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(57)【要約】
【課題】発光により発生する蓄熱を迅速に除去し、温度
上昇反応を回避し、照明器具の使用寿命及び安全性を延
ばし、省エネルギー、環境保護を達成する照明装置を提
供する。
【解決手段】
本発明の照明装置は、ランプソケット体及びヒートシン
ク構造を含み、ランプソケット体は、接続軸を介し、ヒ
ートシンク構造と結合し、ヒートシンク構造をランプソ
ケット体に相対して回転させる。更に、ランプソケット
体中に動力源を加え、接続軸を牽引し、より主動的にヒ
ートシンク構造を回転させる。そのうち、口金が延伸す
る電気コネクタをヒートシンク構造が回転時、ヒートシ
ンクマスク上の導電領域との電気接触を終始保持するよ
うに設計し、これにより、ヒートシンク構造が回転時に
依然としてランプ組が電気を受け発光を保持できる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
本体と、口金と、接続軸と、を含むランプソケット体と、
ヒートシンクマスクと、導電領域と、ランプ組と、を含むヒートシンク構造と、
を含む照明装置であって、
該口金は、該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に電気説することにも用いら
れ、該口金から下向きに電気コネクタを延伸し、
該接続軸は、本該から下向きに延伸し、
該ヒートシンクマスクは、軸接続孔を有し、該接続軸を該軸接続孔に通過させ、該ヒート
シンクマスクを該本体と結合させ、該ヒートシンクマスクを該本体に相対して回転可能に
し、
該導電領域は、該ヒートシンクマスク上方に設置され、該ヒートシンクマスクが該本体に
相対して回転する時でも、該導電領域が該電気コネクタと電気接触を保持し、
該ランプ組は、電気を受けて発光することができ、該ヒートシンクマスク下方に設置され
、該ヒートシンクマスクを介し、該導電領域と固定され、電気接続する照明装置。
【請求項２】
前記接続軸は、該軸接続孔を通過し、該ヒートシンクマスクと定位結合し、該本体の内側
には、モータを設置し、該接続軸は、該モータから延伸し、該モータの駆動を受けて回転
する請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
前記本体の内側に温度センサを有する請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
前記ヒートシンクマスクは、複数の輻射状に分布するヒートシンク片を含む請求項１に記
載の照明装置。
【請求項５】
前記電気コネクタは、２つの電気端子を有し、該２つの電気端子及び該接続軸の間は、異
なる距離を有し、該導電領域は、該２つの電気端子に対応し、２つの円形接点である請求
項１に記載の照明装置。
【請求項６】
前記ランプ組は、複数のＬＥＤランプを含む請求項１に記載の照明装置。
【請求項７】
　ランプソケット体及びヒートシンク構造を含む照明装置であって、
該ランプソケット体は、該照明装置外部の電力源に電気接続でき、
該ヒートシンク構造は、該ランプソケット体に接続し、該ランプソケット体に相対して回
転し、該ヒートシンク構造の一端は、該ランプソケット体と電気接続する発光部材を有す
る照明装置。
【請求項８】
前記ランプソケット体は、更に、
本体と、
該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に電気接続することに用いる口金と、
を含む請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
前記ランプソケット体は、更に、
本体と、
該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に電気接続することに用いる口金と、
を含み、該口金から下向きに電気コネクタを延伸し、該ヒートシンク構造は、更に、ヒー
トシンクマスクと、導電領域と、ランプ組と、を含み、
該ヒートシンクマスクは、該本体と結合し、該ヒートシンクマスクを該本体に相対して回
転させ、
該導電領域は、該ヒートシンクマスク内に設置され、該ヒートシンクマスクが該本体に相
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対して回転する時でも、該導電領域が該電気コネクタと電気接触を保持し、
該ランプ組は、電気を受けて発光し、該ヒートシンクマスク内部に設置され、該ヒートシ
