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(57)【要約】
【課題】　ＬＥＤ発光モジュールがＬＥＤから発生した
熱を外部に放出し、放熱を行うランプホルダ及びランプ
体の連結固定構造を有するＬＥＤランプを提供する。
【解決手段】
　ＬＥＤランプは、ランプホルダ１０を有し、ランプホ
ルダ１０上に複数のＬＥＤ発光モジュール３０が配置さ
れ、ランプホルダ１０の上方にはランプカバー２０が配
置されている。ランプホルダ１０は、放熱し易いアルミ
ニウム金属材質からなり、略円形をなす環状溝１１１が
プレス成形された底板１１を有し、底板１１の環状溝１
１１の周囲壁及び底部には、複数の穿孔１１２が設けら
れている。多数のＬＥＤ発光モジュール３０は、ランプ
ホルダ１０の環状溝１１１にそれぞれ配置され、ＬＥＤ
発光モジュール３０のそれぞれは、多数のＬＥＤ３１１
が設けられた基板３１を有し、基板３１は、ランプホル
ダ１０の環状溝１１１内に半分埋め込まれる放熱フィン
３３を下方に有する。
【選択図】　図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ランプホルダ上に複数のＬＥＤ発光モジュールが配置され、前記ランプホルダの上方に
はランプカバーが配置されたＬＥＤランプであって、
　前記ランプホルダは、放熱の容易なアルミニウム金属材質からなり、略円形をなす環状
溝がプレス成形された底板を有し、前記底板の前記環状溝の周囲壁及び底部には、複数の
穿孔が設けられ、
　前記多数のＬＥＤ発光モジュールは、前記ランプホルダの前記環状溝にそれぞれ配置さ
れ、前記ＬＥＤ発光モジュールのそれぞれは、多数のＬＥＤが設けられた基板を有し、前
記基板は、前記ランプホルダの前記環状溝内に半分埋め込まれる放熱フィンを下方に有す
ることを特徴とするランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を具備するＬＥＤランプ。
【請求項２】
　前記ランプホルダの前記環状溝の前記周囲壁上には、多数の係合部材及び多数の位置決
め部材が配置され、
　前記ＬＥＤ発光モジュールは、前記ランプホルダの前記係合部材に対応した箇所に設け
た係合部材と、前記ランプホルダの前記位置決め部材に対応した箇所に設けた位置決め部
材とを有することを特徴とする請求項１に記載のランプホルダ及びランプ体の連結固定構
造を具備するＬＥＤランプ。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ発光モジュールの前記放熱フィンは、前記基板の底部から縦向きに下方へ延
設されてなることを特徴とする請求項１に記載のランプホルダ及びランプ体の連結固定構
造を具備するＬＥＤランプ。
【請求項４】
　リフレクタを有するＬＥＤランプであって、
　前記リフレクタは、前記ランプホルダの前記底板の中心部に締結され、上方から下方に
かけて広がる錐形状をなし、
　前記リフレクタの外壁表面は、光を反射する機能を有する光反射材によって覆われてな
ることを特徴とする請求項１に記載のランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を具備す
るＬＥＤランプ。
【請求項５】
　前記リフレクタの上端には、前記ランプカバーの中心部に設けられた穿孔に貫設され、
　前記ランプカバーの外側に露出される管体が配置され、
　前記管体の外壁には、ねじ山が設けられ、
　前記リフレクタの前記管体上には、内側にねじ山が設けられたカバー体が螺着されるこ
とを特徴とする請求項４に記載のランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を具備するＬ
ＥＤランプ。
 
 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ＬＥＤランプに関するものであり、さらに詳しくは、ランプホルダ及びラン
プ体の特異な連結固定構造を有するＬＥＤランプに関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、蛍光灯は、消費電力が高く、人体に害を及ぼす水銀及び蛍光粉末が内部に含ま
れているため、近年、ＬＥＤを発光源とするランプにより徐々に代替されてきている。
【０００３】
　しかし、従来のＬＥＤを発光源とするランプは、ＬＥＤをランプホルダ本体上に固定す
る方法を用いるため、ＬＥＤが損壊すると、照明が不均一となり、視覚的な美観に悪影響
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を及ぼす。
【０００４】
　上述の問題を解決する方法は、ランプ全体を交換することであるが、ユーザーに不必要
な消費を強いたり、廃棄物を不必要に増加させるなど、環境保護の観点から好ましくない
