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(57)【要約】
【課題】光源ユニットを容易に着脱すること。
【解決手段】実施形態に係る照明装置は、基材と、化粧
枠と、固定部材と、光源ユニットとを具備する。化粧枠
は、貫通孔が形成される。固定部材は、前記基材の周縁
部の一部及び前記化粧枠の周縁部の一部に固設されるこ
とで、当該基材と当該化粧枠とを離間した状態で固定す
る棒状の部材である。光源ユニットは、発光素子を実装
し、前記化粧枠の貫通孔を挿通して前記基材に着脱可能
である。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基材と；
　貫通孔が形成された化粧枠と；
　前記基材の周縁部の一部及び前記化粧枠の周縁部の一部に固設されることで、当該基材
と当該化粧枠とを離間した状態で固定する棒状の固定部材と；
　発光素子を実装し、前記化粧枠の貫通孔を挿通して前記基材に着脱可能な光源ユニット
と；
　を具備する照明装置。
【請求項２】
　前記光源ユニットによって発光される光を反射させる筒状の反射体と；
　前記基材の周縁部から前記化粧枠に向かう方向に延伸し、前記化粧枠の貫通孔から挿入
された前記反射体を互いに近づく方向への付勢力によって固定する複数の弾性部材と；
　をさらに具備する請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記固定部材は、
　前記化粧枠の貫通孔を挿通して前記基材に取り付けられる前記光源ユニットとの間に隙
間が形成されるように前記基材及び前記化粧枠に固設される、
　請求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記反射体は、
　前記基材に取り付けられた前記光源ユニットの少なくとも一部を露出させた状態で前記
複数の弾性部材によって固定される、
　請求項２又は３に記載の照明装置。
【請求項５】
　一端が前記固定部材から離れる方向に移動可能なように前記固定部材に取り付けられる
取付け部材をさらに具備し、
　前記化粧枠は、
　前記取付け部材との間で壁を挟持するフランジを有する、
　請求項１～４のいずれか一つに記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＥＤ（Light　Emitting　Diode）等の半導体発光素子を光源とする照明装置が
用いられている。かかる照明装置には、光源ランプを覆う反射笠を具備し、反射笠の下方
から光源ランプの着脱が可能なものがある。しかし、このような照明装置は、光源ランプ
の着脱が容易であるとは限らなかった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－２７６７０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明が解決しようとする課題は、光源ユニットを容易に着脱することができる照明装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　実施形態に係る照明装置は、基材と、化粧枠と、固定部材と、光源ユニットとを具備す
る。化粧枠は、貫通孔が形成される。固定部材は、前記基材の周縁部の一部及び前記化粧
枠の周縁部の一部に固設されることで、当該基材と当該化粧枠とを離間した状態で固定す
る棒状である。光源ユニットは、発光素子を実装し、前記化粧枠の貫通孔を挿通して前記
基材に着脱可能である。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】図１は、実施形態に係る照明装置の外観例を示す斜視図である。
【図２】図２は、実施形態に係る照明装置の外観例を示す斜視図である。
【図３】図３は、実施形態に係る取付け金具の外観例を示す拡大斜視図である。
【図４】図４は、実施形態に係るシャーシ及び取付け金具の外観例を示す拡大斜視図であ
る。
【図５】図５は、実施形態に係るシャーシ及び取付け金具を示す拡大側面図である。
【図６】図６は、実施形態に係るシャーシ及び取付け金具を示す拡大側面図である。
【図７】図７は、実施形態に係る照明装置の分解例を示す斜視図である。
【図８】図８は、実施形態に係る照明装置の分解例を示す斜視図である。
【図９】図９は、実施形態に係る照明装置の分解例を示す斜視図である。
【図１０】図１０は、実施形態に係る光源ユニット及び反射体の外観例を示す拡大斜視図
である。
【図１１】図１１は、実施形態に係る照明装置を示す側面図である。
【図１２】図１２は、実施形態に係る各部材の位置関係を示す説明図である。
【図１３】図１３は、実施形態に係る各部材の位置関係を示す説明図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下で説明する実施形態に係る照明装置１において、化粧枠４００は、貫通孔４０１が
形成される。また、棒状のシャーシ５１０、５２０及び５３０は、基材１１０の周縁部の
一部及び化粧枠４００の周縁部の一部に固設されることで、基材１１０と化粧枠４００と
を離間した状態で固定する。また、光源ユニット６００は、発光素子を実装し、化粧枠４
００の貫通孔４０１を挿通して基材１１０に着脱可能である。
【０００８】
　また、以下で説明する実施形態において、筒状の反射体７００は、光源ユニット６００
によって発光される光を反射させる。また、固定バネ３１０及び３２０は、基材１１０の
周縁部から化粧枠４００に向かう方向に延伸し、化粧枠４００の貫通孔４０１から挿入さ
れた反射体７００を互いに近づく方向への付勢力によって固定する。
【０００９】
　また、以下で説明する実施形態において、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、化粧
枠４００の貫通孔４０１を挿通して基材１１０に取り付けられる光源ユニット６００との
間に隙間が形成されるように基材１１０及び化粧枠４００に固設される。
【００１０】
　また、以下で説明する実施形態において、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、化粧
枠４００の貫通孔４０１に挿入されて固定バネ３１０及び３２０によって固定される反射
体７００との間に所定の隙間が形成されるように基材１１０及び化粧枠４００に固設され
る。
【００１１】
　また、以下で説明する実施形態において、反射体７００は、基材１１０に取り付けられ