ンクマスクを介し該導電領域と固定され、電気接続する請求項７に記載の照明装置。
【請求項１０】
前記本体は、下向きに接続軸を延伸し、該ヒートシンクマスクは、軸接続孔を設け、該接
続軸は、該軸接続孔を通過し、該ヒートシンクマスクと固定結合し、該本体の内側は、微
小型のモータを固定設置し、該接続軸は、該モータから延伸し、該モータの駆動を受け、
回転する請求項９に記載の照明装置。
【請求項１１】
前記本体の内側に温度センサを設ける請求項９に記載の照明装置。
【請求項１２】
前記ヒートシンクマスクは、複数の輻射状に分布するヒートシンク片を含む請求項９に記
載の照明装置。
【請求項１３】
前記電気コネクタは、２つの電気端子を有し、該２つの電気端子及び該接続軸の間は、異
なる距離を有し、該導電領域は、該２つの電気端子に対応し、２つの円形接点である請求
項９に記載の照明装置。
【請求項１４】
前記ランプ組は、複数のＬＥＤランプを含む請求項９に記載の照明装置。
【請求項１５】
前記本体底端は、該ヒートシンクマスク上端と相互嵌合又はフックし、該ヒートシンクマ
スクを該本体に相対して回転させる請求項９に記載の照明装置。
【請求項１６】
前記本体底端及び該ヒートシンクマスク上端が相互に嵌合又はフックする結合端は、ボー
ルベアリング又はベアリング組の何れか１つの転動部材を設ける請求項１５に記載の照明
装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、照明装置に関し、特に、高ヒートシンク効率を有する照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤランプの長期省エネ効果の利点は、照明器具の産業において徐々に発展し、従来
の電力・エネルギーを消費する電球に取って代わる趨勢にある。
【０００３】
　ＬＥＤランプは、多くがランプ組であり、複数のＬＥＤランプを集合し、十分な照明輝
度を発生し、ＬＥＤランプランプ組の最大の問題は、ヒートシンクの問題である。図１を
参照し、図１は、従来のＬＥＤランプの照明装置１０の外観説明図である。図に示すよう
に、一般的に、口金１２下方に１つのヒートシンクマスク１４が一体に結合され、ヒート
シンクマスク１４は、複数のヒートシンクフィンから構成され、ヒートシンクマスク１４
の底端又は内部の中心箇所に、複数のＬＥＤランプを設置する（遮蔽されており、図示せ
ず）。ＬＥＤランプランプ組が発光する時、発生する高熱は、周囲のヒートシンクマスク
１４に伝導され、散逸され、ＬＥＤランプランプ組の使用寿命を延長する。
【０００４】
　ＬＥＤランプ組の絶えない熱エネルギーにより、ヒートシンクマスク１４は往々にして
熱を効率的に除去することが間に合わなくなり、長時間の使用時、照明装置１０全体は、
蓄熱が深刻になり、最終的にＬＥＤランプの最大搭載数量を制限するか、該ヒートシンク
マスク１４を大きくする必要があり、事実上、何れもその蓄熱の問題が発生する温度上昇
反応に応じることが困難であり、最終的に照明装置１０全体の過熱損壊を招く。
【０００５】
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　従って、本発明の目的は、ヒートシンク効率が高い照明装置を提供し、上記の問題を改
善することにある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２００９－２５９７３８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明の目的は、発光により発生する蓄熱を迅速に除去し、温度上昇反応を回避し、照
明器具の使用寿命及び安全性を延ばし、省エネルギー、環境保護を達成する照明装置を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の照明装置は、ランプソケット体及びヒートシンク構造を有する。該ランプソケ
ット体は、該照明装置外部の電力源に電気接続することができ、該ヒートシンク構造は、
該ランプソケット体に接続し、該ランプソケット体に相対して回転し、そのうち、該ヒー
トシンク構造の一端は、ランプソケット体と電気接続するランプ組又は発光部材を有する
。
また、本発明の実施例中、該照明装置は、ランプソケット体、及びヒートシンク構造を含
む。該ランプソケット体は、本体と、口金と、接続軸と、を含む。該ヒートシンク構造は
、ヒートシンクマスクと、導電領域と、ランプ組とを含む。
【０００９】
