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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　壁面に固定されたローゼットを介して前記壁面に直接取り付ける直付照明器具用の回転
防止部材であって、
　基部と、　
　所定の間隔で配置され、各々が前記基部の下面に直交する面に対して所定の傾斜角を有
して前記基部に固定された複数の板状弾性体と、
　を備え、
　前記板状弾性体の、前記基部と反対の側にある面は、前記板状弾性体が前記基部の下面
に直交する面に対して傾斜する方向に、前記基部の下面に平行な面に対して傾斜している
、
　ことを特徴とする直付照明器具用の回転防止部材。
【請求項２】
　壁面に固定されたローゼットを介して前記壁面に直接取り付ける直付照明器具であって
、
　係止突起を有し、前記係止突起を前記ローゼットに挿入し、所定角回転させることによ
り、前記ローゼットに係止するアダプタと、
　前記アダプタに固定される照明器具本体と、
　前記照明器具本体の半面をカバーするために、前記照明器具本体に回転させて係止する
、透光性のグローブと、



(2) JP 5252594 B2 2013.7.31

10

20

30

40

50

　前記照明器具本体の前記壁面に対向する面に装着された回転防止部材と、
　を備え、
　前記回転防止部材は、
　基部と、
　前記係止突起の前記回転方向に、所定の間隔で配置され、前記基部の下面に直交する面
に対して所定の傾斜角を有して前記基部に固定された複数の板状弾性体と、
　を備え、
　前記板状弾性体の、前記基部と反対の側にある面は、前記板状弾性体が前記基部の下面
に直交する面に対して傾斜する方向に、前記基部の下面に平行な面に対して傾斜し、前記
直付照明器具の前記壁面への取付状態において、前記基部と反対の側の各面の少なくとも
一部で前記壁面と接触する、
　ことを特徴とする直付照明器具。
【請求項３】
　前記板状弾性体は、前記基部の下面に直交する面に対して、前記アダプタを前記ローゼ
ットに係止する時の前記係止突起の回転方向に傾斜している、
　ことを特徴とする請求項２に記載の直付照明器具。
【請求項４】
　前記回転防止部材は、前記直付照明器具本体の回転の周方向に環状に配置されている、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の直付照明器具。
【請求項５】
　前記回転防止部材は、前記直付照明器具本体の回転の周方向に複数配置されている、
　ことを特徴とする請求項２又は３に記載の直付照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、壁面に設置された直付照明器具の壁面に対する予期せぬ回転を防止するため
の直付照明器具用の回転防止部材と、この回転防止部材を装備した直付照明器具に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　直付照明器具とは、天井面等の壁面に固定設置されたローゼットにアダプタを介して設
置する形式の照明器具のことで、壁面に実質的に直接取り付けたような外観を呈すること
から命名されたものである。以下では照明器具と略称する。
【０００３】
　図５は従来技術に係る回転防止部材を装備した照明器具の例を示す図で、（ａ）は平面
図、（ｂ）は壁面に取り付けた状態の照明器具の側面図である。図５（ａ）は、図５（ｂ
）に示すＥ－Ｆ側から見た平面図である。図５において、照明器具１は、ランプとその点
灯回路等を装備した照明器具本体２、照明器具本体２に装備されたランプ等をカバーする
ために照明器具本体２の下面に取り付けるガラス等の透光製材料で形成されたグローブ３
、照明器具１を壁面に設置するために使用するアダプタ４、及び照明器具本体２の上面５
に固定設置された回転防止部材６で構成されている。
【０００４】
　図５（ｂ）に示すように、照明器具１は、壁面７（例えば天井面）に固定設置されたロ
