前記レンズ１１は、図３乃至図６、図１４（Ｃ）に示すように、ランプハウジング１０の
下面に着脱可能に取り付けられている。また、前記切替操作ノブ１２は、図４及び図１４
（Ｃ）に示すように、ランプハウジング１０の下面にスクリュウ１２１により回転可能に
取り付けられている。この切替操作ノブ１２のノブ端部１２２がレンズ１１から外部に突
出しており、一方、この切替操作ノブ１２のノブ端部１２２と反対側の端部には上述の可
動接点ボール１２０がコイルスプリング１２３を介して取り付けられている。さらに、前
記光源バルブ１３は、図１、図２、図４に示すように、ホルダ部１４０に着脱可能に保持
されている。
【００１２】
そして、図１４（Ｃ）に示すように、切替操作ノブ１２が「ＯＦＦ」に位置している場合
には、電気回路がＯＦＦの状態にあり、光源バルブ１３は消灯状態にある。この切替操作
ノブ１２を「ＯＮ」に切り替えると、電気回路がＯＮの状態となり、光源バルブ１３は点
灯状態となる。また、この切替操作ノブ１２を「ＤＯＯＲ」に切り替えると、電気回路が
ドアスイッチを介して形成された状態となり、この状態において、ドアが閉じていれば、
電気回路がＯＦＦの状態にあり、光源バルブ１３は消灯状態にあり、一方、ドアが開くと
、電気回路がＯＮの状態となり、光源バルブ１３は点灯状態となる。このように、切替操
作ノブ１２を切替操作することにより、可動接点ボール１２０が切り替わって上述の所定
の電気回路が構成されることとなる。
【００１３】
図において、２は天井トリムである。この天井トリム２は、図２乃至図５に示すように、
自動車の室内の天井に張設されるものである。この天井トリム２は、例えば発泡ウレタン
等の基材２０と、この基材２０の下面に張設された例えばフェルト等の被覆材２１とから
なる。
【００１４】
この天井トリム２のうち上述のルームランプ１がセットされる箇所には、ルームランプ収
容用の凹部２２が上方に凹んで設けられている。この凹部２２は、図２及び図１４（Ｂ）
に示すように、前記ルームランプ１とほぼ同様に長方形形状をなしている。この凹部２２
の４側面２３は、下面開口部２４から上面底部２５にかけて窄まる方向に傾斜している。
この４傾斜側面２３は、本固定時に前記ガイド凸部１０１（及び当接爪１００）が当接し
てルームランプ１と天井トリム２との位置決めを行うものである。
【００１５】
また、前記凹部２２の上面底部２５には、上面開口部２６が設けられている。この上面開
口部２６は、前記ルームランプ１の上面から上方に突出している突出物、例えば、ホルダ
部１４０、ターミナル部１４１が配置されているコネクタ部１４５、板部１４４、光源バ
ルブ１３等を凹部２２の上面底部２５から逃がして、それら突出物と天井トリム２とが相
互に干渉するのを防止するものである。
【００１６】
図において、３は車体の天井骨組である。天井骨組３は、図２乃至図５に示すように、プ
レス加工等により、中間部の上方に窪ませた凹部３０と、左右両側の水平部３１とがそれ
ぞれ長手方向に延設されている。前記凹部３０中には、前記ルームランプ１の突出物が前
記天井トリム２の上面開口部２６から突出して収納される。
【００１７】
前記ルームランプ１と前記天井トリム２とには、仮固定手段４がそれぞれ設けられている
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。この仮固定手段４は、図２、図３、図９に示すように、前記ルームランプ１に一体に設
けられた２本の係合爪４０と、前記天井トリム２に設けられた２個の係合透孔４１の縁４
２とからなる。この仮固定手段４の係合爪４０は、ルームランプ１のうち、切替操作ノブ
１２の近傍の箇所と、やや離れた箇所との２箇所にそれぞれ設けられている。
【００１８】