た光源ユニット６００の少なくとも一部を露出させた状態で固定バネ３１０及び３２０に
よって固定される。
【００１２】
　また、以下で説明する実施形態において、光源ユニット６００は、発光素子によって発
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光される光を透過させる下面カバー６１２を具備する。また、反射体７００は、固定バネ
３１０及び３２０によって固定された場合に、下面カバー６１２を被覆する被覆部である
円柱部７１０を具備する。
【００１３】
　また、以下で説明する実施形態において、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、一
端がシャーシ５１０、５２０及び５３０から離れる方向に移動可能なようにシャーシ５１
０、５２０及び５３０に取り付けられる。また、化粧枠４００は、取付け金具５１１、５
２１及び５３１との間で壁を挟持する環状フランジ４１０を有する。
【００１４】
　また、以下で説明する実施形態において、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、環
状フランジ４１０との間で壁を挟持した状態において、化粧枠４００の貫通孔４０１を挿
通する光源ユニット６００との間に隙間が形成されるようにシャーシ５１０、５２０及び
５３０に取り付けられる。
【００１５】
　また、以下で説明する実施形態において、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、環
状フランジ４１０との間で壁を挟持した状態において、化粧枠４００に挿入される反射体
７００との間に隙間が形成されるようにシャーシ５１０、５２０及び５３０に取り付けら
れる。
【００１６】
　また、以下で説明する実施形態において、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、長手
方向の両端辺から立設された立設板５１３ａ、５１３ｂ、５２３ａ、５２３ｂ、５３３ａ
及び５３３ｂを有する。
【００１７】
　また、以下で説明する実施形態において、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、互い
に所定値以上の間隔を空けて、基材１１０の周縁部の一部及び化粧枠４００の周縁部の一
部に固設される。
【００１８】
　また、以下で説明する実施形態において、基材１１０は、光源ユニット６００が取り付
けられる面の裏面に、光源ユニット６００から発生する熱を放熱する放熱部材を具備する
。
【００１９】
（照明装置の外観例）
　図１及び図２は、実施形態に係る照明装置１の外観例を示す斜視図である。図１では、
照明装置１を斜め上方向から見た例を示し、図２では、照明装置１を斜め下方向から見た
例を示す。
【００２０】
　図１及び図２に示した照明装置１は、例えば、屋内の天井に埋め込み設置されるダウン
ライト型の照明器具であり、ＬＥＤ等の発光素子を発光させることにより、図１及び図２
に示した下方向に位置する室内等を照明する。かかる照明装置１は、放熱器１００と、ソ
ケット２００と、固定バネ３１０と、化粧枠４００と、シャーシ５１０及び５２０と、光
源ユニット６００と、反射体７００とを具備する。
【００２１】
　放熱器１００は、熱伝導性の高い金属製であり、例えばアルミダイカストにより成型さ
れる。かかる放熱器１００は、平面形状の基材１１０と、かかる基材１１０の上面から図
１に示した上方向に立設された平面部材である複数の放熱フィンとを具備し、後述する光
源ユニット６００の内部に実装されたＬＥＤ等の発光素子から発生する熱を外部に放出す
る。これにより、放熱器１００は、照明装置１の温度上昇を抑制することができる。
【００２２】
　また、図１に示すように、放熱器１００の上部には、固定ネジ等によって、天板１０が
取り付けられる。また、図２に示すように、天板１０には、固定ネジ等によって、端子台
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１１及び１２が取付けられる。
【００２３】
　端子台１１は、接続線（ハーネス）を介して、図示しない商用交流電源と接続される。
同様に、端子台１１は、接続線を介して、ソケット２００と接続される。そして、端子台
１１は、商用交流電源からの電力供給をソケット２００に中継する。
【００２４】
　また、端子台１２は、接続線を介して、図示しない調光装置と接続される。同様に、端
子台１２は、接続線を介して、ソケット２００と接続される。そして、端子台１２は、外
部の調光装置からの調光信号をソケット２００に中継する。
【００２５】
　ソケット２００は、基材１１０の下面１０１に固定され、光源ユニット６００が取り付
けられる電極部材である。かかるソケット２００は、光源ユニット６００が取り付けられ
た場合に、端子台１１を介して商用交流電源から提供される電力を光源ユニット６００に
供給し、端子台１２を介して調光装置から送信される調光信号を光源ユニット６００に供
給する。
【００２６】
　固定バネ３１０は、アルミダイカスト等の金属により成型される弾性部材であり、基材
１１０の周縁部から化粧枠４００に向かう方向に延伸する。具体的には、固定バネ３１０
は、固定ネジ等によって基材１１０の下面１０１に取り付けられる（図８を参照）。なお
、図１及び図２では図示することを省略するが、照明装置１は、固定バネ３１０と同様の
固定バネ３２０を具備する（図７を参照）。
【００２７】
　このような固定バネ３１０及び３２０は、放熱器１００に取付けられた状態で外部から
外側方向又は内側方向に力が加えられることにより変形する。そして、固定バネ３１０及
び３２０は、互いに近づく方向（内側方向）への付勢力によって反射体７００を挟持する
。これにより、反射体７００は、固定バネ３１０及び３２０により固定される。
【００２８】
　化粧枠４００は、例えば、ＡＢＳ樹脂等の合成樹脂製、又は、アルミダイカスト等の金
属製である。かかる化粧枠４００は、上下両端がそれぞれ略円形に開口された円筒形状に
形成され、下端部から外向きに突出した環状フランジ４１０を有する。
【００２９】
　シャーシ５１０及び５２０は、例えば、アルミダイカスト等の金属により成型される棒
状の固定部材である。なお、図１及び図２では図示することを省略するが、照明装置１は
、シャーシ５１０及び５２０と同様のシャーシ５３０を具備する（図９を参照）。このよ