ーゼット（図示されていない）に、アダプタ４を介して取り付られることにより、壁面７
に固定設置される。取付の概要は以下の通りである。アダプタ４は、ローゼットに係止す
るための２個の係止突起（図示省略）を有し、この係止突起をローゼットにある孔（図示
省略）に挿入し、所定の方向に回転する。これによりローゼットとアダプタ４とが固定さ
れる。その後照明器具本体２をアダプタ４に固定することにより照明器具本体２が壁面７
に固定設置される。次に照明器具本体２にグローブ３を回転させて取り付ける。照明器具
本体２内に取り付けられているランプの交換時にはグローブ３を取り付け時とは逆に回転
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させて取りはずし、交換後には再度グローブ３を照明器具本体２に取り付ける。
【０００５】
　このようにグローブ３の着脱時の回転操作により照明器具本体２に回転方向の荷重が加
わり、この荷重が照明器具本体２に設置されているアダプタ４に伝わる。この荷重方向が
ローゼットに係止するためにアダプタ４を回転させる方向と逆方向の場合、アダプタ４が
ローゼットから外れてしまい、照明器具１が壁面７から落下してしまうことがある。回転
防止部材６は、壁面７に対する照明器具本体２の取り付け時とは逆方向の回転を阻止する
機能を有する。この回転防止部材６により、壁面７に対する照明器具本体２の逆方向の回
転が阻止され、照明器具１の落下事故を防止する。
【０００６】
　特許文献１には、回転防止部材６として弾性部材を使用する例が記載されている。この
例では、照明器具上面（シャーシ）に回転防止部材６として弾性部材を備えた回転防止機
構を設けて、この弾性部材を所定の荷重で天井面に押しつけている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開平６－２５１６１０号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　図６は従来技術に係る回転防止部材を説明する図で、図６（ａ）は回転防止部材の構造
を示す図、図６（ｂ)は照明器具取付時の回転防止部材の状態を示す図、図６（ｃ)は照明
器具本体に回転荷重が加わったときの回転防止部材の状態を示す図、である。
【０００９】
　図６（ａ）では、回転防止部材６を平面図と、Ｇ－Ｈ断面図とで示す。図６（ｂ）に示
す回転防止部材６は、この回転防止部材６を取り付けた照明器具１を壁面７に取り付けた
ときの状態を示す。照明器具１を壁面７に取り付けた状態では、回転防止部材６は所定の
荷重（荷重方向ａ）で壁面７に押しつけられ、回転防止部材６の厚さＴはこの荷重により
ΔＴだけ小さくなっている。
【００１０】
　図６（ｃ）は、照明器具本体２に回転荷重が加わった状態を示す。この回転荷重の方向
を荷重方向ｂとして示している。荷重方向ｂへの回転は、回転防止部材６と壁面７との間
の摩擦力により防止される。摩擦力は、回転防止部材６と壁面７との接触表面に加わる力
により決まる。そのため、回転荷重に抗して回転を妨げるために必要十分な摩擦力を得る
ためには加重方向１に所定の加重で回転防止部材６を壁面７に押し付けることが必要にな
る。
【００１１】
　しかし、この押しつけ力は壁面７、ローゼット、アダプタ４に荷重としてかかってくる
ため好ましいものではない。
【００１２】
　本発明は、係る状況に鑑み、照明器具を壁面に設置した状態で壁面、ローゼット、及び
アダプタにかかる荷重を低く抑え、且つ照明器具本体の回転を防止できる直付照明器具用
の回転防止部材、および直付照明器具を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明に係る直付照明器具用の回転防止部材は、
　壁面に固定されたローゼットを介して前記壁面に直接取り付ける直付照明器具用の回転
防止部材であって、
　基部と、　
　所定の間隔で配置され、各々が前記基部の下面に直交する面に対して所定の傾斜角を有
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して前記基部に固定された複数の板状弾性体と、
