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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】熱対流を増強し散熱効果を高めることができ、
散熱速度を速くして作動性能を向上させる電球型発光ダ
イオード照明具及びその散熱構造を提供する。
【解決手段】電球型発光ダイオード照明具は散熱構造１
００、発光ダイオードモジュール２００、光透過ランプ
シェード３００、ランプ設置ヘッド４００からなる。散
熱構造１００は、導熱板１１０、及び導熱板１１０周縁
から上方へと湾曲して成型する複数の散熱片１２０から
なり、各散熱片１２０は相互に間隔を開けて配置する。
発光ダイオードモジュール２００は導熱板１１０底面に
密着して接続し、光透過ランプシェード３００は発光ダ
イオードモジュール２００に対応して覆い、導熱板１１
０に固定して接続する。ランプ設置ヘッド４００は各散
熱片１２０に嵌めて設置し、発光ダイオードモジュール
２００に電気的に連接する。
【選択図】図３
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　電球型発光ダイオード照明具であって、導熱板、及び該導熱板周縁から上方へと湾曲し
て成型する複数の散熱片を備える散熱構造、該導熱板底面に密着接続する発光ダイオード
モジュール、該各散熱片に嵌めて設置し、しかも該発光ダイオードモジュールに電気的に
連接するランプ設置ヘッドからなり、
　該各散熱片は、相互に間隔を開けて配置したことを特徴とする電球型発光ダイオード照
明具。
【請求項２】
　前記散熱片の延伸方向と該発光ダイオードモジュールの光投射方向とは、反対に配置し
たことを特徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具。
【請求項３】
　前記導熱板及び該各散熱片は、一体成型であることを特徴とする請求項１記載の電球型
発光ダイオード照明具。
【請求項４】
　前記ランプ設置ヘッドは、コレクト部品を備え、
　該コレクト部品には、該各散熱片をそれぞれ嵌めて固定する環状槽を開設したことを特
徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具。
【請求項５】
　前記発光ダイオードモジュールは、前記導熱板の反対側に密着接続する回路基板、該回
路基板上に設置し、しかも該回路基板に電気的連接する複数の発光ダイオード、該回路基
板にそれぞれ電気的に連接する第一導電線及び第二導電線を備え、
　該導熱板には、該第一導電線及び該第二導電線を通して設置する穿孔を開設し、
　前記ランプ設置ヘッドは、該各散熱片に嵌めて設置し、束ねるコレクト部品を備え、し
かも該コレクト部品には、該第一導電線及び該第二導電線を通して接続する貫通孔を開設
したことを特徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具。
【請求項６】
　前記電球型発光ダイオード照明具はさらに、中空管を備え、
該中空管の両端は、該穿孔及び該貫通孔中に嵌めて接続し、しかも該中空管は、該第一導
電線及び該第二導電線を通して接続する通孔を備え、該中空管の外部には、複数の溝槽を
開設したことを特徴とする請求項５記載の電球型発光ダイオード照明具。
【請求項７】
　前記発光ダイオードモジュールは、前記導熱板の反対側に密着接続する回路基板、該回
路基板上に設置し、しかも該回路基板に電気的連接する複数の発光ダイオード、該回路基
板にそれぞれ電気的に連接する第一導電線及び第二導電線を備え、
　該ランプ設置ヘッドは、該各散熱片に嵌めて接続し束ねるコレクト部品、及び該コレク
ト部品に固定して接続し、しかも該回路基板に電気的に連接する電源接続体を備えたこと
を特徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具。
【請求項８】
　前記電源接続体は、前記第一導電線を電気的に連接する端部、前記コレクト部品に固定
して接続し、しかも該第二導電線を電気的に連接する螺合接続部、該端部と該螺合接続部
との間に形成する絶縁部を備えることを特徴とする請求項７記載の電球型発光ダイオード
照明具。
【請求項９】
　前記電球型発光ダイオード照明具はさらに、光透過ランプシェードを備え、該発光ダイ
オードモジュールに対応して覆い、該導熱板に固定して接続したことを特徴とする請求項
１記載の電球型発光ダイオード照明具。
【請求項１０】
　電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造であって、
　該電球型発光ダイオード照明具は、発光ダイオードモジュールからなり、