状況となっている。また、従来のＬＥＤランプは、ＬＥＤの底部に配置された放熱パッド
を用い、ＬＥＤランプから発生した熱がランプ本体に伝熱されて放出される構造であるが
、実際には、放熱効率が好ましくなく、熱がランプ内にこもったままとなる虞がある。　
このように、従来のＬＥＤランプには、依然として改善の余地があった。
【０００５】
　かかる状況下において、ＬＥＤランプの放熱手段について多数の提案がされており、例
えば、特開２００９－２５９７３８号公報（以下、「特許文献１」という。）には、ＬＥ
Ｄモジュールと、基板と、回路装置と放熱灯座から構成されたＬＥＤランプにおいて、Ｌ
ＥＤを点灯すると発生した熱がすばやく基板によって伝達され、基板と放熱灯座との熱対
流作用により、基板上の熱が迅速に放熱灯座に伝達され放熱され、放熱されることが記載
されている。しかし、いずれも放熱構造が複雑であり、または、放熱効果が十分でないと
の指摘がされている。
【特許文献１】特開２００９－２５９７３８号公報
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　従って、本考案の第１の課題は、ＬＥＤ発光モジュールがＬＥＤから発生した熱を外部
に放出し、放熱を行うランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を有するＬＥＤランプを
提供することにある。
【０００７】
　本考案の第２の課題は、ランプの外側の厚さを薄くし、美感に優れたランプホルダ及び
ランプ体の連結固定構造を有するＬＥＤランプを提供することにある。
【０００８】
　本考案の第３の課題は、ＬＥＤ発光モジュールの交換が可能かつ容易であり、環境を汚
染させないランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を有するＬＥＤランプを提供するこ
とにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記課題を解決するために、本考案によれば、ＬＥＤランプは、ランプホルダを有し、
前記ランプホルダ上に複数のＬＥＤ発光モジュールが配置され、
　前記ランプホルダの上方にはランプカバーが配置され、前記ランプホルダは、放熱の容
易なアルミニウム金属材質からなり、略円形をなす環状溝がプレス成形された底板を有し
、前記底板の前記環状溝の周囲壁及び底部には、複数の穿孔が設けられ、
　前記多数のＬＥＤ発光モジュールは、前記ランプホルダの前記環状溝にそれぞれ配置さ
れ、前記ＬＥＤ発光モジュールのそれぞれは、多数のＬＥＤが設けられた基板を有し、前
記基板は、前記ランプホルダの前記環状溝内に半分埋め込まれる放熱フィンを下方に有す
ることを特徴とするランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を具備するＬＥＤランプが
提供される。
【００１０】
　前記ランプホルダの前記環状溝の前記周囲壁上には、多数の係合部材及び多数の位置決
め部材が配置され、前記ＬＥＤ発光モジュールは、前記ランプホルダの前記係合部材に対
応した箇所に設けた係合部材と、前記ランプホルダの前記位置決め部材に対応した箇所に
設けた位置決め部材とを有することが好ましい。
【００１１】
　前記ＬＥＤ発光モジュールの前記放熱フィンは、前記基板の底部から縦向きに下方へ延
設されていることが好ましい。
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【００１２】
　前記ＬＥＤランプは、リフレクタを有し、前記リフレクタは、前記ランプホルダの前記
底板の中心部に締結され、上から下にかけて広がる錐形状をなし、前記リフレクタの外壁
表面は、光を反射する機能を有する光反射材によって覆われていることが好ましい。
【００１３】
　前記リフレクタの上端には、前記ランプカバーの中心部に設けられた穿孔に貫設され、
前記ランプカバーの外側に露出される管体が配置され、前記管体の外壁には、ねじ山が設
けられ、前記リフレクタの前記管体上には、内側にねじ山が設けられたカバー体が螺着さ
れることが好ましい。
【考案の効果】
【００１４】
　本考案のランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を有するＬＥＤランプは、以下（１
）～（３）の効果を有する。
（１）ＬＥＤ発光モジュールがＬＥＤから発生した熱を外部に放出し、放熱を行う。
（２）ランプの外側の厚さが薄く、美感を起こさせる外観構成を有する。
（３）ＬＥＤ発光モジュールの交換を可能かつ容易に行えるようにし、環境を汚染させな
い。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプのランプホルダ及びランプ体の連結固定
構造を示す分解斜視図である。