うなシャーシ５１０、５２０及び５３０は、基材１１０の周縁部の一部、及び、化粧枠４
００の周縁部の一部に固設されることで、基材１１０と化粧枠４００とを離間した状態で
固定する。
【００３０】
　また、シャーシ５１０は、照明装置１を天井に埋め込み設置する際に用いられる取付け
金具５１１を有する。同様に、シャーシ５２０は取付け金具５２１を有し、シャーシ５３
０は取付け金具５３１を有する。なお、取付け金具５１１、５２１及び５３１については
後述する。
【００３１】
　光源ユニット６００は、ＬＥＤ等の発光素子が実装された基板を内部に具備する。かか
る光源ユニット６００は、化粧枠４００の開口部を挿通してソケット２００に着脱可能で
あり、ソケット２００に取り付けられて商用交流電源から電力が提供されることにより発
光素子を発光させて室内等を照明する。また、光源ユニット６００は、ソケット２００に
取り付けられて調光装置から調光信号を受信することにより照明光の明るさを変化させる
。
【００３２】



(6) JP 2013-247087 A 2013.12.9

10

20

30

40

50

　反射体７００は、例えば、ＡＢＳ樹脂等の合成樹脂製、又は、アルミダイカストなどの
金属製であり、上下両端がそれぞれ略円形に開口された円筒形状に形成される（図２、図
１０を参照）。かかる反射体７００は、化粧枠４００の開口部から挿入されることで固定
バネ３１０及び３２０に固定される。また、反射体７００は、固定バネ３１０及び３２０
から取り外されることも可能である。
【００３３】
　このような反射体７００は、光源ユニット６００から発光される光を反射させることで
配光を調整する。具体的には、図２に示すように、光源ユニット６００の発光面６０１か
ら照射される光は、反射体７００の開口部を通過するので、反射体７００の円筒形状によ
り照射方向が調整される。
【００３４】
　以上のように、実施形態に係る照明装置１では、筒形状の固定部材等によって基材１１
０及び化粧枠４００が固定されるのではなく、シャーシ５１０、５２０及び５３０によっ
て基材１１０及び化粧枠４００が固定される。すなわち、実施形態に係る照明装置１では
、図１及び図２に示すように、照明装置１に取り付けられた光源ユニット６００及び反射
体７００の周囲は、円筒形状の固定部材等によって覆われることがなく、隣り合うシャー
シ間によって形成される隙間が存在する。このため、実施形態に係る照明装置１では、作
業者等は、シャーシ間の隙間から照明装置１の外側に手を出すことができるので、光源ユ
ニット６００を容易に着脱することができる。このように、実施形態に係る照明装置１で
は、シャーシ５１０、５２０及び５３０によって基材１１０及び化粧枠４００が固定され
ることにより、作業スペースを確保することができるので、光源ユニット６００を容易に
着脱することができる。
【００３５】
　なお、実施形態に係る照明装置１では、所定値以上の高さを有する反射体７００を具備
し、かかる反射体７００によって遮光角を大きくすることで、光源ユニット６００の発光
面を外部から直視される領域を狭めている。このような照明装置１は、グレアレス型照明
装置などと呼ばれる。
【００３６】
（照明装置の設置機構）
　次に、図３～図６を用いて、実施形態に係る照明装置１の設置機構について説明する。
図３は、実施形態に係る取付け金具５１１の外観例を示す拡大斜視図である。図４は、実
施形態に係るシャーシ５１０及び取付け金具５１１の外観例を示す拡大斜視図である。図
５及び図６は、実施形態に係るシャーシ５１０及び取付け金具５１１を示す拡大側面図で
ある。なお、シャーシ５２０及び５３０と取付け金具５２１及び５３１についても、図３
～図６に示すシャーシ５１０及び取付け金具５１１と同様の機構を有する。
【００３７】
　図３に示すように、取付け金具５１１は、平板５１２と、平板５１２の両端辺から同一
方向に立設された立設板５１３ａ及び５１３ｂを有する。また、取付け金具５１１は、立
設板５１３ａの上部に、かかる立設板５１３ａから外側方向に突き出した突出部５１４ａ
を有し、同様に、立設板５１３ｂの上部に突出部５１４ｂを有する。
【００３８】
　図４に示すように、シャーシ５１０は、平板５１０ａと、平板５１０ａの両端辺から同
一方向に立設された立設板５１５ａ及び５１５ｂと、平板５１０ａの上端辺から立設板５
１５ａ及び５１５ｂと同一方向に立設された上板５１５ｃとを有する。また、平板５１０
ａには、長手方向に略平行の摺動孔５１６ａ及び５１６ｂが形成される。また、摺動孔５
１６ａには、取付け金具５１１の突出部５１４ａが通過可能な逃げ孔５１７ａが形成され
、摺動孔５１６ｂには、取付け金具５１１の突出部５１４ｂが通過可能な逃げ孔５１７ｂ
が形成される。このように、シャーシ５１０は、両端辺に立設板５１５ａ及び５１５ｂを
有することにより、折れ曲がりにくい形状となる。
【００３９】
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　このような取付け金具５１１は、一端がシャーシ５１０から離れる方向に移動可能なよ
うにシャーシ５１０に取り付けられる。具体的には、取付け金具５１１は、図４に示すよ
うに、シャーシ５１０の逃げ孔５１７ａに突出部５１４ａを挿通させるとともに、逃げ孔
５１７ｂに突出部５１４ｂを挿通させることにより、シャーシ５１０に取り付けられる。
そして、立設板５１３ａが摺動孔５１６ａを摺動し、立設板５１３ｂが摺動孔５１６ｂを
摺動することにより、取付け金具５１１は、シャーシ５１０に取り付けられた状態で、シ
ャーシ５１０の長手方向に移動することができる。
【００４０】
　また、取付け金具５１１は、図５に示すように、シャーシ５１０に近づく方向の力が加
えられた場合に、平板５１２と平板５１０ａが略平行となる位置に移動する。一方、取付
け金具５１１は、図６に示すように、シャーシ５１０から離れる方向の力が平板５１２の
下部に加えられた場合に、かかる平板５１２の下部がシャーシ５１０から離れる方向に移
動する。具体的には、図６に示した例において、取付け金具５１１は、突出部５１４ａ及
び５１４ｂが平板５１０ａに係止され、係止された突出部５１４ａと突出部５１４ｂとを
結ぶ直線を回転軸として傾動する。このとき、取付け金具５１１の平板５１２がシャーシ
５１０の平板５１０ａに係止されるので、平板５１２の下部は、図６に示した状態よりも
上方には傾動しない。
【００４１】
　このような取付け金具５１１、５２１及び５３１を有する照明装置１は、天井に埋め込
み設置される場合に、取付け金具５１１、５２１及び５３１が図５に示した位置に移動さ