該口金は、該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に接続することに用い、該口
金から下向きに電気コネクタを延伸する。
該接続軸は、該本体から下向きに延伸する。
【００１０】
該ヒートシンクマスクは、軸接続孔を有し、該接続軸を該軸接続孔に通過させ、該ヒート
シンクマスクを該本体と結合させ、該ヒートシンクマスクを該本体に相対して回転可能に
する。
【００１１】
該導電領域は、該ヒートシンクマスク上方に設置され、該ヒートシンクマスクが該本体に
相対して回転する時でも、該導電領域が該電気コネクタとの電気接触を保持する。
【００１２】
該ランプ組は、電気を受けて発光でき、該ヒートシンクマスク下方に設置され、該ヒート
シンクマスクを介し、該導電領域と固定され、電気接続する。
【００１３】
すなわち本発明は以下の特徴を有する。
（１）本体と、口金と、接続軸と、を含むランプソケット体と、
ヒートシンクマスクと、導電領域と、ランプ組と、を含むヒートシンク構造と、
を含む照明装置であって、
該口金は、該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に電気説することにも用いら
れ、該口金から下向きに電気コネクタを延伸し、
該接続軸は、本該から下向きに延伸し、
該ヒートシンクマスクは、軸接続孔を有し、該接続軸を該軸接続孔に通過させ、該ヒート
シンクマスクを該本体と結合させ、該ヒートシンクマスクを該本体に相対して回転可能に
し、
該導電領域は、該ヒートシンクマスク上方に設置され、該ヒートシンクマスクが該本体に
相対して回転する時でも、該導電領域が該電気コネクタと電気接触を保持し、
該ランプ組は、電気を受けて発光することができ、該ヒートシンクマスク下方に設置され
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、該ヒートシンクマスクを介し、該導電領域と固定され、電気接続する照明装置。
（２）前記接続軸は、該軸接続孔を通過し、該ヒートシンクマスクと定位結合し、該本体
の内側には、モータを設置し、該接続軸は、該モータから延伸し、該モータの駆動を受け
て回転する（１）に記載の照明装置。
（３）前記本体の内側に温度センサを有する（２）に記載の照明装置。
（４）前記ヒートシンクマスクは、複数の輻射状に分布するヒートシンク片を含む（１）
に記載の照明装置。
（５）前記電気コネクタは、２つの電気端子を有し、該２つの電気端子及び該接続軸の間
は、異なる距離を有し、該導電領域は、該２つの電気端子に対応し、２つの円形接点であ
る（１）に記載の照明装置。
（６）前記ランプ組は、複数のＬＥＤランプを含む（１）に記載の照明装置。
【００１４】
（７）ランプソケット体及びヒートシンク構造を含む照明装置であって、
該ランプソケット体は、該照明装置外部の電力源に電気接続でき、
該ヒートシンク構造は、該ランプソケット体に接続し、該ランプソケット体に相対して回
転し、該ヒートシンク構造の一端は、該ランプソケット体と電気接続する発光部材を有す
る照明装置。
（８）前記ランプソケット体は、更に、
本体と、
該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に電気接続することに用いる口金と、
を含む（７）に記載の照明装置。
（９）前記ランプソケット体は、更に、
本体と、
該本体上端に設けられ、該照明装置外部の電力源に電気接続することに用いる口金と、
を含み、該口金から下向きに電気コネクタを延伸し、該ヒートシンク構造は、更に、ヒー
トシンクマスクと、導電領域と、ランプ組と、を含み、
該ヒートシンクマスクは、該本体と結合し、該ヒートシンクマスクを該本体に相対して回
転させ、
該導電領域は、該ヒートシンクマスク内に設置され、該ヒートシンクマスクが該本体に相
対して回転する時でも、該導電領域が該電気コネクタと電気接触を保持し、
該ランプ組は、電気を受けて発光し、該ヒートシンクマスク内部に設置され、該ヒートシ
ンクマスクを介し該導電領域と固定され、電気接続する（７）に記載の照明装置。
（１０）前記本体は、下向きに接続軸を延伸し、該ヒートシンクマスクは、軸接続孔を設
け、該接続軸は、該軸接続孔を通過し、該ヒートシンクマスクと固定結合し、該本体の内
側は、微小型のモータを固定設置し、該接続軸は、該モータから延伸し、該モータの駆動
を受け、回転する（９）に記載の照明装置。
（１１）前記本体の内側に温度センサを設ける（９）に記載の照明装置。