【図２】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプのランプホルダ及びランプ体の連結固定
構造を示す断面図である。
【図３】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプのランプホルダ及びランプ体の連結固定
構造を示す一部拡大断面図である。
【図４】本考案の一実施形態によるＬＥＤ発光モジュールがランプホルダ上でリング状に
配置されたときの状態を示す平面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１６】
　以下、本考案に係るＬＥＤランプの実施形態について図面に基づいて説明する。なお、
これによって本考案が限定されるものではない。
【００１７】
　図１を参照する。図１に示すように、本考案の一実施形態によるランプホルダ及びラン
プ体の連結固定構造を有するＬＥＤランプは、ランプホルダ１０、ランプカバー２０、多
数のＬＥＤ発光モジュール３０、電源制御回路基板４０及びリフレクタ５０を含む。
【００１８】
　ランプホルダ１０は、放熱し易いアルミニウム金属材質からなり、略円盤状をなし、底
板１１を有する。底板１１の周縁には、環状壁１２が上向きに延設されている。底板１１
には、外周に沿って略円形をなす環状溝１１１がプレス成形されている。環状溝１１１は
、ランプホルダ１０の中央部分にリング状に凹設され、周囲壁及び底部を有する。底板１
１の環状溝１１１の周囲壁及び底部には、多数の穿孔１１２が設けられ、環状溝１１１の
周囲には、多数の係合部材１１３及び多数の位置決め部材１１４が配置されている。係合
部材１１３は、底板１１にプレス成形され、一方の端部に自由端が設けられ、他方の端部
に固定端が設けられた弾性片である。位置決め部材１１４は、底板１１にプレス成形され
、凹部を有する。
【００１９】
　ランプカバー２０は、透光材質からなり、ランプホルダ１０の形状に対応して略弧面体
の円盤形状であり、ランプホルダ１０上に配置される。ランプカバー２０の中心部には、
穿孔２１が設けられている。
【００２０】
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　多数のＬＥＤ発光モジュール３０は、ランプホルダ１０に設けられた環状溝１１１の形
状に対応してそれぞれ湾曲した弧状をなし、ハム（ｈａｍ）に形状が似ている。ＬＥＤ発
光モジュール３０は、基板３１、カバー３２及び放熱フィン３３を含む。基板３１上には
、多数のＬＥＤ３１１が配置されている。これらＬＥＤ３１１は、ＬＥＤ発光モジュール
３０の湾曲した弧状に対応して多数の弧状線状に配列されている。基板３１の側部には、
挿入口３１２が配置されている。基板３１の上方には、カバー３２が嵌設されている。カ
バー３２は、弧状の透光材質からなり、特定の色を有することから、ＬＥＤ発光モジュー
ル３０は混光作用を得ることができる。ＬＥＤ発光モジュール３０の基板３１の底部は、
縦向きに下方へ延伸し、放熱フィン３３が設けられている。放熱フィン３３の外側には、
底板１１の係合部材１１３及び位置決め部材１１４に対応するように、係合部材３３１及
び位置決め部材３３２がそれぞれ設けられている。係合部材３３１は、放熱フィン３３が
外向きに突出されて形成された隆起部であり、厚さが下から上にかけて徐々に増大してい
る。
【００２１】
　電源制御回路基板４０は、ランプホルダ１０の底板１１の中心部に締結され、ＬＥＤ発
光モジュール３０の挿入口３１２を接続することができるように、ＬＥＤ発光モジュール
３０に対応するように多数の挿入プラグ４１が設けられている。
【００２２】
　リフレクタ５０は、ランプホルダ１０の底板１１の中心部に締結され、上から下にかけ
て広がる錐形状をなす。電源制御回路基板４０は、リフレクタ５０の中に位置する。リフ
レクタ５０の外壁表面は、光を反射する機能を有する光反射紙のような光反射材５１によ
って覆われている。リフレクタ５０の上端には、ランプカバー２０の穿孔２１に貫設され
、ランプカバー２０の外側に露出される管体５２が配置されている。管体５２の外壁には
、ねじ山が設けられている。リフレクタ５０には、管体５２上に螺着させることができる
ように、内側にねじ山が設けられたカバー体５３が設けられている。
【００２３】
　図２及び図３を参照する。図２及び図３に示すように、本考案の一実施形態によるＬＥ
Ｄランプのランプホルダ及びランプ体の連結固定構造を組み立てる際、まず、底板１１の
環状溝１１１の中にＬＥＤ発光モジュール３０を入れてから、底板１１の係合部材１１３
をＬＥＤ発光モジュール３０の係合部材３３１に当設させて係合させる。ＬＥＤ発光モジ
ュール３０の位置決め部材３３２を底板１１の位置決め部材１１４の中に入れると、ＬＥ
Ｄ発光モジュール３０が位置決めされる。
【００２４】