　を備え、
　前記板状弾性体の、前記基部と反対の側にある面は、前記板状弾性体が前記基部の下面
に直交する面に対して傾斜する方向に、前記基部の下面に平行な面に対して傾斜している
。
【００１４】
　本発明に係る直付照明器具は、
　壁面に固定されたローゼットを介して前記壁面に直接取り付ける直付照明器具であって
、
　係止突起を有し、前記係止突起を前記ローゼットに挿入し、所定角回転させることによ
り、前記ローゼットに係止するアダプタと、
　前記アダプタに固定される照明器具本体と、
　前記照明器具本体の半面をカバーするために、前記照明器具本体に回転させて係止する
、透光性のグローブと、
　前記照明器具本体の前記壁面に対向する面に装着された回転防止部材と、
　を備え、
　前記回転防止部材は、
　基部と、
　前記係止突起の前記回転方向に、所定の間隔で配置され、前記基部の下面に直交する面
に対して所定の傾斜角を有して前記基部に固定された複数の板状弾性体と、
　を備え、
　前記板状弾性体の、前記基部と反対の側にある面は、前記板状弾性体が前記基部の下面
に直交する面に対して傾斜する方向に、前記基部の下面に平行な面に対して傾斜し、前記
直付照明器具の前記壁面への取付状態において、前記基部と反対の側の各面の少なくとも
一部で前記壁面と接触する。
【発明の効果】
【００１５】
　本発明に係る直付照明器具用の回転防止部材によれば、直付照明器具を壁面に設置した
状態で壁面、ローゼット、及びアダプタにかかる荷重を抑え、且つ照明器具本体の回転を
防止できる。この回転防止部材を装備することにより、照明器具本体の回転を防止するこ
とができる直付照明器具を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明の実施形態に係る回転防止部材の例を説明する図で、（ａ）回転防止部材
の構造を示す図、（ｂ)照明器具取付時の回転防止部材の状態を示す図、（ｃ)照明器具本
体に回転荷重が加わったときの回転防止部材の状態を示す図、である。
【図２】実施形態に係る回転防止部材を装備した直付照明器具の例を示す平面図である。
【図３】本発明の実施形態の変形例に係る回転防止部材の例を示す図である。
【図４】実施形態の変形例に係る回転防止部材を装備した照明器具の例を示す平面図であ
る。
【図５】従来技術に係る回転防止部材を装備した照明器具の例を示す図で、（ａ）平面図
、（ｂ)壁面に取り付けた状態の照明器具の側面図、である。
【図６】従来技術に係る回転防止部材を説明する図で、（ａ）回転防止部材の構造を示す
図、（ｂ)照明器具取付時の回転防止部材の状態を示す図、（ｃ)照明器具本体に回転荷重
が加わったときの回転防止部材の状態を示す図、である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　（実施形態）
　図１は本発明の実施形態に係る回転防止部材の例を説明する図で、図１（ａ）は回転防
止部材の構造を示す図、図１（ｂ)は照明器具取付時の回転防止部材の状態を示す図、図
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１（ｃ)は照明器具本体に回転荷重が加わったときの回転防止部材の状態を示す図、であ
る。図１により、本実施形態の回転防止部材の構造と機能について説明する。
【００１８】
　図１（ａ）では、本実施形態に係る回転防止部材６を平面図と、Ａ－Ｂ断面図とで示す
。回転防止部材６は、Ａ－Ｂ断面図に示すように、基部６１と、基部６１の下側の面（後
述する取付面６４）に直交する面に対して所定の傾斜角θを有し、相互に所定の間隔で配
置され、基部６１に固定された、又は基部６１と一体となった（両者を合わせて「固定さ
れた」という）複数の板状弾性体６２とを備える。接触面６３は、図１（ａ）の平面図で
放射状に延伸している白抜きで示す部分で、各板状弾性体６２の基部６１と反対の側に位
置する面である。取付面６４は、基部６１の下側の面で、この面を接着するなどして回転