せられた状態で天井壁の埋め込み孔に挿入され、環状フランジ４１０が天井に接触するま
で押し上げられる。その後に、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、図６に示した状
態に移動させられることで、環状フランジ４１０との間で天井壁を挟持する。これにより
、照明装置１は、天井に埋め込み設置される。
【００４２】
（照明装置の分解例）
　次に、図７～図９を用いて、実施形態に係る照明装置１の分解例について説明する。図
７～図９は、実施形態に係る照明装置１の分解例を示す斜視図である。図７及び図９では
、照明装置１を斜め上方向から見た例を示し、図８では、照明装置１を斜め下方向から見
た例を示す。なお、以下では、天板１０、端子台１１及び１２については説明を割愛する
。
【００４３】
　図７に示すように、基材１１０には、シャーシ５１０が取り付けられる際に固定ネジ等
がねじ込まれるネジ穴１１１が形成され、シャーシ５２０が取り付けられる際に固定ネジ
等がねじ込まれるネジ穴１１２が形成される。また、図示することを省略するが、基材１
１０には、シャーシ５３０が取り付けられる際に固定ネジ等がねじ込まれるネジ穴が形成
される。
【００４４】
　また、図８に示すように、基材１１０の下面１０１（放熱器１００の裏面）には、ソケ
ット２００が固定される際に固定ネジ等がねじ込まれるネジ穴１２１～１２３が形成され
る。また、基材１１０の下面１０１には、固定バネ３１０が固定される際に固定ネジ等が
ねじ込まれるネジ穴１３１が形成され、固定バネ３２０が固定される際に固定ネジ等がね
じ込まれるネジ穴１３２が形成される。
【００４５】
　また、基材１１０の下面１０１には、ソケット２００と端子台１１とを接続する接続線
や、ソケット２００と端子台１２とを接続する接続線が挿通するハーネス通孔１４０が形
成される。
【００４６】
　ソケット２００は、図７及び図８に示すように、上下両端がそれぞれ略円形に開口され
た円筒形状に形成される。かかるソケット２００の周縁部には、基材１１０に取り付けら
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れる際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔２１１～２１３が形成される。
【００４７】
　そして、図示しない固定ネジ等がソケット２００のネジ通孔２１１を貫通して基材１１
０のネジ穴１２１にねじ込まれ、同様に、図示しない固定ネジ等がネジ通孔２１２を貫通
してネジ穴１２２にねじ込まれ、図示しない固定ネジ等がネジ通孔２１３を貫通してネジ
穴１２３にねじ込まれる。これにより、ソケット２００は、基材１１０の下面１０１に固
定される。
【００４８】
　なお、基材１１０に固定されたソケット２００には、基材１１０のハーネス通孔１４０
を挿通する接続線の一端が接続される。また、かかる接続線の他端は端子台１１や端子台
１２と接続される。
【００４９】
　また、図８に示すように、ソケット２００の下面には、電極２２１～２２５が形成され
る。電極２２１～２２５は、差込接続器の受け側の電極であり、後述する光源ユニット６
００の電極が差し込まれる。また、図７及び図８に示すように、ソケット２００の内壁に
は、摺動溝２３１～２３３が形成される。摺動溝２３１～２３３は、ソケット２００の内
壁を略螺旋状に削った凹形状に形成される。具体的には、摺動溝２３１～２３３は、ソケ
ット２００の下端開口部の縁から上方向に延伸した切り込みと、かかる下端開口部の縁と
略平行に延伸する切り込みとによって形成される。なお、電極２２１～２２５及び摺動溝
２３１～２３３については後述する。
【００５０】
　固定バネ３１０は、図７に示すように、上部が略直角に折れ曲がった鉤形状に形成され
る。具体的には、固定バネ３１０は、基材１１０の下面１０１に設置される設置面３１１
を上端に有する。また、固定バネ３１０の設置面３１１には、基材１１０に取り付けられ
る際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔３１２が形成される。同様に、固定バネ３２０は、
設置面３２１を有し、かかる設置面３２１にネジ通孔３２２が形成される。
【００５１】
　また、固定バネ３１０は、挟持部３１３を有し、固定バネ３２０は、挟持部３２３を有
する。挟持部３１３及び３２３は、固定バネ３１０及び３２０による反射体７００に近づ
く方向への付勢力により、互いに反射体７００を挟んで固定する。
【００５２】
　そして、図示しない固定ネジ等が固定バネ３１０のネジ通孔３１２を貫通して基材１１
０のネジ穴１３１にねじ込まれる。これにより、固定バネ３１０は、基材１１０の下面１
０１に固定される。同様に、図示しない固定ネジ等が固定バネ３２０のネジ通孔３２２を
貫通してネジ穴１３２にねじ込まれる。これにより、固定バネ３２０は、基材１１０の下
面１０１に固定される。
【００５３】
　続いて、図９に示すように、シャーシ５１０の上端辺から立設された上板５１５ｃには
、シャーシ５１０が基材１１０に固定される際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔５１８ａ
が形成される。また、シャーシ５１０の下方には、シャーシ５１０が化粧枠４００に固定
される際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔５１８ｂが形成される。同様に、シャーシ５２
０には、基材１１０に固定される際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔５２８ａと、化粧枠
４００に固定される際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔が形成される。また、シャーシ５
３０には、基材１１０に固定される際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔５３８ａと、化粧
枠４００に固定される際に固定ネジ等が貫通するネジ通孔５３８ｂが形成される。
【００５４】
　また、図９に示すように、化粧枠４００は、中央部に貫通孔４０１が形成される。また
、化粧枠４００の外側面４２０には、シャーシ５１０が固定される際に固定ネジ等がねじ
込まれるネジ穴４２１が形成され、同様に、シャーシ５２０が固定される際に固定ネジ等