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　前記散熱構造は、その底面に該発光ダイオードモジュールを密着接続する導熱板、該導
熱板の周縁から上方へと湾曲して成型し、しかも該各散熱片は相互に間隔を開けて配置す
る複数の散熱片からなることを特徴とする電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造
。
【請求項１１】
　前記散熱片の延伸方向と前記発光ダイオードモジュールの光投射方向とは、反対に配置
したことを特徴とする請求項１０記載の電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造。
【請求項１２】
　前記導熱板と前記各散熱片とは、一体成型であることを特徴とする請求項１０記載の電
球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、照明装置に関し、特に、電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般のタングステン電球は、タングステンを発光源とし、その構造は簡単で、設置及び
交換が非常に便利であるという特徴を備える。
　通常タングステン電球の構造は、円球状ランプシェードの末端にアダプターを固定して
接続する。
　アダプターは、ネジヤマを備え、一般の電球台内に螺入することができる。通電すると
、ランプシェード内に設置するタングステンは発熱、発光し、光線は、ランプシェードを
通して外界へと照射され、照明としての使用目的を達成する。
【０００３】
　しかし、タングステン電球が照明光線を発する際には、同時に大量の熱エネルギーを発
する。そのため、消費電力が非常に高く、エネルギーの浪費となっており、またタングス
テンは容易に焼き切れるため、タングステン電球の使用寿命は短い。
【０００４】
　発光ダイオード(light emitting diode，LED)は、電気エネルギーを光エネルギーに転
換する固態光源である。
　発光ダイオードは、体積が小さく、駆動電圧が低く、反応速度が速く、震動に強く、寿
命が長い等の特性がある。テクノロジーの発展と進歩に従い、電子部品に対するコンパク
ト化の要求も高まっている。
　このため、電球型発光ダイオード照明具は、徐々にタングステン電球に取って代わりつ
つあり、大量かつ幅広く応用されるようになっている。
【０００５】
　従来の電球型発光ダイオード照明具は、主に回路板、該回路板に電気的に連接する複数
の発光ダイオード、該各発光ダイオードを覆う光透過カバー、該回路板を接着して接続す
るアルミ押出型散熱台、該アルミ押出型散熱台に固定するアダプターからなる。
　しかし、該アルミ押出型散熱台の散熱効率は、その表面積によって決まり、周囲の気体
は、該アルミ押出型散熱台の表面とのみ熱交換を行う。
　よって、その散熱効果には限界があり、散熱速度を緩慢にしており、このため電球型発
光ダイオード照明具の作動性能に影響を及ぼしている。
　本考案は、従来の電球型発光ダイオード照明具の散熱構造の上記した欠点に鑑みてなさ
れたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実用新案登録第３１５０９１４号公報
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【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００７】
　本考案が解決しようとする課題は、熱対流を増強し、これにより散熱効率を向上させら
れる電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本考案は下記の電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構
造を提供する。
　電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造において、該電球型発光ダイオード照明
具は、導熱板、及び該導熱板周縁から上方へと湾曲して成型し、相互に間隔を開けて配置
する複数の散熱片を備える散熱構造、該導熱板底面に密着接続する発光ダイオードモジュ
ール、該各散熱片に嵌めて設置し、しかも該発光ダイオードモジュールに電気的に連接す
るランプ設置ヘッドからなり、該散熱構造は、導熱板、複数の散熱片からなり、該導熱板
の底面には、該発光ダイオードモジュールを密着接続し、該複数の散熱片は、該導熱板周
縁から上方へと湾曲して成型し、しかも該各散熱片は相互に間隔を開けて配置する。
【０００９】
