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(57)【要約】
【課題】ＬＥＤモジュール用コネクタの取り付け作業を
容易に行なうことができること。
【解決手段】カバー部材１２は、ＬＥＤモジュール３０
のコンタクトパッドに電気的に接続されるコンタクト端
子１６を有し、ベース部材１０は、コンタクト端子１６
に選択的に接続される可動接点部１８ｂを有する接続用
端子１８を備え、雄型コネクタ部２２に着脱可能に接続
される雌型コネクタ部２０を有するもの。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　放熱用開口部を有するベース部材と、
　一端が前記ベース部材に回動可能に支持され、ＬＥＤモジュールを着脱可能に収容する
モジュール収容部を有し前記ベース部材に対し離隔する位置、または、近接する位置をと
るカバー部材と、
　前記カバー部材に配され、前記モジュール収容部に装着される前記ＬＥＤモジュールの
コンタクトパッドに当接する接点部、および、該接点部に連なる連結端子部を有するコン
タクト端子と、
　前記ベース部材に配され、前記カバー部材が前記ベース部材に対して前記近接する位置
をとる場合、前記コンタクト端子の連結端子部に当接される可動接点部を有し、供給され
る電力を前記ＬＥＤモジュールに対し給電するコネクタ部と、
　を具備して構成されるＬＥＤモジュール用コネクタ。
【請求項２】
　前記コネクタ部は、前記可動接点部と、該可動接点部に連なる固定端子部とを有する接
続用端子を備える雌型コネクタと、一端が電力供給配線部に電気的に接続され、他端が該
雌型コネクタの固定端子部に電気的に接続される雄型コネクタと、を備えることを特徴と
する請求項１記載のＬＥＤモジュール用コネクタ。
【請求項３】
　前記カバー部材を前記ベース部材に対し選択的にロック状態またはアンロック状態とす
るロック／アンロック機構をさらに備えることを特徴とする請求項１記載のＬＥＤモジュ
ール用コネクタ。
【請求項４】
　前記カバー部材が前記ベース部材に対して離隔するとき、前記カバー部材およびコンタ
クト端子が、前記雌型コネクタの接続用端子の可動接点部の復元力により、付勢されるこ
とを特徴とする請求項１記載のＬＥＤモジュール用コネクタ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤモジュールを着脱可能に収容できるＬＥＤモジュール用コネクタに関
する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置の光源としてＬＥＤモジュールが実用に供されている。このようなＬＥＤモジ
ュールは、例えば、特許文献１乃至３にも記載されるように、複数個のＬＥＤベアチップ
が格子状に配列されるＬＥＤ光源部と、各ＬＥＤベアチップに電気的に接続される給電端
子を有しそのＬＥＤ光源部を支持するメタルベース基板とを主な要素として含んで構成さ
れている。メタルベース基板は、ＬＥＤ光源部において発生する熱を外部に放熱するため
にアルミニウム等の材料で作られている。また、その各給電端子は、メタルベース基板の
端部に互いに平行に所定の間隔で形成されている。
【０００３】
　そのようなＬＥＤモジュールは、ＬＥＤモジュール用コネクタを介して照明装置に対し
着脱可能に配される。例えば、特許文献１および特許文献２にも示されるように、ＬＥＤ
モジュール用コネクタ（特許文献１および特許文献２においては、ＬＥＤ光源用ソケット
とも呼ばれる）は、ヒートシンクの平坦面上に配される。ＬＥＤモジュール用コネクタは
、ヒートシンクの平坦面上に配されるロアフレームと、そのロアフレームに対して回動可
能に支持され、ＬＥＤモジュールを着脱可能に支持するアッパーフレームとを主な要素と
して含んで構成されている。
【０００４】
　アッパーフレームの端部には、供給される電力をＬＥＤモジュールの各給電端子に当接
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してＬＥＤモジュールに供給する給電端子が設けられている。各給電端子の一端は、外部
に向けて突出しており、電力供給配線部に半田付け固定により接続される。
【０００５】
　ロアフレームにおける装着されたＬＥＤモジュールに対向する位置には、ＬＥＤモジュ
ールのメタルベース基板と当接し放熱効率を高める放熱シートが設けられている。
【０００６】
【特許文献１】特開２００４－２６５６２６号公報
【特許文献２】特開２００４－２６５６１９号公報
【特許文献３】特開２００４－６７９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　上述のようなＬＥＤモジュール用コネクタにおいて、アッパーフレームに設けられる各
給電端子の一端が、電力供給配線部に半田付け固定されているのでＬＥＤモジュールの高
輝度化に伴い給電端子の数量が増大した場合、ＬＥＤモジュール用コネクタを照明装置に
組み付けるための半田付け作業が煩雑となり、あるいは、照明装置の保守のためのＬＥＤ
モジュール用コネクタの交換作業も煩雑となるという問題を伴うこととなる。
【０００８】
　以上の問題点を考慮し、本発明は、ＬＥＤモジュールを着脱可能に収容できるＬＥＤモ
ジュール用コネクタであって、ＬＥＤモジュール用コネクタの取り付け作業を容易に行な
うことができるＬＥＤモジュール用コネクタを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上述の目的を達成するために、本発明に係るＬＥＤモジュール用コネクタは、放熱用開
口部を有するベース部材と、一端がベース部材に回動可能に支持され、ＬＥＤモジュール
を着脱可能に収容するモジュール収容部を有しベース部材に対し離隔する位置、または、
近接する位置をとるカバー部材と、カバー部材に配され、モジュール収容部に装着される