がねじ込まれるネジ穴４２２が形成される。また、図示しないが、化粧枠４００の外側面
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４２０には、シャーシ５３０が固定される際に固定ネジ等がねじ込まれるネジ穴が形成さ
れる。
【００５５】
　そして、図示しない固定ネジ等がシャーシ５１０のネジ通孔５１８ａを貫通して基材１
１０のネジ穴１１１にねじ込まれるとともに、図示しない固定ネジ等がシャーシ５１０の
ネジ通孔５１８ｂを貫通して化粧枠４００のネジ穴４２１にねじ込まれる。これにより、
シャーシ５１０は、基材１１０及び化粧枠４００に固設される。同様にして、シャーシ５
２０及び５３０は、基材１１０及び化粧枠４００に固設される。このようにして、シャー
シ５１０、５２０及び５３０は、基材１１０及び化粧枠４００に固設されることで、かか
る基材１１０と化粧枠４００とを離間した状態で固定する。
【００５６】
　なお、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、互いに所定値以上の間隔を空けて、基材
１１０の周縁部の一部、及び、化粧枠４００の周縁部の一部に固設される。かかる所定値
は、例えば、シャーシ間の隙間から人間の手又は指を出すことができる程度の値が該当す
る。これにより、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、化粧枠４００の貫通孔４０１か
ら基材１１０までの空間を閉塞することなく、基材１１０と化粧枠４００とを離間した状
態で固定するので、光源ユニット６００や反射体７００の容易な着脱を可能にする。
【００５７】
（光源ユニット及び反射体の外観例）
　次に、実施形態に係る光源ユニット６００及び反射体７００について説明する。図１０
は、実施形態に係る光源ユニット６００及び反射体７００の外観例を示す拡大斜視図であ
る。
【００５８】
　まず、光源ユニット６００について説明する。図１０に示した光源ユニット６００は、
内部に発光素子が実装された基板を具備し、凸型の円柱形状に形成される。具体的には、
光源ユニット６００は、図１０に示すように、下方に第１円柱部６１０が形成され、第１
円柱部６１０の上面６１１に、第１円柱部６１０の外径よりも小さい外径の第２円柱部６
２０が形成される。かかる第２円柱部６２０は、ソケット２００の中央に形成された貫通
孔に挿入される。
【００５９】
　このような光源ユニット６００は、下面カバー６１２を有する。下面カバー６１２は、
例えば、ポリカーボネートやアクリル樹脂等の透光性部材であり、第１円柱部６１０の下
面を覆う。なお、下面カバー６１２は、高さを有しており、光源ユニット６００の側面の
一部も覆う。光源ユニット６００内部の発光素子から提供される光は、このような下面カ
バー６１２を通過して室内等を照明することとなる。
【００６０】
　また、光源ユニット６００は、第１円柱部６１０の上面６１１から上方に延伸した電極
６３１～６３５を有する。電極６３１～６３５は、差込接続器の差し込み側の電極であり
、図８に示したソケット２００の電極２２１～２２５に差し込まれる。
【００６１】
　また、光源ユニット６００は、第２円柱部６２０の外側面に、かかる外側面から外側方
向に突き出した突出部６４１～６４３を有する。これらの突出部６４１～６４３は、ソケ
ット２００の摺動溝２３１～２３３を摺動する。
【００６２】
　ここで、光源ユニット６００は、ソケット２００に差し込まれた後に、回転させられる
ことにより、ソケット２００に取り付けられる。具体的には、光源ユニット６００がソケ
ット２００に差し込まれた場合に、電極６３１～６３５がソケット２００の電極２２１～
２２５に差し込まれるとともに、突出部６４１～６４３がソケット２００の摺動溝２３１
～２３３に差し込まれる。そして、光源ユニット６００が回転させられた場合に、突出部
６４１～６４３が摺動溝２３１～２３３を摺動することにより、光源ユニット６００は固
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定される。
【００６３】
　また、図１０に示すように、光源ユニット６００は、第２円柱部６２０の上面に放熱シ
ート６５０が貼り付けられる。放熱シート６５０は、光源ユニット６００がソケット２０
０に取り付けられた際に、光源ユニット６００の上面と放熱器１００の下面１０１との双
方と密に面接触することで、光源ユニット６００を放熱器１００に密着させる。これによ
り、放熱シート６５０は、光源ユニット６００から発生する熱を放熱器１００に効率的に
伝達することができるので、放熱効果を向上させることができる。
【００６４】
　続いて、反射体７００について説明する。図１０に示すように、反射体７００は、上方
に円柱部７１０が形成され、円柱部７１０の下方に円錐台形状の円錐部７２０が形成され
る。
【００６５】
　円柱部７１０は、上下両端がそれぞれ略円形に開口された円筒形状に形成される。具体
的には、円柱部７１０は、底壁７１１及び側壁７１２を有し、下端開口部（底壁７１１の
開口部）の内径が上端開口部の内径よりも小さくなるように形成される。円錐部７２０は
、円柱部７１０の下端開口部を上端開口部とし、かかる上端開口部から下端に向かうほど
次第に大きくなる開口部が形成される。
【００６６】
　このような反射体７００は、基材１１０に取り付けられた光源ユニット６００の少なく
とも一部を露出させた状態で固定バネ３１０及び３２０により固定される。具体的には、
反射体７００は、固定バネ３１０及び３２０によって固定された場合に、円柱部７１０に
より光源ユニット６００の下面カバー６１２を被覆する。このように、反射体７００の円
柱部７１０は、下面カバー６１２を被覆する被覆部としての役割を担う。この点について
図１１を用いて説明する。図１１は、実施形態に係る照明装置１を示す側面図である。な
お、図１１では、放熱器１００については基材１１０のみを図示し、シャーシ５１０、５
２０及び５３０については図示することを省略している。
【００６７】
　図１１に示すように、反射体７００が化粧枠４００の開口部から挿入された場合に、固
定バネ３１０の挟持部３１３及び固定バネ３２０の挟持部３２３は、反射体７００の円柱
部７１０の下面を挟持する。このとき、円柱部７１０は、光源ユニット６００全体を被覆
するのではなく、光源ユニット６００の下面カバー６１２を被覆する。
【００６８】
　このように、実施形態に係る光源ユニット６００は、化粧枠４００や反射体７００や固