　すなわち、請求項１の考案は、電球型発光ダイオード照明具であって、導熱板、及び該
導熱板周縁から上方へと湾曲して成型する複数の散熱片を備える散熱構造、該導熱板底面
に密着接続する発光ダイオードモジュール、該各散熱片に嵌めて設置し、しかも該発光ダ
イオードモジュールに電気的に連接するランプ設置ヘッドからなり、該各散熱片は、相互
に間隔を開けて配置したことを特徴とする電球型発光ダイオード照明具である。
【００１０】
　請求項２の考案は、前記散熱片の延伸方向と該発光ダイオードモジュールの光投射方向
とは、反対に配置したことを特徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具であ
る。
　請求項３の考案は、前記導熱板及び該各散熱片は、一体成型であることを特徴とする請
求項１記載の電球型発光ダイオード照明具である。
　請求項４の考案は、前記ランプ設置ヘッドは、コレクト部品を備え、該コレクト部品に
は、該各散熱片をそれぞれ嵌めて固定する環状槽を開設したことを特徴とする請求項１記
載の電球型発光ダイオード照明具である。
【００１１】
　請求項５考案は、前記発光ダイオードモジュールは、前記導熱板の反対側に密着接続す
る回路基板、該回路基板上に設置し、しかも該回路基板に電気的連接する複数の発光ダイ
オード、該回路基板にそれぞれ電気的に連接する第一導電線及び第二導電線を備え、該導
熱板には、該第一導電線及び該第二導電線を通して設置する穿孔を開設し、前記ランプ設
置ヘッドは、該各散熱片に嵌めて設置し、束ねるコレクト部品を備え、しかも該コレクト
部品には、該第一導電線及び該第二導電線を通して接続する貫通孔を開設したことを特徴
とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具である。
　請求項６の考案は、前記電球型発光ダイオード照明具はさらに、中空管を備え、該中空
管の両端は、該穿孔及び該貫通孔中に嵌めて接続し、しかも該中空管は、該第一導電線及
び該第二導電線を通して接続する通孔を備え、該中空管の外部には、複数の溝槽を開設し
たことを特徴とする請求項５記載の電球型発光ダイオード照明具である。
【００１２】
　請求項７の考案は、前記発光ダイオードモジュールは、前記導熱板の反対側に密着接続
する回路基板、該回路基板上に設置し、しかも該回路基板に電気的連接する複数の発光ダ
イオード、該回路基板にそれぞれ電気的に連接する第一導電線及び第二導電線を備え、該
ランプ設置ヘッドは、該各散熱片に嵌めて接続し束ねるコレクト部品、及び該コレクト部
品に固定して接続し、しかも該回路基板に電気的に連接する電源接続体を備えたことを特
徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具である。
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　請求項８の考案は、前記電源接続体は、前記第一導電線を電気的に連接する端部、前記
コレクト部品に固定して接続し、しかも該第二導電線を電気的に連接する螺合接続部、該
端部と該螺合接続部との間に形成する絶縁部を備えることを特徴とする請求項７記載の電
球型発光ダイオード照明具である。
　請求項９の考案は、前記電球型発光ダイオード照明具はさらに、光透過ランプシェード
を備え、該発光ダイオードモジュールに対応して覆い、該導熱板に固定して接続したこと
を特徴とする請求項１記載の電球型発光ダイオード照明具である。
【００１３】
　請求項１０の考案は、電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造であって、該電球
型発光ダイオード照明具は、発光ダイオードモジュールからなり、前記散熱構造は、その
底面に該発光ダイオードモジュールを密着接続する導熱板、該導熱板の周縁から上方へと
湾曲して成型し、しかも該各散熱片は相互に間隔を開けて配置する複数の散熱片からなる
ことを特徴とする電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造である。
【００１４】
　請求項１１の考案は、前記散熱片の延伸方向と前記発光ダイオードモジュールの光投射
方向とは、反対に配置したことを特徴とする請求項１０記載の電球型発光ダイオード照明
具及びその散熱構造である。
　請求項１２の考案は、前記導熱板と前記各散熱片とは、一体成型であることを特徴とす
る請求項１０記載の電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造である。
【考案の効果】
【００１５】