（１２）前記ヒートシンクマスクは、複数の輻射状に分布するヒートシンク片を含む（９
）に記載の照明装置。
（１３）前記電気コネクタは、２つの電気端子を有し、該２つの電気端子及び該接続軸の
間は、異なる距離を有し、該導電領域は、該２つの電気端子に対応し、２つの円形接点で
ある（９）に記載の照明装置。
（１４）前記ランプ組は、複数のＬＥＤランプを含む（９）に記載の照明装置。
（１５）前記本体底端は、該ヒートシンクマスク上端と相互嵌合又はフックし、該ヒート
シンクマスクを該本体に相対して回転させる（９）に記載の照明装置。
（１６）前記本体底端及び該ヒートシンクマスク上端が相互に嵌合又はフックする結合端
は、ボールベアリング又はベアリング組の何れか１つの転動部材を設ける（１５）に記載
の照明装置。
【発明の効果】
【００１５】
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従って、本発明の照明装置は、ランプソケット体及びヒートシンク構造の特殊な結合設計
により、発光により発生する蓄熱を迅速に除去し、照明器具の使用寿命及び安全性を延ば
し、ＬＥＤランプを照明光源として採用し、省エネ、環境保護を達成でき、美観を兼ね備
える。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】従来技術のＬＥＤランプの照明装置の外観説明図である。
【図２】本発明の照明装置の説明図である。
【図３】本発明の照明装置の立体分解図である。
【図４】本発明の照明装置の局部断面立体分解図である。
【図５】本発明の照明装置の断面組み立て説明図である。
【図６】本発明の照明装置の第２実施例の断面組み立て説明図である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明の利点及び精神について以下の発明の詳細な記述及び図面により更なる理解を得
ることができる。
【００１８】
　本発明の照明装置は、ランプソケット体及びヒートシンク構造を有する。該ランプソケ
ット体は、該照明装置外部の電力源に電気接続することができ、該ヒートシンク構造は、
該ランプソケット体に接続し、該ランプソケット体に相対して回転し、そのうち、該ヒー
トシンク構造の一端は、ランプソケット体と電気接続するランプ組又は発光部材を有する
。
【００１９】
図２を参照し、図２は、本発明の照明装置３０の説明図である。本発明は、照明装置３０
に関し、外観から分かるように、照明装置３０は、ランプソケット体３２及びヒートシン
ク構造３４を含む。ランプソケット体３２は、口金３３を有し、口金３３は、螺旋状に制
限するものではなく、その他、電力を導入する接続ピン又は結合端は、何れも口金とみな
すことができ、口金３３を利用し、外部の電力源に電気接続でき、前記の電力源は、例え
ば、壁面上、天井、構造体上のソケット体である。ヒートシンク構造３４は、複数の輻射
状に分布するヒートシンク片３６を含み、蓄熱を除去できる。本願の特色は、ヒートシン
ク構造３４がランプソケット体３２に相対して回転でき、ヒートシンク効果を向上するこ
とにある。
【００２０】
図３を参照し、図３は、本発明の照明装置３０の立体分解図である。ランプソケット体３
２は、口金３３以外に、更に、本体３７と、接続軸３８を含む。ヒートシンク構造３４は
、ヒートシンクマスク４０と、導電領域４２と、ランプ組４４と、を含む。
【００２１】
図３に合わせて、更に図４を参照し、図４は、本発明の照明装置３０の局部断面の立体分
解図である。口金３３は、本体３７上端に設けられ、照明装置３０外部の電力源に電気接
続することに用いられ、口金３３は、下向きに電気コネクタ４６を延伸する。接続軸３８
は、本体３７の中心箇所から下向きに延伸し、堅固な軸状物である。
【００２２】
そのうち、電気コネクタ４６は、２つの電気端子４８を有し、該２つの電気端子４８及び
接続軸３８の間は、異なる距離を有する。導電領域４２は、該２つの電気端子４８に対応
し、２つの円形接点５０であり、組み合わせた後、該２つの電気端子４８の下端は、それ
ぞれ該２つの円形接点５０に接触する。
【００２３】
ヒートシンクマスク４０、導電領域４２、及びランプ組４４は、一体に結合してなる。ヒ
ートシンクマスク４０は、対応する軸接続孔５２を有し、複数のヒートシンク片 ３６を
有する。組み合わせ時は、接続軸３８を該軸接続孔５２に通過させ、接続軸３８下端に固
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定部材、例えば、ねじ山５４又はＣ型フック等の固定部材に固定接続し、本実施例は、ね