　次に、ＬＥＤ発光モジュール３０の挿入口３１２に、電源制御回路基板４０の挿入プラ
グ４１をそれぞれ挿入する。
【００２５】
　最後に、ランプホルダ１０の底板１１にリフレクタ５０を締結し、ランプカバー２０で
ランプホルダ１０上を覆い、ランプカバー２０の穿孔２１にリフレクタ５０の管体５２を
貫設し、管体５２にカバー体５３を螺着して取り付ける。
【００２６】
　図４を参照する。図４に示すように、本考案の一実施形態によるＬＥＤランプのランプ
ホルダ及びランプ体の連結固定構造は、全てのＬＥＤ発光モジュール３０は、底板１１に
設けられた環状溝１１１の中に入れられると、リング状をなし、各ＬＥＤ発光モジュール
３０内のＬＥＤ３１１は、多数の弧状線状に配列されるため、全体的に見ると、多数の連
続した同心円のリング状蛍光灯が形成される。そのため、照明を行う際、輝度が不均一と
なってランプカバー上に影が発生することがない。また、リング状蛍光灯の数を増減させ
ることで、ランプの輝度を調整することが可能である。
【００２７】
　ＬＥＤ発光モジュール３０が故障などして交換する場合、まず、ＬＥＤ発光モジュール
３０の挿入口３１２から電源制御回路基板４０の挿入プラグ４１を抜き取ってから、ラン
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プホルダ１０からＬＥＤ発光モジュール３０を取り外し、新しいＬＥＤ発光モジュール３
０に換えると、故障したＬＥＤ発光モジュール３０を簡単に交換することが可能である。
そのため、簡便に交換及び修理を行うことができる。
【００２８】
　上述したことから分かるように、本考案のＬＥＤランプのランプホルダ及び灯体の連結
固定構造は、以下（１）～（５）の長所を有する。
（１）ランプホルダ１０は、放熱し易いアルミニウム金属材質からなり、プレス成形され
た環状溝１１１に、ＬＥＤ発光モジュール３０の基板３１を半分埋め込む。これにより、
ＬＥＤ発光モジュール３０のＬＥＤ３１１が発生させた熱が、アルミニウム金属からなる
底板１１から放出される。環状溝１１１の周囲壁及び底部に設けられた穿孔１１２により
、熱気が外に向かって放出されるため、放熱効果が高い。
（２）ＬＥＤ発光源は、多数のＬＥＤ発光モジュール３０からなり、各ＬＥＤ発光モジュ
ール３０を一つずつ取り外すことが可能であることから、ＬＥＤ発光モジュール３０が損
壊したとき、ランプ全体を破棄しなくても、損壊した部分のみを交換したり修理したりす
ることができる。そのため、ユーザに不必要な消費を強いず、また、ゴミの量を大幅に減
らし、環境を保護することができる。
（３）ＬＥＤ発光モジュール３０は、ランプホルダ１０の底板１１に設けた環状溝１１１
の中に半分埋め込まれているため、全体的に高さが低く、美感を起こさせる外観を有する
。
（４）ランプホルダ１０とＬＥＤ発光モジュール３０との固定構造は、ＬＥＤ発光モジュ
ール３０の係合部材３３１上に、ランプホルダ１０の係合部材１１３をそれぞれ当設させ
ることにより、係合機能を得る。また、ＬＥＤ発光モジュール３０の位置決め部材３３２
と、底板１１の位置決め部材１１４とを密着させることにより、ＬＥＤ発光モジュール３
０を迅速に位置決めさせたり、迅速に係合させたりすることができる。そのため、組立及
び交換を簡便に行うことができる。
（５）錐形状をなすリフレクタ５０が内部中心部に配置され、光を反射する機能によりＬ
ＥＤ発光モジュール３０の輝度を高めることができるだけでなく、錐形状に形成されてい
るため、光線が外側に広がり、照明範囲が広い。
【００２９】
　本考案の好適な実施形態を前述の通り開示したが、これらは決して本考案を限定するも
のではない。本考案の主旨と領域を逸脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることが
できる。従って、本考案の実用新案登録請求の範囲は、このような変更や修正を含めて広
く解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００３０】
１０　ランプホルダ
１１　底板
１２　環状壁
２０　ランプカバー
２１　穿孔
３０　ＬＥＤ発光モジュール
３１　基板
３２　カバー
３３　放熱フィン
４０　電源制御回路基板
４１　挿入プラグ
５０　リフレクタ
５１　光反射材
５２　管体
５３　カバー体
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１１１　環状溝
１１２　穿孔
１１３　係合部材
１１４　位置決め部材
３１１　ＬＥＤ
３１２　挿入口
３３１　係合部材
３３２　位置決め部材
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】
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