　本考案の電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構造において、周囲の気体は、各散
熱片との間を自由に出入りして熱交換を行うため、熱対流を増強し散熱効果を高めること
ができ、よって散熱速度は速くなり、電球型発光ダイオード照明具の作動性能を向上させ
ることができる。
　しかも、散熱構造の使用材料は少ないため、製造コストを削減し、全体的な重量を軽く
して、高い経済性を達成することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本考案の実施例の立体分解図である。
【図２】図１の別の角度からの立体分解図である。
【図３】本考案の立体組合せ図である。
【図４】図３の側面断面図である。
【図５】本考案の使用状態模式図である。
【考案を実施するための形態】
【００１７】
　以下に図面を参照しながら、本考案を実施するための最良の形態について詳細に説明す
る。
【実施例】
【００１８】
　図１～４に示すように、本考案の実施例の電球型発光ダイオード照明具及びその散熱構
造において、電球型発光ダイオード照明具は、導熱板110及び複数の散熱片120を備える散
熱構造100、回路基板210、複数の発光ダイオード220、第一導電線230、第二導電線240を
備える発光ダイオードモジュール200、導熱板110に固定して設置する光透過ランプシェー
ド300、コレクト部品410、電源接続体420、中空管430を備えるランプ設置ヘッド400から
なる。
【００１９】
　前記各散熱片120は、前記該導熱板110の片側周縁にそれぞれ成型し、しかも該各散熱片
120は、相互に間隔を開けて配置し、該導熱板110の周縁に環状に排列する。
　該散熱片120は、該導熱板110表面の周縁から放射状を呈し外に向い延伸して形成し、該
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導熱板110の片側へと湾曲する。
　該導熱板110と該各散熱片120とは、一体成型である。その成型方式は、プレス成型とす
ることができるが、この成型方式に限定するものではない。
　該導熱板110及び該各散熱片120は、金属などの導熱性が良好な材料により製造するが、
この材料に限定するものではない。
【００２０】
　前記導熱板110の中央には、穿孔111を貫通状に開設する。前記回路基板210上には、導
電材料により製造する印刷配線を備える。しかも、該回路基板210の片面は、導熱絶縁層(
図示なし)で覆う。
【００２１】
　該回路基板210は該導熱絶縁層を備える片面により、該導熱板110の反対側に密着し、こ
うして該回路基板210と該導熱板110底面との間に、ショートの現象が発生することを回避
する。。
【００２２】
　前記各発光ダイオード220は、それぞれ回路基板210上に設置する。該発光ダイオード(l
ight emitting diode) 220の設置方式は、ワイヤーボンディング(wire bonding)或いはフ
リップチップ(flip chip)接合方式により、該回路基板210の印刷配線と電気的に連接する
が、この方式に限定するものではない。しかも、該発光ダイオード220の光投射方向は、
該散熱片120の延伸方向と反対である。
　該第一導電線230及び該第二導電線240は、該回路基板210にそれぞれ電気的に連接し、
該穿孔111中に通して設置する。
【００２３】
　前記光透過ランプシェード300は、該発光ダイオードモジュール200を覆い、こうして該
各発光ダイオード220を密封し、防護機能を提供することができる。該光透過ランプシェ
ード300は、係合接続、螺合接続、或いは粘着接続等方式を使用し、該導熱板110に固定し
て接続することができるが、この方式に限定するものではない。該光透過ランプシェード
300は円球状を呈するが、これに限定するものではない。
【００２４】
　さらに、該光透過ランプシェード300上には、拡散層(図示なし)を形成する。
　該拡散層は、該発光ダイオード220の直射光線を、広角拡散の光線に転換することがで
き、これにより照射範囲全体を拡大することができる。
【００２５】
　前記コレクト部品410は、プラスチック等の絶縁材質により製造するが、これに限定す
るものではない。該コレクト部品410の周縁には、環状槽411を開設する。
　前記各散熱片120の末端は、それぞれ該環状槽411中に嵌めて固定し、すなわち該コレク
ト部品410を該各散熱片120に嵌めて束ねることができ、これにより該散熱構造100はより
堅固となる。
　該各散熱片120は、該導熱板110から、該コレクト部品410に向い徐々に收縮して接近し
て行き、こうして電球全体の体積を縮小することができる。
【００２６】