じ山５４を採用し、ヒートシンクマスク４０を本体３７と結合させ、ヒートシンクマスク
４０を本体３７に相対して回転可能にする。
【００２４】
導電領域４２は、ヒートシンクマスク４０内に設置され、図に示すように、ヒートシンク
マスク４０上方において、ヒートシンクマスク４０が本体３７に相対して回転する時でも
、導電領域４２は、電気コネクタ４６との電気接触を保持する。
【００２５】
ランプ組４４は、光を受けて発光することができ、ヒートシンクマスク４０内部に設置さ
れ、図に示すようにヒートシンクマスク４０の下方において、ヒートシンクマスク４０は
、導電領域４２と定位し、電気接続する。本実施例中、ランプ組４４は、複数のＬＥＤラ
ンプ５６を更に含むことができ、図に示すように、いつの回路板５８の下方に設置される
。
【００２６】
このように、ヒートシンク構造３４のヒートシンクマスク４０は、ランプソケット体３２
に対応して回転し、ヒートシンク効率を向上し、回転の過程においても、ＬＥＤランプ５
６が電源との電気接続の状態を終始保持することができるので、照明の効果を絶えず発揮
することができる。
【００２７】
図４及び図５を参照し、図５は、本発明の照明装置３０の断面組み立て説明図である。ヒ
ートシンク構造３４を回転させるには、内部の動力又は外部の動力によることができる。
図５は、内部動力の実施例であり、本体３７の内側は、微小型のモータ６０を固定設置し
、動力源とし、接続軸３８は、該対応する軸接続孔５２を通過し、ヒートシンクマスク４
０と固定結合し、接続軸３８は、モータ６０から延伸し、モータ６０の駆動を受け、回転
する。
【００２８】
回転するヒートシンクマスク４０は、気流を転動し、単位時間内にヒートシンクマスク４
０がより多くの冷気に接触できるようにし、ヒートシンク性能を向上し、同時に乱動する
気流は、対流冷却を促し、更に、ヒートシンクマスク４０のヒートシンク性能を増進する
。
【００２９】
また、前記の照明装置３０は、本体３７の内側に温度センサ６２を更に設けることができ
、照明装置３０内部の温度を検出し、温度が所定の閾値より高くなった後、モータ６０を
起動し、ヒートシンクマスク４０の回転を連動する。
【００３０】
図６を参照し、図６は、本発明の照明装置３０の第２実施例の断面組み立て説明図である
。図６は、外部動力の実施例であり、そのうち、該ランプソケット体３２内に動力源を有
し、図に示すように、ランプソケット体３２に口金３３を有し、本体３７は、接続軸３８
を介しヒートシンクマスク４０と転動可能に結合するが、実際は、これに制限するもので
はなく、ランプソケット体３２の本体３７底端及びヒートシンクマスク４０の上縁の相互
の嵌合又はフック転動状態を利用するか、更に嵌合又はフックの結合端に更にローラーベ
アリング又はベアリング組の何れか一種の転動部材（図示せず）を設け、ヒートシンクマ
スク４０を本体３７に相対して回転させることもできる。何れも利用の方式であり、接続
軸３８の底端及び回路板５８(図４参照)の上方に更にC型フック６４を用い固定し、例え
ば、ここでは、外部の風力でヒートシンクマスク４０のヒートシンク片３６を吹き、ヒー
トシンク構造３４のヒートシンクマスク４０をランプソケット体３２に相対して回転させ
ることができ、更に回転するヒートシンクマスク４０の乱動気流が単位時間内にヒートシ
ンク片３６と外部冷気が接触する面積を増大させ、且つ対流冷却により、ヒートシンク性
能を効率的に向上する。
【００３１】
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このように、本発明の照明装置３０は、ランプソケット体３２及びヒートシンク構造３４
の特殊な結合設計により、発光により発生する蓄熱を迅速に除去し、照明器具の使用寿命
及び安全性を延ばし、LEDランプ５６を照明光源として採用し、省エネ、環境保護を達成
し、美観を兼ね備えることができる。
【符号の説明】
【００３２】
３０　照明装置
３２　ランプソケット体
３３　口金
３４　ヒートシンク構造
３６　ヒートシンク片
３７　本体
３８　接続軸
４０　ヒートシンクマスク
４２　導電領域
４４　ランプ組
４６　電気コネクタ
４８　電気端子
５０　円形接点
５２　軸接続孔
５４　ねじ山
５６　ＬＥＤランプ
５８　回路板
６０　モータ
６２　温度センサ
６４　Ｃ型フック
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