防止部材６を図５に示すように照明器具本体２の上面５に取り付ける。従って、照明器具
本体２に取り付けられた状態では、回転防止部材６は接触面６３で壁面７と接触する。な
お、接触面６３は、取付面６４に平行な面（壁面７を想定）に対して角度φ傾斜している
。φはθと同じ値にしてもよい。各板状弾性体６２は、図１（ａ）の平面図に示す例では
、放射状に延伸して、図示する扇形の周方向に沿って所定の角度間隔で環状に配置されて
いる。図１（ａ）の平面図で斜線を付した部分は板状弾性体６２の側面の一部を示してい
る。図に示すＴが回転防止部材６の厚さである。なお、回転防止部材６に使用する板状弾
性体６２の弾性体は緩衝材であってもよく、以下では板状弾性体６は板状緩衝材をも含む
用語であるとする。
【００１９】
　図１（ｂ）に示す回転防止部材６は、回転防止部材６を取り付けた照明器具１を、図５
に示すように、壁面７に取り付けたときの回転防止部材６の状態を示す。回転防止部材６
は接触面６３で壁面７に接触し、壁面７の方向（荷重方向ａ）に所定の荷重で押しつけら
れる。接触面６３は、壁面７に対して傾斜しているため、その一部が壁面７に接触し、接
触している部分が荷重により押しつぶされるとともに、この荷重により、板状弾性体６２
が、板バネとして働き、板状弾性体６２の傾斜角がθより大きなθ’となる。その結果回
転防止部材６の厚さＴがΔＴ減少し、Ｔ－ΔＴになる。
【００２０】
　図１（ｃ）に示す回転防止部材６は、図５に示すように照明器具本体２の上面５に取り
付けた状態で、基部６１に対して、図示する加重方向ｂに力が加わったときの状態を示す
。このとき板状弾性体６２の接触面６３は壁面７との摩擦により動きにくいため、板状弾
性体６２の傾斜角θ’はより小さい角度になる。傾斜角が小さくなると接触面６３と壁面
７間の角度φも小さくなり、その分接触面積が増加する。図１（ｃ）は、接触面６３の全
面で壁面７と接触するようになったときの状態を示す。このときの板状弾性体６２の基部
６１近傍の傾斜角はθ”である。板状弾性体６２は板バネとして働くために、傾斜角は基
部６１からの距離に依存して変化し、図１（ｃ）の状態では、壁面７近傍の板状弾性体６
２の傾斜角はほぼ０度である。
【００２１】
　回転防止部材６の回転防止機能について説明する。接触面６３は、図１（ｂ）に示すよ
うに壁面７に対して傾斜しているため、接触面６３と壁面７との接触は接触面６３の突き
出たエッジ部から始まる。そのため小さい荷重であっても回転防止部材６の厚さの減少は
従来の回転防止部材６の場合と同程度になりうる。更に、回転防止部材６は板状弾性体６
２が傾斜し、所定の間隔で配列された構成を有しているため、板バネとしても機能する。
この効果も加わり、従来例のように回転防止部材６が一体の弾性体で構成され、壁面対向
面の全面で壁面７と接触している場合に比べると、より少ない力で回転防止部材６の厚さ
を従来例と同程度にまで小さくすることができる。
【００２２】
　このようにして回転防止部材６の全体厚さＴはΔＴ減少する。壁面７と照明器具本体２
間の間隔はＴ－ΔＴに固定される。このときのΔＴにより壁面７、ローゼット、及びアダ
プタ４にかかる荷重が決まるが、その荷重は、上述したように従来の回転防止部材６を採
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用したときよりも小さい値となる。
【００２３】
　次に、図５に示す照明器具本体２に、回転を防止したい方向に荷重が加わると、回転防
止部材６は図１（ｃ）に示す状態になる。なお、回転防止部材６は、板状弾性体６２の傾
斜の方向が荷重方向ｂと同方向であるように設置されている。
【００２４】
　図１（ｃ）の状態の回転防止部材６では、当初傾斜していた板状弾性体６２が起きあが
る形になるため板状弾性体６２の厚さ方向の長さが圧縮される。そのため壁面７には図１
（ｂ）のときよりも大きな荷重がかかる。このとき板状弾性体６２から壁面７等にかかる
荷重は、起きあがった状態での板状弾性体６２の厚さの縮小分により発生する力、及び板