前記２本の係合爪４０は、ランプハウジング１０の上面から上方に一体に突設されたラン
ス形状の爪からなる。この２本の係合爪４０は、互い違いに向き合っている。一方、前記
２個の係合透孔４１は、前記係合爪４０が挿通し得る小四角形をなす。この２個の係合透
孔４１の縁４２にはスリット４３がそれぞれ設けられている。前記係合爪４０が前記スリ
ット４３を介して前記係合透孔４１中に挿入し前記係合透孔４１の縁４２に着脱可能に係
合することにより、前記ルームランプ１と前記天井トリム２との仮固定が行われることと
なる。
【００１９】
図９に示すように、係合状態（仮固定状態）の前記係合爪４０と前記係合透孔４１の縁４
２との間には、クリアランスＣ１が形成されている。このクリアランスＣ１は、後述する
本固定時において、前記ルームランプ１と前記天井トリム２との間の位置ずれを吸収する
ものである。
【００２０】
また、図９に示すように、係合状態の前記係合爪４０と前記係合透孔４１の縁４２との間
には、係合代（ラップ量）Ｌ１を有する。この係合代Ｌ１は、後述する本固定時までの間
、前記係合爪４０と係合透孔４１の縁４２との係合状態が解除されない程度の仮固定力、
すなわち、相互に仮固定されたルームランプ１と天井トリム２とが天井骨組３に本固定さ
れるまでの間に簡単に脱落しない程度の仮固定力が得られるものである。ここで、係合代
Ｌ１をクリアランスＣ１よりも大とする。
【００２１】
さらに、図９に示すように、仮固定されたルームランプ１と天井トリム２との間、すなわ
ち、相互に対向するランプハウジング１０と凹部２２の上面底部２５との間には、隙間Ａ
１が設けられている。この隙間Ａ１は、天井トリム２の材質や構造などによりおのおの変
わる天井トリム２の板厚の変化に対応できるものである。
【００２２】
さらにまた、図２及び図９に示すように、係合透孔４１の縁４２に設けたスリット４３に
より、係合爪４０と係合透孔４１の縁４２との係合及び係合解除が簡単に行われる。
なお、図３において、符号４４は、ランプハウジング１０に係合爪４０を一体に突設成形
する際に、成形金型の抜き用の透孔である。
【００２３】
前記ルームランプ１と前記天井骨組３とには、本固定手段５がそれぞれ設けられている。
この本固定手段５は、図２、図３、図７、図８、図１０に示すように、前記ルームランプ
１に設けられた２個のスプリングリテーナ５０及び４個の当て部５１と、前記天井骨組３
に設けられた４個の固定部５２とからなる。この本固定手段５のスプリングリテーナ５０
は、ルームランプ１のうち、切替操作ノブ１２の近傍の箇所と、その箇所と対角線上に離
れた箇所との２箇所に設けられている。また、このスプリングリテーナ５０は、ランプハ
ウジング１０に設けられた長方形の透孔１０２の相対向する両縁に跨って設けられている
。
【００２４】
前記スプリングリテーナ５０は、前記ホルダ部１４０、ターミナル部１４１、固定接点部
１４２、配線部１４３、板部１４４と同様に、弾性及び導電性を有する金属板から構成さ
れていて、前記ルームランプ１のランプハウジング１０にインサート成形により一体に設
けられている。このスプリングリテーナ５０は、ランプハウジング１０に水平に埋設され
た埋設部５００と、その埋設部５００から斜め上方にほぼＬ字形状に折り曲げられてなり
、第１支点Ｏ１を回動中心として図７中矢印方向及び矢印と逆方向に弾性変形する第１弾
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性変形部５０１と、その第１弾性変形部５０１から斜め下方にほぼ逆Ｕ字形状に折り曲げ
られてなり、第２支点Ｏ２を回動中心として図７中矢印方向及び矢印と逆方向に弾性変形
する第２弾性変形部５０２と、その第２弾性変形部５０２からほぼ水平に折り曲げてなる
