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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】軽量化を図るとともに、放熱効率をより向上さ
せたＬＥＤ照明器具の放熱構造を提供する。
【解決手段】一端に少なくとも一つの第１の開口部２１
が設けられ、他端に少なくとも一つの第２の開口部２２
が設けられているとともに、第１の開口部２１と第２の
開口部２２との間に少なくとも一つの第１の延伸部２３
を設ける。第１の延伸部２３内に風通路２４が構成され
たカバー２と、第１の延伸部２３に設けられた、一部が
風通路２４内に位置している少なくとも一つのＬＥＤモ
ジュール３と、第２の開口部２２に設けられた、一方の
面が風通路２４に対向するファン４と、一方の端部がカ
バー２に接続された灯座５と、を備える。さらに、灯座
５とカバー２とのいずれか一方において、ファン４より
も灯座５側に、風通路２４に連通する少なくとも一つの
孔５３が形成されている。
【選択図】図５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　一端に少なくとも一つの第１の開口部が設けられ、他端に少なくとも一つの第２の開口
部が設けられているとともに、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に少なくとも
一つの第１の延伸部が設けられ、前記第１の延伸部内に風通路が構成されたカバーと、
　前記第１の延伸部に設けられた、一部が前記風通路内に位置している少なくとも一つの
ＬＥＤモジュールと、
　前記第２の開口部に設けられた、一方の面が前記風通路に対向するファンと、
　一方の端部が前記カバーに接続された灯座と、
　を含み、
　前記灯座と前記カバーとのいずれか一方において、前記ファンよりも前記灯座側に前記
風通路に連通する少なくとも一つの孔が形成されていることを特徴とするＬＥＤ照明器具
の放熱構造。
【請求項２】
　前記ＬＥＤモジュールは、回路ユニットおよび複数のＬＥＤチップを有することを特徴
とする請求項１に記載のＬＥＤ照明器具の放熱構造。
【請求項３】
　前記孔は、前記灯座に形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥ
Ｄ照明器具の放熱構造。
【請求項４】
　前記孔は、前記カバーに形成されていることを特徴とする請求項１または２に記載のＬ
ＥＤ照明器具の放熱構造。
【請求項５】
　前記回路ユニットは、一部が前記風通路に位置していることを特徴とする請求項２に記
載のＬＥＤ照明器具の放熱構造。
【請求項６】
　前記灯座は、前記カバーに対して反対側となる他方の端部にソケットを有することを特
徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載のＬＥＤ照明器具の放熱構造。
【請求項７】
　前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に、さらに第２の延伸部が設けられており
、
　前記第２の延伸部と第１の延伸部との間に、前記ＬＥＤチップの照射空間が構成されて
おり、前記ＬＥＤチップは、照射空間内に配置されていることを特徴とする請求項２に記
載のＬＥＤ照明器具の放熱構造。
【請求項８】
　前記ファンは、他方の面が前記灯座に対向して前記第２の開口部に位置していることを
特徴とする請求項１から７のいずれかに記載のＬＥＤ照明器具の放熱構造。
【請求項９】
　前記灯座は、前記カバーの前記第２の開口部内において前記ファンが配置される支持部
を有することを特徴とする請求項８に記載のＬＥＤ照明器具の放熱構造。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ＬＥＤ照明器具の放熱構造に関し、特に、放熱効果を有し、軽量化を図った
ＬＥＤ照明器具の放熱構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤは、製造技術の進歩および省エネ・エコロジーの意識の高まりにより、ヘッドラ
イト、街灯、デスクランプなど各種照明器具に用いられるようになった。
【０００３】
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　ハイパワーのＬＥＤは、光線を照射する際、大きな熱エネルギーを発生するため、効果
的に熱エネルギーが除去されないと熱エネルギーが局部に溜まり、製品全体および一部の
デバイスの稼動および寿命に悪影響を与えてしまうといった問題があった。
【０００４】
　以下、このような問題を、ＬＥＤ照明器具を例として説明する。放熱構造を持たない従
来のＬＥＤは、長時間使用されると熱エネルギーが発生し、ＬＥＤ照明器具内に熱エネル