状弾性体６２の傾斜が残っている場合には、その傾斜により、板ばねとして発生する力を
合わせたものとなる。この荷重は、荷重方向ｂの力が働いていない通常の設置状態のとき
壁面７にかかる荷重に比べて明らかに増加する。
【００２５】
　摩擦力は、壁面７に対する接触面６３からの応力に、接触する面積を乗じたものに比例
するため、結局接触面６３を介して壁面７にかかる荷重に比例することになる。従って、
その摩擦力は、設置状態の壁面７等への荷重から計算される摩擦力に比べて著しく大きく
なり、照明器具本体２の好ましくない方向の回転を防止することができるようになる。
【００２６】
　このように、本実施形態に係る回転防止部材６を照明器具１に使用することにより、壁
面７、ローゼット、アダプタ４のそれぞれにかかる設置状態の荷重を低減し、好ましくな
い方向に回転が生じるときだけ壁面７にかかる荷重を自動的に増やすことができる。その
結果、壁面７と回転防止部材６との摩擦力を大きくすることができ、照明器具本体２の好
ましくない回転を防止することができる。　
【００２７】
　図２は、図１（ａ）に示す回転防止部材６を４個、各の取付面６４で照明器具本体２の
上面５上に、周方向に回転対称に取り付けた例である。回転防止部材６は、複数の板状弾
性体６２の配列方向が照明器具本体２の回転方向に略一致し、かつ図１（ａ）のＡ－Ｂ断
面図上で、基部６１の取付面６４に直交する面に対する板状弾性体６２の傾斜方向が、照
明器具本体２の防止したい回転の方向と略同方向に向くように配置されている。回転防止
部材６を装備した照明器具１と壁面７との位置関係は図５（ｂ）に示す例と同様である。
【００２８】
　回転防止部材６をこのように配置することで、照明器具本体２の防止したい回転の方向
が図１（ｃ）の荷重方向ｂとほぼ同じになるため、回転防止部材６は小さい押しつけ荷重
にも関わらず、十分な回転防止機能を有する。
【００２９】
　図２ではこの回転防止部材６を４個円周上に回転対称に配置した例を示したが、この例
に限る必要はない。回転対称の配置でなくてもよいし、１個だけ装備してもよいし、円環
状のものにしても良い。
【００３０】
　図３に、本実施形態の変形例に係る回転防止部材６を示す。この回転防止部材６は複数
の板状弾性体６２が所定の間隔で互いに平行に配列されている。接触面６３も扇形ではな
く矩形形状を有している。この点を除けば図１に示す場合と同様であり、同様の回転防止
機能を有する。
【００３１】
　図４は実施形態の変形例に係る回転防止部材を装備した照明器具の例を示す平面図であ
る。図ではこの変形例に係る回転防止部材６を照明器具本体２の上面５の円周上に複数個
配置している。各回転防止部材６は、各々を構成する複数の板状弾性体６２の配列方向を
照明器具本体２の回転方向に略一致させて配置する。
【００３２】
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　図３に示す回転防止部材６を図４に示すように照明器具１に取り付けた場合も、回転防
止部材６は、壁面７等への小さい押しつけ荷重にも関わらず、照明器具本体２に対して十
分な回転防止機能を有する。
【００３３】
　なお、図１、図３に示す回転防止部材６は、基部６１と柱状弾性体６２とが一体成型さ
れたものであるが、基部６１と柱状弾性体６２を別に製作し、両者を組み立て、固定して
製作しても良い。一体成型の方が製作容易であるが、一体成型でない場合は基部６１と柱
状弾性体６２の材料を別にすることができる。そのため、壁面７と接触し摩擦力を形成す
る柱状弾性体６２にとって適当な材料と、これを支え、照明器具本体２に固定設置する基
部６１にとって適当な材料とを自由に選択することができるという利点がある。
【００３４】
　以上の説明は照明器具１を取り付ける壁面７として天井面を例示していたが、取り付け
る壁面７は天井面に限定する必要はない。例えば部屋の側面に照明器具１を取り付ける場
合についても、本実施形態の回転防止部材６を使用することによりこれまで説明した効果
と同様の効果を奏することができる。
【００３５】