爪部５０３と、その爪部５０３から下方に折り曲げてなる脚部５０４と、その脚部５０４
の一部を切り起こして設けた切り起こし部５０５と、前記脚部５０４の先端からほぼＬ字
形状に折り曲げてなる弾性引っ掛かり部５０６とから構成されている。この弾性引っ掛か
り部５０６は、後述する本固定時において、図８に示すように、前記ランプハウジング１
０の透孔１０２の縁に引っ掛かって、スプリングリテーナ５０の本固定状態の剛性を大と
なして、確固たる本固定状態が得られるものである。また、切り起こし部５０５は、同様
に、透孔１０２の縁に弾性当接して、スプリングリテーナ５０の本固定状態の剛性を大と
なして、確固たる本固定状態が得られるものである。
なお、前記２個のスプリングリテーナ５０は、爪部５０３が互い違いに背を向け合ってい
る状態で、ランプハウジング１０にインサート成形されている。
【００２５】
また、前記４個の当て部５１は、リブ形状をなし、前記ランプハウジング１０の上面から
それぞれ一体に突設されている。この４個のうち、２個の当て部５１と前記２個のスプリ
ングリテーナ５０とは、前記天井トリム２の上面開口部２６に位置する。他の２個の当て
部５１は、前記天井トリム２に設けた小四角形の透孔２７に位置する。この結果、後述す
る本固定状態において、前記天井トリム２と本固定手段５とが相互に干渉するのを防止さ
れる。
【００２６】
さらに、前記４個の固定部５２は、前記天井骨組３の水平部３１に開設された切り込み３
２の間に設けられている。この切り込み３２により、後述する本固定する際に、前記仮固
定手段４の仮固定状態、すなわち、係合爪４０と係合透孔４１の縁４２との係合状態が妨
げられるのを防止できる。
【００２７】
前記スプリングリテーナ５０の爪部５０３が前記固定部５２の上面に弾性係合し、かつ、
前記当て部５１が前記固定部５２の下面に当接して、前記スプリングリテーナ５０と前記
当て部５１とが前記固定部５２を挟み込むことにより、本固定が行われる。
【００２８】
図８に示すように、弾性係合状態（本固定状態）の前記スプリングリテーナ５０と前記固
定部５２との間には、クリアランスＣ２が形成されている。このクリアランスＣ２は、前
記本固定時において、前記ルームランプ１と前記天井骨組３との間の位置ずれを吸収する
ものである。
【００２９】
また、図８に示すように、前記スプリングリテーナ５０と前記固定部５２との間には、前
記クリアランスＣ２よりも大である弾性係合代（ラップ量）Ｌ２を有する。この結果、前
記本固定時において、ルームランプ１と天井骨組３との位置ずれが吸収されたとしても、
前記スプリングリテーナ５０と前記固定部５２との弾性係合状態が解除される虞はない。
【００３０】
さらに、図１０に示すように、前記固定部５２のうち、前記当て部５１が当たる箇所には
、ビード状の凸部５３が設けられている。この凸部５３の高さＡ２は、天井骨組３の材質
や構造などによりおのおの変わる天井骨組３の板厚の変化に対応できるものである。
【００３１】
この実施形態における本発明のルームランプの固定構造は、以上の如き構成からなり、以
下、ルームランプの固定作業について説明する。
まず、自動車の組立ラインに乗せる前において、図１１及び図１２に示すように、ルーム
ランプ１を天井トリム２の凹部２２中に収容すると共に、ルームランプ１側の係合爪４０
を天井トリム２側の係合透孔４１の縁４２に係合させて、ルームランプ１と天井トリム２
とを仮固定させる。これにより、ルームランプ１と天井トリム２とがモジュール化されて
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、モジュール天井（天井サブＡＳＳＹ）が構成される。