定部材であるシャーシ５１０等によって覆われることなく露出しているので、発光素子か
ら発生する熱を大気中に放出することができ、この結果、放熱効果を向上させることがで
きる。
【００６９】
　また、実施形態に係る反射体７００は、光源ユニット６００の下面カバー６１２を被覆
するので、下面カバー６１２を通過する光を漏らすことなく、室内等に反射させることが
できる。すなわち、反射体７００は、光源ユニット６００から発光される光を無駄なく室
内等の照明に用いることができる。
【００７０】
　ここで、図１１に示すように、固定バネ３１０及び３２０は、基材１１０に取り付けら
れた状態において、互いの設置面３１１及び３２１間の距離よりも、互いの挟持部３１３
及び３２３間の距離の方が短くなる形状に形成される。さらに、固定バネ３１０及び３２
０は、互いの挟持部３１３及び３２３間の距離よりも、互いの下端部間の距離の方が長く
なる形状に形成される。これにより、実施形態に係る照明装置１では、固定バネ３１０及
び３２０に反射体７００を容易に取り付けることができる。
【００７１】
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（各部材の位置関係）
　次に、照明装置１が有する各部材の位置関係について説明する。図１２は、実施形態に
係る各部材の位置関係を示す説明図である。図１２では、照明装置１に取り付けられたシ
ャーシ５１０、５２０及び５３０と、光源ユニット６００と、反射体７００とを上面から
見た図を示す。なお、図１２では、シャーシ５１０のうち、平板５１０ａの両端辺から立
設された立設板５１５ａ及び５１５ｂのみを図示し、シャーシ５２０及び５３０について
も同様に、立設板のみを図示する。
【００７２】
　図１２において、光源ユニット６００の外周Ｃ１は、図１０に示した第１円柱部６１０
の外周に該当する。すなわち、かかる外周Ｃ１が光源ユニット６００における最外の側壁
に該当する。
【００７３】
　また、図１２に示すように、シャーシ５１０の立設板５１５ａ及び５１５ｂは、平板５
１０ａの両端辺から光源ユニット６００（照明装置１の内側）に向かう方向に立設される
。同様に、シャーシ５２０の立設板５２５ａ及び５２５ｂは、平板５２０ａの両端辺から
光源ユニット６００に向かう方向に立設され、シャーシ５３０の立設板５３５ａ及び５３
５ｂは、平板５３０ａの両端辺から光源ユニット６００に向かう方向に立設される。
【００７４】
　図１２に示すように、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、化粧枠４００の貫通孔４
０１を挿通してから基材１１０のソケット２００に取り付けられるまでの光源ユニット６
００との間に隙間が形成されるように、基材１１０及び化粧枠４００に固設される。具体
的には、シャーシ５１０、５２０及び５３０には、化粧枠４００の貫通孔４０１からソケ
ット２００まで光源ユニット６００が挿通可能となる大きさの各立設板（立設板５１５ａ
等）が立設される。言い換えれば、光源ユニット６００は、少なくとも外周Ｃ１が、シャ
ーシ５１０の立設板５１５ａ及び５１５ｂと、シャーシ５２０の立設板５２５ａ及び５２
５ｂと、シャーシ５３０の立設板５３５ａ及び５３５ｂと当接しない大きさとなるように
形成される。
【００７５】
　すなわち、光源ユニット６００が円形である場合、光源ユニット６００の中心Ｐから外
周Ｃ１までの距離（光源ユニット６００の半径）Ｌ１１は、中心Ｐから立設板５１５ａま
での距離Ｌ２１よりも短い。また、図１２では図示することを省略するが、立設板５１５
ａ以外の他の立設板についても同様に、距離Ｌ１１は、中心Ｐから他の立設板までの距離
Ｌ２１よりも短い。
【００７６】
　また、図１２において、反射体７００の外周Ｃ２は、図１０及び図１１に示した円柱部
７１０の外周に該当する。図１２に示すように、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、
化粧枠４００の貫通孔４０１に挿入されて固定バネ３１０及び３２０に固定されるまでの
反射体７００との間に所定の隙間が形成されるように、基材１１０及び化粧枠４００に固
設される。具体的には、シャーシ５１０、５２０及び５３０には、化粧枠４００の貫通孔
４０１から固定バネ３１０及び３２０まで反射体７００の円柱部７１０が挿入可能となる
大きさの各立設板（立設板５１５ａ等）が立設される。言い換えれば、反射体７００の円
柱部７１０は、少なくとも外周Ｃ２が、シャーシ５１０の立設板５１５ａ及び５１５ｂと
、シャーシ５２０の立設板５２５ａ及び５２５ｂと、シャーシ５３０の立設板５３５ａ及
び５３５ｂと当接しない大きさとなるように形成される。
【００７７】
　すなわち、反射体７００が円形である場合、反射体７００の中心Ｐから外周Ｃ２までの
距離（円柱部７１０の半径）Ｌ１２は、中心Ｐから立設板５１５ａまでの距離Ｌ２１より
も短い。また、図１２では図示することを省略するが、立設板５１５ａ以外の他の立設板
についても同様に、距離Ｌ１２は、中心Ｐから他の立設板までの距離Ｌ２１よりも短い。
【００７８】
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　ここで、図１２に示した例において、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、固定バネ
３１０及び３２０に固定された反射体７００の近傍に位置するように、基材１１０及び化
粧枠４００に固設される。すなわち、立設板５１５ａ、５１５ｂ、５２５ａ、５２５ｂ、
５３５ａ及び５３５ｂは、固定バネ３１０及び３２０に固定された反射体７００の近傍に
位置する。
【００７９】
　図１１に示したように、反射体７００は、２個の弾性部材である固定バネ３１０及び３
２０によって固定されるので、揺れが発生した場合などには外れやすいとも考えられる。
また、付勢力が弱い固定バネ３１０及び３２０が用いられる場合にも、反射体７００は、
揺れ等で外れやすいとも考えられる。しかし、実施形態に係る照明装置１では、シャーシ
５１０、５２０及び５３０が反射体７００の近傍に位置するので、揺れが発生した場合で
あっても、反射体７００は、シャーシ５１０、５２０及び５３０と接触することで、大き
く位置ずれすることないので、固定バネ３１０及び３２０から外れにくい。このように、
実施形態に係る照明装置１では、付勢力が弱い固定バネ３１０及び３２０を用いるなどし
て反射体７００を容易に取り付けることができる一方で、かかる固定バネ３１０及び３２