　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。
【００３６】
　（付記１）壁面に固定されたローゼットを介して前記壁面に直接取り付ける直付照明器
具の前記壁面に対する所定方向の回転を防止する直付照明器具用の回転防止部材であって
、
　基部と、　
　所定の間隔で配置され、各々が前記基部の下面に直交する面に対して所定の傾斜角を有
して前記基部に固定された複数の板状弾性体と、
　を備えることを特徴とする直付照明器具用の回転防止部材。
【００３７】
　（付記２）前記基部と前記複数の板状弾性体とは一体に成型されたものである、
　ことを特徴とする付記１に記載の直付照明器具用の回転防止部材。
【００３８】
　（付記３）前記基部と前記複数の板状弾性体とは異なる材料で成型され、これらを一体
化したものである、
　ことを特徴とする付記１に記載の直付照明器具用の回転防止部材。
【００３９】
　（付記４）前記板状弾性体の前記基部と反対の側にある面は、前記板状弾性体が前記基
部の下面に直交する面に対して傾斜する方向に、前記基部の下面に平行な面に対して傾斜
している、
　ことを特徴とする付記１乃至３のいずれか１項に記載の直付照明器具用の回転防止部材
。
【００４０】
　（付記５）壁面に固定されたローゼットを介して前記壁面に直接取り付ける直付照明器
具であって、
　係止突起を有し、前記係止突起を前記ローゼットに挿入し、所定角回転させることによ
り、前記ローゼットに係止するアダプタと、
　前記アダプタに固定される照明器具本体と、
　前記照明器具本体の半面をカバーするために、前記照明器具本体に回転させて係止する
、透光性のグローブと、
　前記照明器具本体の前記壁面に対向する面に装着された、前記照明器具本体の回転を防
止する回転防止部材と、を備え、
　前記回転防止部材は、
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　基部と、
　前記係止突起の前記回転方向に、所定の間隔で配置され、前記基部の下面に直交する面
に対して所定の傾斜角を有して前記基部に固定され、前記直付照明器具の前記壁面への取
付状態において、前記基部と反対の側の各面の一部で前記壁面と接触する複数の板状弾性
体と、
　を備えることを特徴とする直付照明器具。
【００４１】
　（付記６）前記板状弾性体は、前記基部の下面に直交する面に対して、前記アダプタを
前記ローゼットに係止する時の前記係止突起の回転方向に傾斜している、
　ことを特徴とする付記５に記載の直付照明器具。
【００４２】
　（付記７）前記板状弾性体の前記基部と反対の側にある面は、前記板状弾性体が前記基
部の下面に直交する面に対して傾斜する方向に、前記基部の下面に平行な面に対して傾斜
している、
　ことを特徴とする付記５又は６に記載の直付照明器具。
【００４３】
　（付記８）前記複数の板状弾性体と前記基部とは一体に成型されたものである、
　ことを特徴とする付記５乃至７のいずれか１項に記載の直付照明器具。
【００４４】
　（付記９）前記複数の板状弾性体と前記基部とは異なる材料で成型され、これらを一体
化したものである、
　ことを特徴とする付記５乃至７のいずれか１項に記載の直付照明器具。
【００４５】
　（付記１０）前記回転防止部材は、前記直付照明器具本体の回転の周方向に環状に配置
されている、
　ことを特徴とする付記５乃至９のいずれか１項に記載の直付照明器具。
【００４６】
　（付記１１）前記回転防止部材は、前記直付照明器具本体の回転の周方向に複数配置さ
れている、
　ことを特徴とする付記５乃至９のいずれか１項に記載の直付照明器具。
【符号の説明】
【００４７】
　　１　直付照明器具（照明器具と略称）
　　２　照明器具本体
　　３　グローブ
　　４　アダプタ
　　５　照明器具本体の上面
　　６　回転防止部材
　　７　壁面
　６１　基部
　６２　板状弾性体
　６３　接触面
　６４　取付面
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