なお、このとき、図６に示すように、ルームランプ１のガイド凸部１０１と当接爪１００
とが天井トリム２の凹部２２の被覆材２１にそれぞれ仮当接している状態にある。
【００３２】
そして、仮固定手段４により仮固定されたルームランプ１と天井トリム２とのモジュール
天井を、自動車の組立ラインに乗せる。この自動車の組立ラインにおいて、図１２及び図
１３に示すように、仮固定状態のルームランプ１と天井トリム２とを矢印方向に天井骨組
３側に押し込む。すると、図７及び図８に示すように、スプリングリテーナ５０が固定部
５２に弾性係合し、かつ、図１０に示すように、当て部５１が固定部５２の凸部５３に当
接し、ルームランプ１側のスプリングリテーナ５０と当て部５１とが天井骨組３側の固定
部５２を挟み込む。この結果、仮固定状態のルームランプ１が天井骨組３に本固定手段５
により本固定され、かつ、仮固定状態のルームランプ１と天井トリム２とが同時に天井骨
組３に固定されることとなる。
【００３３】
このとき、図３乃至図６、図１３に示すように、仮当接の状態にあったルームランプ１の
ガイド凸部１０１が天井トリム２の凹部２２の傾斜側面２３に当接し、このガイド凸部１
０１と傾斜側面２３とのガイド作用により、仮固定状態のルームランプ１と天井トリム２
とが位置決めされる。
【００３４】
すなわち、短辺側のガイド凸１０１と傾斜側面２３との当接により、Ｘ方向の位置決めが
行われ、かつ、Ｘ方向のがたが規制される。また、長辺側のガイド凸１０１と傾斜側面２
３との当接により、Ｙ方向の位置決めが行われ、かつ、Ｙ方向のがたが規制される。さら
に、本固定手段５、この例では、のスプリングリテーナ５０と固定部５２との弾性係合、
及び、４辺のガイド凸１０１と傾斜側面２３との当接により、Ｚ方向の位置決めが行われ
、かつ、Ｚ方向のがたが規制される。
【００３５】
このように、この実施形態における本発明のルームランプの固定構造は、ルームランプ１
と天井トリム２との位置決めが簡単に行われる。しかも、その位置決め構造は、ルームラ
ンプ１に設けたガイド凸部１０１と、天井トリム２の凹部２２に設けた傾斜側面２３と、
本固定手段５（スプリングリテーナ５０及び天井骨組３の固定部５２）とからなるので、
簡単でかつ安価である。
【００３６】
特に、この実施形態においては、本固定手段５のスプリングリテーナ５０と当て部５１と
が固定部５２を挟み込むことにより、Ｚ方向の位置決めが行われ、かつ、Ｚ方向のがたが
規制される。その上、この実施形態においては、ルームランプ１の４側面外周辺部の当接
爪１００が天井トリム２の凹部２２の傾斜側面２３に当接することにより、Ｘ、Ｙ、Ｚ方
向の位置決めが行われ、かつ、Ｘ、Ｙ、Ｚ方向のがたが規制される。この結果、この実施
形態においては、ルームランプ１と天井トリム２との位置決めがさらに確実に行われる。
また、ルームランプ１と天井トリム２との間のがたをさらに確実に防止することができる
。
【００３７】
また、この実施形態においては、ルームランプ１の４辺にリブ形状のガイド凸部１０１が
２個ずつ間を開けてそれぞれ設けられているので、ルームランプ１と天井トリム２とが相
互にＸ、Ｙ、Ｚ方向を軸として転ぶのを確実に防止することができる。
【００３８】
なお、この実施形態における本発明のルームランプの固定構造は、上述のように、自動車
の組立ラインにおいて、天井骨組３に天井トリム２とルームランプ１とを同時に固定する
ことができるので、自動車の組立ラインにおける組立作業の工数の低減化が図られる。
【００３９】
また、上述の天井トリム２は、天井骨組３に対して、上述の本固定手段５と併用して他の
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固定手段により固定されている。この固定手段としては、例えば、マップランプの固定手