０から反射体７００が外れることを防止することができる。
【００８０】
　なお、図１２において、反射体７００の外周Ｃ３は、図１０及び図１１に示した円錐部
７２０の外周に該当する。具体的には、外周Ｃ３は、円錐部７２０の下端（フランジ部分
）の外周に該当する。かかる円錐部７２０の下端は、化粧枠４００の貫通孔４０１に挿入
されない。したがって、中心Ｐから外周Ｃ３までの距離（円錐部７２０下端の半径）は、
中心Ｐから各立設板（立設板５１５ａ等）までの距離Ｌ２１よりも長くてよい。
【００８１】
　ここで、上記の通り、立設板５１５ａ及び５１５ｂは、平板５１０ａの両端辺から略垂
直に立設されているのであって、平板５１０ａの短手方向の中央から立設されているわけ
ではない。すなわち、立設板５１５ａ及び５１５ｂは、厳密には平板５１０ａから中心Ｐ
に向かう方向に立設されない。このため、立設板５１５ａ及び５１５ｂは、平板５１０ａ
の中央から立設される場合よりも、平板５１０ａから長く延伸することができる。シャー
シ５２０及び５３０における立設板（５２５ａ等）についても同様に、平板５２０ａや平
板５３０ａの中心部から立設される場合よりも、平板５２０ａや平板５３０ａから長く延
伸することができる。
【００８２】
　この点について、図１２に示した立設板５１５ｂを例に挙げて説明する。仮に、立設板
５１５ｂが平板５１０ａの中央から立設されている場合、かかる立設板５１５ｂは、少な
くとも円柱部７１０の外周Ｃ２と当接しないように、平板５１０ａの中央から延伸する距
離が長さＬ３１よりも短いことを要する。一方、平板５１０ａの端辺から立設される立設
板５１５ｂは、円柱部７１０の外周Ｃ２と当接しないように、平板５１０ａの端辺から延
伸する距離が長さＬ３１よりも長い長さＬ３２まで許容される。
【００８３】
　次に、図１３を用いて、取付け金具５１１、５２１及び５３１と、光源ユニット６００
及び反射体７００との位置関係について説明する。図１３は、実施形態に係る各部材の位
置関係を示す説明図である。図１３では、照明装置１に取り付けられた取付け金具５１１
、５２１及び５３１と、光源ユニット６００と、反射体７００とを上面から見た図を示す
。
【００８４】
　図１３では、照明装置１が天井に埋め込み設置された状態を示している。すなわち、取
付け金具５１１、５２１及び５３１は、図６に示した状態である。図１３に示すように、
取付け金具５１１は、図６に示した状態である場合に、立設板５１３ａ及び５１３ｂの上
部が光源ユニット６００の中心Ｐに最も近づく。同様に、取付け金具５２１は、立設板５
２３ａ及び５２３ｂの上部が光源ユニット６００の中心Ｐに最も近づき、取付け金具５３
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１は、立設板５３３ａ及び５３３ｂの上部が光源ユニット６００の中心Ｐに最も近づく。
【００８５】
　ここで、図１３に示すように、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、化粧枠４００
の貫通孔４０１からソケット２００まで光源ユニット６００が挿通可能となる大きさの各
立設板（立設板５１３ａ等）が立設される。言い換えれば、光源ユニット６００は、少な
くとも外周Ｃ１が、取付け金具５１１の立設板５１３ａ及び５１３ｂと、取付け金具５２
１の立設板５２３ａ及び５２３ｂと、取付け金具５３１の立設板５３３ａ及び５３３ｂと
当接しない大きさとなるように形成される。
【００８６】
　すなわち、光源ユニット６００が円形である場合、光源ユニット６００の中心Ｐから外
周Ｃ１までの距離（光源ユニット６００の半径）Ｌ１１は、中心Ｐから立設板５１３ａま
での距離Ｌ４１よりも短い。また、図１３では図示することを省略するが、立設板５１３
ａ以外の他の立設板についても同様に、距離Ｌ１１は、中心Ｐから他の立設板までの距離
Ｌ４１よりも短い。
【００８７】
　また、図１３に示すように、取付け金具５１１、５１２及び５１３は、化粧枠４００の
貫通孔４０１からソケット２００まで反射体７００の円柱部７１０が挿入可能となる大き
さの各立設板（立設板５１３ａ等）が立設される。言い換えれば、反射体７００の円柱部
７１０は、少なくとも外周Ｃ２が、取付け金具５１１の立設板５１３ａ及び５１３ｂと、
取付け金具５２１の立設板５２３ａ及び５２３ｂと、取付け金具５３１の立設板５３３ａ
及び５３３ｂと当接しない大きさとなるように形成される。
【００８８】
　すなわち、反射体７００が円形である場合、反射体７００の中心Ｐから外周Ｃ２までの
距離（円柱部７１０の半径）Ｌ１２は、中心Ｐから立設板５１３ａまでの距離Ｌ４１より
も短い。また、図１３では図示することを省略するが、立設板５１３ａ以外の他の立設板
についても同様に、距離Ｌ１２は、中心Ｐから他の立設板までの距離Ｌ４１よりも短い。
【００８９】
　なお、図１２に示した例と同様に、円錐部７２０の下端が化粧枠４００の貫通孔４０１
に挿入されないので、中心Ｐから外周Ｃ３までの距離（円錐部７２０下端の半径）は、中
心Ｐから各立設板（立設板５１３ａ等）までの距離Ｌ４１よりも長くてよい。
【００９０】
　また、図１２に示した例と同様に、立設板５１３ａ及び５１３ｂは、平板５１２の両端
辺から略垂直に立設されており、平板５１２の短手方向の中央から立設されない。このた
め、立設板５１３ａ及び５１３ｂは、平板５１２の中央から立設される場合よりも、平板
５１２から長く延伸することができる。
【００９１】
（実施形態の効果）
　上述してきたように、実施形態に係る照明装置１によれば、基材１１０周縁部の一部、
及び、貫通孔４０１が形成された化粧枠４００の周縁部の一部に、棒状の固定部材である
シャーシ５１０、５２０及び５３０が固設されることで、基材１１０と化粧枠４００とが
離間した状態で固定される。そして、照明装置１によれば、発光素子を実装する光源ユニ
ット６００が、化粧枠４００の貫通孔４０１を挿通して基材１１０に着脱される。これに
より、実施形態に係る照明装置１によれば、作業者等が、光源ユニット６００の着脱時に
照明装置１の外側に手を出すことができるので、光源ユニット６００を容易に着脱するこ
とができる。
【００９２】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、基材１１０の周縁部から化粧枠４００に向
かう方向に延伸した弾性部材である固定バネ３１０及び３２０によって、化粧枠４００の
貫通孔４０１から挿入された反射体７００が固定される。これにより、実施形態に係る照