　前記コレクト部品410の中央には、貫通孔412を貫通状に開設し、これに該第一導電線23
0及び該第二導電線240をそれぞれ通して設置する。前記電源接続体420はおおよそ杯状を
呈し、該電源接続体420上には、端部421、絶縁部422、螺合接続部423をそれぞれ形成する
。該端部421及び該螺合接続部423は、金属等の導電材料により製造するが、これに限定す
るものではない。
【００２７】
　該螺合接続部423の外周には、ネジヤマを形成し、これにより一般の電球台中に螺合接
続することができる。前記絶縁部422は、該端部421と該螺合接続部423との間に形成し、
これにより該端部421と該螺合接続部423を絶縁して隔絶する。
【００２８】
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　前記電源接続体420は、該螺合接続部423により、該コレクト部品410上に固定して接続
する。その固定接続方式は、係合接続、螺合接続、或いは粘着接続等であるが、この方式
に限定するものではない。
　前記第一導電線230は、該端部421に電気的に連接する。前記第二導電線240は、該螺合
接続部423に電気的に連接する。該中空管430の両端は、該穿孔111及び該貫通孔412中にそ
れぞれ通して接続し、しかも該中空管430は、通孔431を備える。
【００２９】
　該通孔431には、該第一導電線230及び該第二導電線240をその中に通して設置し、該中
空管430は、該第一導電線230及び該第二導電線240を束ねてまとめ、保護機能を提供する
。
　前記中空管430の外部には、複数の溝槽432を開設し、該中空管430の表面積を拡大し、
その散熱性能を向上させることができる。
【００３０】
　図５に示すように、該ランプ設置ヘッド400の該螺合接続部423を、一般の電球台中に螺
合して接続し、一般の電球台と対応させて使用することができるため、全体を交換する必
要がなく、よって高い利便性と実用性を備える。
　前記端部421は、一般の電球台の正極に電気的に連接し、該螺合接続部423は、一般の電
球台の負極に電気的に連接する。
　さらに、該回路基板210、該第一導電線230、該第二導電線240により電流回路を形成し
、該各発光ダイオード220に通電し、光線を発射させる。
【００３１】
　前記発光ダイオード220が光線を発している作動期間は、該発光ダイオード220及び該回
路基板210は同時に熱を発生しており、該熱は、該発光ダイオード220及び該回路基板210
から該導熱板110へと伝わる。該導熱板110はさらに、該熱を該各散熱片120及び該中空管4
30に伝え、該各散熱片120及び該中空管430は、それぞれ周囲の冷気と熱交換を行う。
　こうして、該発光ダイオード220及び該回路基板210が発生する熱量を発散することがで
きる。
【００３２】
　該各散熱片120間の間隙、及び該各散熱片120と該中空管430との間には、中空空間を形
成し、これにより周囲の気体は、その間において自由に対流することができる。こうして
熱は、熱対流効果により発散を加速され、これにより散熱効率は向上する。しかも、該散
熱構造100の材料は、従来の構造に比べ、使用材料が少ないため、材料コストを削減可能
で、全体の重量を軽くすることもでき、よって高い経済効果を備える。
【００３３】
　本考案は上記した実施例の他にも、多種の実施例が可能である。上記の本考案名称と内
容は、本考案技術内容の説明に用いたのみで、本考案を限定するものではない。本考案の
精神に基づく等価応用或いはいは部品（構造）の転換、置換、数量の増減はすべて、本考
案の保護範囲に含むものとする。
【産業上の利用可能性】
【００３４】
　本考案は実用新案登録請求の要件である新規性を備え、従来の同類製品に比べ十分な進
歩を有し、実用性が高く、社会のニーズに合致しており、産業上の利用価値は非常に大き
い。
【符号の説明】
【００３５】
100　散熱構造
110　導熱板
111　穿孔
120　散熱片
200　発光ダイオードモジュール
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210　回路基板
220　発光ダイオード
230　第一導電線
240　第二導電線
300　光透過ランプシェード
400　ランプ設置ヘッド
410　コレクト部品
411　環状槽
412　貫通孔
420　電源接続体
421　端部
422　絶縁部
423　螺合接続部
430　中空管
431　通孔
432　溝槽

【図１】

【図２】
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【図４】
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