ギーが溜まってしまい、該熱エネルギーは放熱されないため、ＬＥＤが過熱してしまうこ
とが多かった。
【０００５】
　そのため、特許文献１に開示されたように、ＬＥＤ照明器具内に放熱器を設けて放熱を
行うものも発案されたが、放熱器では放熱問題を十分に解決できないといった問題があっ
た。
【０００６】
　よって、ファンが設けられたＬＥＤ照明器具がさらに発案されている。以下、従来のフ
ァンが設けられたＬＥＤ照明器具を図１、図２を用いて説明する。
【０００７】
　図１は、従来のＬＥＤ照明器具を示す斜視図、図２は、従来のＬＥＤ照明器具の側面図
である。
【０００８】
　図１、図２に示すように、従来のＬＥＤ照明器具は、灯座１０、カバー１１、ファン１
２、放熱フィンユニット１３およびＬＥＤモジュール１４を含む。
【０００９】
　灯座１０およびカバー１１は、互いに接続自在となっている。灯座１０の内部には、該
内部にファン１２を配置するための部材１０１が設けられている。
【００１０】
　ファン１２は、カバー１１から離れた位置に配置され、カバー１１との間に放熱フィン
ユニット１３が設けられている。
【００１１】
　また、放熱フィンユニット１３とカバー１１との間に、ＬＥＤモジュール１４が設けら
れ、ＬＥＤモジュール１４は、放熱フィンユニット１３上に配置され、カバー１１により
覆われている。
【００１２】
　これにより、ＬＥＤモジュール１４が光線を照射して発生した熱エネルギーが、放熱フ
ィンユニット１３により吸収され、ファン１２が気流を発生することにより放熱フィンユ
ニット１３およびＬＥＤモジュール１４から放熱を行う構成となっている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１３】
【特許文献１】特開２０１１－７７０４７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【００１４】
　しかしながら、従来の構成では、放熱フィンユニット１３の重量が重く、ＬＥＤ照明器
具全体の重量を増加させてしまうといった問題があった。
【００１５】
　本考案の目的は、上記問題に鑑みてなされたものであり、軽量化を図るとともに、放熱
効率をより向上させたＬＥＤ照明器具の放熱構造を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　上述の目的を達成するため、本考案の一態様におけるＬＥＤ照明器具の放熱構造は、一
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端に少なくとも一つの第１の開口部が設けられ、他端に少なくとも一つの第２の開口部が
設けられているとともに、前記第１の開口部と前記第２の開口部との間に少なくとも一つ
の第１の延伸部が設けられ、前記第１の延伸部内に風通路が構成されたカバーと、前記第
１の延伸部に設けられた、一部が前記風通路内に位置している少なくとも一つのＬＥＤモ
ジュールと、前記第２の開口部に設けられた、一方の面が前記風通路に対向するファンと
、一方の端部が前記カバーに接続された灯座と、を含み、前記灯座と前記カバーとのいず
れか一方において、前記ファンよりも前記灯座側に前記風通路に連通する少なくとも一つ
の孔が形成されている。
【考案の効果】
【００１７】
　本考案のＬＥＤ照明器具の放熱構造によれば、軽量化を図るとともに、放熱効率をより
向上させたＬＥＤ照明器具の放熱構造を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１８】
【図１】従来のＬＥＤ照明器具を示す斜視図
【図２】図２は、従来のＬＥＤ照明器具の側面図
【図３】本考案の第１実施形態によるＬＥＤ照明器具を示す斜視図
【図４】図３のＬＥＤ照明器具の内部の放熱構造を示す斜視図
【図５】図４のＬＥＤ照明器具の側面図
【図６】本考案の第２実施形態によるＬＥＤ照明器具を示す斜視図
【図７】図６のＬＥＤ照明器具の内部の放熱構造を示す斜視図
【図８】図７のＬＥＤ照明器具の側面図
【考案を実施するための形態】
【００１９】
　以下、本考案の実施形態を図面に基づいて説明する。　
（第１実施形態）
　図３は、本考案の第１実施形態によるＬＥＤ照明器具を示す斜視図、図４は、図３のＬ
ＥＤ照明器具の内部の放熱構造を示す斜視図、図５は、図４のＬＥＤ照明器具の側面図で
ある。
【００２０】
　図３～図５に示すように、本考案のＬＥＤ照明器具は、カバー２と、ＬＥＤモジュール
３と、ファン４と、灯座５とを含む。
【００２１】
　カバー２の一端に、少なくとも一つの第１の開口部２１が設けられているとともに、他
端に、少なくとも一つの第２の開口部２２が設けられている。
【００２２】
　また、カバー２の第１の開口部２１と第２の開口部２２との間に、少なくとも一つの第