明装置１によれば、化粧枠４００を着脱することができる。
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【００９３】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、化
粧枠４００の貫通孔４０１を挿通して基材１１０に取り付けられる光源ユニット６００と
の間に隙間が形成されるように基材１１０及び化粧枠４００に固設される。これにより、
実施形態に係る照明装置１によれば、シャーシ５１０、５２０及び５３０に妨害されるこ
となく光源ユニット６００を基材１１０に取り付けることができる。
【００９４】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、シャーシ５１０、５２０及び５３０は、化
粧枠４００の貫通孔４０１に挿入されて固定バネ３１０及び３２０によって固定される反
射体７００との間に所定の隙間が形成されるように基材１１０及び化粧枠４００に固設さ
れる。これにより、実施形態に係る照明装置１によれば、シャーシ５１０、５２０及び５
３０に妨害されることなく反射体７００を固定バネ３１０及び３２０に固定させることが
できる。さらに、実施形態に係る照明装置１によれば、固定バネ３１０及び３２０から反
射体７００が外れることを防止することができる。
【００９５】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、反射体７００は、基材１１０に取り付けら
れた光源ユニット６００の少なくとも一部を露出させた状態で固定バネ３１０及び３２０
により固定される。これにより、実施形態に係る照明装置１によれば、光源ユニット６０
０から発生する熱を大気中に放出することができるので、放熱効果を向上させることがで
きる。
【００９６】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、反射体７００は、固定バネ３１０及び３２
０によって固定された場合に、光源ユニット６００の下面カバー６１２を被覆する。これ
により、実施形態に係る照明装置１によれば、光源ユニット６００から発光される光を無
駄なく室内等の照明に用いることができる。
【００９７】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、取付け部材である取付け金具５１１が、一
端がシャーシ５１０から離れる方向に移動可能なようにシャーシ５１０に取り付けられる
。同様に、取付け金具５２１がシャーシ５２０に取り付けられ、取付け金具５３１がシャ
ーシ５３０に取り付けられる。また、化粧枠４００は、取付け金具５１１、５２１及び５
３１との間で壁を挟持する環状フランジ４１０を有する。これにより、実施形態に係る照
明装置１によれば、照明装置１を天井等に埋め込み設置することができる。
【００９８】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、
環状フランジ４１０との間で壁を挟持した状態において、化粧枠４００の貫通孔４０１を
挿通する光源ユニット６００との間に隙間が形成されるように各シャーシに取り付けられ
る。これにより、実施形態に係る照明装置１によれば、取付け金具５１１、５２１及び５
３１に妨害されることなく光源ユニット６００を基材１１０に取り付けることができる。
【００９９】
　また、実施形態に係る照明装置１によれば、取付け金具５１１、５２１及び５３１は、
環状フランジ４１０との間で壁を挟持した状態において、化粧枠４００に挿入される反射
体７００との間に隙間が形成されるように各シャーシに取り付けられる。これにより、実
施形態に係る照明装置１によれば、取付け金具５１１、５２１及び５３１に妨害されるこ
となく反射体７００を固定バネ３１０及び３２０に固定させることができる。
【０１００】
（他の実施形態）
　上記実施形態では、天井に埋め込み設置されるダウンライト型を例に挙げて説明したが
、照明装置１は、天井に埋め込み設置されるタイプ以外にも、天井や壁の表面に取り付け
られる直付け型の照明器具等にも適用することができる。また、上記実施形態では、グレ
アレス型照明装置を例に挙げて説明したが、照明装置１は、グレアレス型以外にも、通常
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【０１０１】
　また、上記実施形態に係る照明装置１は、実施形態や各図に表記した全ての部材を具備
することを要しない。例えば、照明装置１は、端子台１２を有しなくてもよい。また、照
明装置１は、３個のシャーシ５１０、５２０及び５３０ではなく、２個のシャーシを具備
してもよいし、４個以上のシャーシを具備してもよい。また、照明装置１は、２個の固定
バネ３１０及び３２０ではなく、３個以上の固定バネを具備してもよい。
【０１０２】
　また、上記実施形態に係る各部材の形状、原料及び材質は、実施形態や各図に表記した
例に限られない。例えば、基材１１０、ソケット２００、化粧枠４００、光源ユニット６
００、反射体７００などは、円形でなく矩形であってもよい。
【０１０３】
　また、上記実施形態では、固定ネジによって各部材を固設する例を示したが、照明装置
１は、固定ネジ以外のピン等の固定部材によって各部材が固設されてもよい。
【０１０４】
　以上説明したとおり、上記実施形態によれば、光源ユニットを容易に着脱することがで
きる。
【０１０５】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら実施形態は、その他の様
々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の省略、
置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や要旨に
含まれると同様に、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれるもので
ある。
【符号の説明】
【０１０６】
　　　１　照明装置
　１００　放熱器
　１１０　基材
　２００　ソケット
　４００　化粧枠
　５１０　シャーシ
　５１１　取付け金具
　５２０　シャーシ
　５２１　取付け金具
　５３０　シャーシ
　５３１　取付け金具
　６００　光源ユニット
　７００　反射体
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