段、室内後方の左右両側のランプの固定手段、天井握り部材の固定手段等々がある。
【００４０】
さらに、この実施形態においては、ルームランプ１の４側面（４辺）に２個のガイド凸部
１０１を間を開けてそれぞれ設けたものであるが、本発明のルームランプの固定構造は、
１側面に１個のガイド凸部、若しくは、３個以上のガイド凸部を設けても良い。
【００４１】
【発明の効果】
以上から明らかなように、本発明のルームランプの固定構造は、ガイド凸部と傾斜側面と
のガイド作用により、仮固定状態のルームランプと天井トリムとが簡単に位置決めされる
。また、その位置決め構造は、ルームランプに設けたガイド凸部と、天井トリムの凹部に
設けた傾斜側面からなるので、簡単でかつ安価である。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のルームランプの固定構造の一実施形態を示し、ルームランプの平面図で
ある。
【図２】仮固定状態のルームランプ及び天井トリムと、天井骨組との分解斜視図である。
【図３】図１におけるＩＩＩ－ＩＩＩ線断面図である。
【図４】図１におけるＩＶ－ＩＶ線断面図である。
【図５】図１におけるＶ－Ｖ線断面図である。
【図６】図５におけるＶＩ部拡大断面図である。
【図７】スプリングリテーナが弾性変形している状態を示した一部拡大断面図である。
【図８】スプリングリテーナが固定部に弾性係合している状態を示した一部拡大断面図で
ある。
【図９】係合爪が係合透孔の縁に係合している状態を示した一部拡大断面図である。
【図１０】当て部が固定部に当接している状態を示した一部拡大断面図である。
【図１１】ルームランプと天井トリムと天井骨組との固定前の状態を示した縦断面図であ
る。
【図１２】ルームランプと天井トリムとの仮固定状態を示した縦断面図である。
【図１３】ルームランプ、天井トリムと天井骨組との本固定状態を示した縦断面図である
。
【図１４】（Ａ）は図１１におけるＸＩＶ（Ａ）矢視図（下面図）、（Ｂ）は図１１にお
けるＸＩＶ（Ｂ）矢視図（下面図）、（Ｃ）は図１１におけるＸＩＶ（Ｃ）矢視図（下面
図）である。
【符号の説明】
１…ルームランプ、１０…ランプハウジング、１００…当接爪、１０１…ガイド凸、１０
２…透孔、１１…レンズ、１２…切替操作ノブ、１２０…可動接点ボール、１２１…スク
リュウ、１２２…ノブ端部、１２３…コイルスプリング、１３…光源バルブ、１４０…ホ
ルダ部、１４１…ターミナル部、１４２…固定接点部、１４３…配線部、１４４…シェー
ド及び又は反射用の板部、１４５…コネクタ部、２…天井トリム、２０…基材、２１…被
覆材、２２…凹部、２３…傾斜側面部、２４…下面開口部、２５…上面底部、２６…上面
開口部、２７…透孔、３…天井骨組、３０…凹部、３１…水平部、３２…切り込み、４…
仮固定手段、４０…係合爪、４１…係合透孔、４２…縁、４３…スリット、４４…透孔、
Ａ１点隙間、Ｃ１…クリアランス、Ｌ１…係合代（ラップ量）、５…本固定手段、５０…
スプリングリテーナ、５００…埋設部、５０１…第１弾性変形部、５０２…第２弾性変形
部、５０３…爪部、５０４…脚部、５０５…切り起こし部、５０６…弾性引っ掛かり部、
５１…当て部、５２…固定部、５３…凸部、Ａ２…高さ、Ｃ２…クリアランス、Ｌ２…弾
性係合代（ラップ量）、Ｏ１…第１支点、Ｏ２…第２支点。
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】 【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】
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