１の延伸部２３が設けられている。
【００２３】
　第１の開口部２１および第２の開口部２２は、第１の延伸部２３を介して連接されてい
る。また、第１の延伸部２３内には、風通路２４が構成されている。
【００２４】
　また、第１の開口部２１と第２の開口部２２との間に、さらに少なくとも一つの第２の
延伸部２５が設けられており、第１の延伸部２３と第２の延伸部２５との間に照射空間２
６が構成されている。
【００２５】
　ＬＥＤモジュール３は、回路ユニット３１と、間隔をあけて配列された複数のＬＥＤチ
ップ３２とを有する。
【００２６】
　ＬＥＤチップ３２は、回路ユニット３１上に配置されている。回路ユニット３１は、第
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１の延伸部２３上に設けられており、一部が風通路２４内に位置している。また、ＬＥＤ
チップ３２は、照射空間２６内に位置している。
【００２７】
　ファン４は、第２の開口部２２に設けられ、一方の面が風通路２４および回路ユニット
３１に対向しており、他方の面が、灯座５に対向する。
【００２８】
　灯座５は、一方の端部がカバー２に接続され、他方の端部がソケット５１を有する。灯
座５上において、ファン４に対向する位置に支持部５２が設けられており、第２の開口部
２２内において、支持部５２に、ファン４が配置されている。
【００２９】
　尚、灯座５またはカバー２のいずれかにおいて、ファン４よりも灯座５側に風通路２４
に連通する少なくとも一つの孔５３が設けられる。尚、本実施形態においては、孔５３は
、灯座５に設けられている例を示している。
【００３０】
　ＬＥＤモジュール３が通電されて駆動すると、回路ユニット３１がＬＥＤチップ３２か
ら照射空間２６内において光線を発生させ、カバー２から外部に光が照射される。
【００３１】
　その後、ファン４が第２の開口部２２で駆動し、孔５３から空気を吸入して風通路２４
の回路ユニット３１に対して気流を吹き付けることにより、回路ユニット３１およびＬＥ
Ｄチップ３２に対して放熱が行われる。
【００３２】
　その後、回路ユニット３１およびＬＥＤチップ３２の熱エネルギーが第１の開口部２１
から外部に送り出され、ＬＥＤモジュール３の温度が低下する。
【００３３】
　放熱フィンを配置せずに放熱を行うため、全体の重量を低下させることができる。
【００３４】
　また、ファン４が配置されていることにより、第１の開口部２１から空気を吸入して風
通路２４の回路ユニット３１に対して気流を吹き付けることにより、回路ユニット３１お
よびＬＥＤチップ３２に対して放熱が行われることから、回路ユニット３１の熱エネルギ
ーが孔５３から外部に送り出され、ＬＥＤモジュール３の温度を低下させることもできる
。
【００３５】
（第２実施の形態）
　図６は、本考案の第２実施形態によるＬＥＤ照明器具を示す斜視図、図７は、図６のＬ
ＥＤ照明器具の内部の放熱構造を示す斜視図、図８は、図７のＬＥＤ照明器具の側面図で
ある。
【００３６】
　図６～図８に示すように、本実施形態は、第１の実施形態とほぼ同様のため、異なる部
分のみに説明を加える。
【００３７】
　本実施の形態においては、風通路２４に連通する少なくとも１つの孔５３は、カバー２
上において、ファン４よりも灯座５側に設けられている。
【００３８】
　ファン４が第２の開口部２２において駆動されると、孔５３から空気を吸入して風通路
２４の回路ユニット３１に対して気流を吹き付けることにより、回路ユニット３１および
ＬＥＤチップ３２に対して放熱が行われる。
【００３９】
　その後、回路ユニット３１およびＬＥＤチップ３２の熱エネルギーが第１の開口部２１
から外部に送り出され、ＬＥＤモジュール３の温度が低下する。
【００４０】
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　本実施の形態においても、放熱フィンを配置せずに放熱を行うため、全体の重量を低下
させることができる。
【００４１】
　本考案では好適な実施形態を前述の通りに開示したが、これらは決して本考案を限定す
るものではなく、当該技術を熟知する者は誰でも、本考案の精神と領域を脱しない範囲内
で各種の変更や修正を加えることができる。従って、本考案の保護の範囲は、実用新案請
求の範囲で指定した内容を基準とする。
【符号の説明】
【００４２】
　２…カバー
　３…ＬＥＤモジュール
　４…ファン
　５…灯座
　２１…第１の開口部
　２２…第２の開口部
　２３…第１の延伸部
　２４…風通路
　２５…第２の延伸部
　２６…照射空間
　３１…回路ユニット
　３２…ＬＥＤチップ
　５１…ソケット
　５２…支持部
　５３…孔

【図１】 【図２】
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