ＬＥＤモジュールのコンタクトパッドに当接する接点部、および、接点部に連なる連結端
子部を有するコンタクト端子と、ベース部材に配され、カバー部材がベース部材に対して
近接する位置をとる場合、コンタクト端子の連結端子部に当接される可動接点部を有し、
供給される電力をＬＥＤモジュールに対し給電するコネクタ部と、を備えて構成される。
【発明の効果】
【００１０】
　以上の説明から明らかなように、本発明に係るＬＥＤモジュール用コネクタによれば、
ベース部材に配され、カバー部材がベース部材に対して近接する位置をとる場合、コンタ
クト端子の連結端子部に当接される可動接点部を有し、供給される電力をＬＥＤモジュー
ルに対し給電するコネクタ部を備えることにより、半田付け作業等が不要となるのでＬＥ
Ｄモジュール用コネクタの取り付け作業を容易に行なうことができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図２は、本発明に係るＬＥＤモジュール用コネクタの一例の外観をそれを支持するヒー
トシンクとともに概略的に示す。
【００１２】
　図２におけるＬＥＤモジュール用コネクタは、例えば、図示が省略される照明装置の内
部に配される。図２において、ＬＥＤモジュール用コネクタは、後述するＬＥＤモジュー
ルを着脱可能に収容するインナープレート２４を有するカバー部材１２と、ヒートシンク
ＨＳの平坦面上に配されカバー部材１２の基部を回動可能に支持するベース部材１０と、
を主な要素として含んで構成されている。
【００１３】
　ＬＥＤモジュール３０は、図４に示されるように、矩形状の基板における一方の表面に
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放熱用部材が配されている。また、基板における他方の表面には、図示が省略されるＬＥ
Ｄ光源部、および、そのＬＥＤ光源部に電気的に接続されるコンタクトパッドが複数個、
例えば、２個形成されている。２個のコンタクトパッドは、例えば、その基板の一端に沿
って互いに略平行に形成されている。
【００１４】
　カバー部材１２は、図３に示されるように、インナープレート２４をその内側に有して
いる。インナープレート２４は、複数のコンタクト端子１６を保持するとともに、装着さ
れるＬＥＤモジュール３０を案内しコンタクト端子１６の接点部に対し位置決めするもの
とされる。
【００１５】
　カバー部材１２は、図３に示されるように、例えば、薄板金属材料で略門形の断面形状
を有するように作られ、その基部に支持軸２６の両端がそれぞれ、挿入される軸受け用の
孔を両側部に有している。これにより、後述するベース部材１０の軸受部に挿入された支
持軸２６の両端がそれぞれ、カバー部材１２の軸受け用の孔に連結されることによって、
カバー部材１２は、ベース部材１０に対して回動可能に支持されることとなる。カバー部
材１２の平坦面における基部側に対向する先端部近傍には、円形の開口部１２Ｈが形成さ
れている。開口部１２Ｈは、図２に示されるように、図示が省略されるＬＥＤモジュール
３０のＬＥＤ光源部から照射される光ビームＬＢを外部に向けて通過させるものとされる
。
【００１６】
　また、開口部１２Ｈに隣接して後述する各コンタクト端子１６の接点部に対向してスリ
ットが形成されている。
【００１７】
　さらに、カバー部材１２の両側部には、装着されるＬＥＤモジュール３０を保持する一
対の係止片１２Ｆａが相対向して折り曲げられて形成されている。一対の係止片１２Ｆａ
が設けられる位置よりも基部側にも、同様な一対の係止片１２Ｆｂが折り曲げられて形成
されている。これにより、一対の係止片１２Ｆａ、１２Ｆｂとインナープレート２４の内
面との間に装着されたＬＥＤモジュール３０は、一対の係止片１２Ｆａ、１２Ｆｂにより
保持されることとなる。
【００１８】
　インナープレート２４は、電気的絶縁材料、例えば、樹脂で作られ、図３に示されるよ
うに、一方の端部がカバー部材１２の先端側に向けて開口する位置決め用内壁部２４ｇを
有している。位置決め用内壁部２４ｇは、装着されるＬＥＤモジュール３０を案内しコン
タクト端子１６の接点部に対し位置決めするものとされる。
【００１９】
　相対向する位置決め用内壁部２４ｇの相互間には、上述のカバー部材１２の開口部１２
Ｈに対向して円形の開口部２４Ｈが形成されている。
【００２０】
　２個のコンタクト端子１６は、それぞれ、図３に示されるように、所定の間隔をもって
互いに略平行にインナープレート２４における位置決め用内壁部２４ｇにより囲まれる平
坦部に配されている。各コンタクト端子１６は、ＬＥＤモジュール３０のコンタクトパッ
ドに当接する接点部１６ａを有する可動片部と、後述する接続用端子１８の可動接点部１
８ｂに選択的に当接する連結端子部１６ｂ（図６参照）と、可動片部と連結端子部１６ｂ
とを連結する固定部とを含んで構成されている。
【００２１】
　可動片部の接点部１６ａは、その固定部に対し弾性変位可能とされ、ＬＥＤモジュール
３０のコンタクトパッドに当接するとき、ＬＥＤモジュール３０を一対の係止片１２Ｆａ
、１２Ｆｂ側に向けて付勢するものとされる。連結端子部１６ｂは、図１に示されるよう
に、その固定部に対し屈曲され、カバー部材１２の厚さ方向に向けて突出している。
【００２２】
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　その固定部は、位置決め用内壁部２４ｇにより囲まれる平坦部に形成される溝に圧入さ
れている。これにより、各コンタクト端子１６は、インナープレート２４に固定されるこ
ととなる。
【００２３】
　カバー部材１２の先端部には、図３に示されるように、後述するロック／アンロック機
構の一部を構成する一対の爪部１２ｎが所定の間隔をもって形成されている。
【００２４】
　ベース部材１０は、例えば、樹脂で成形され、上述のＬＥＤモジュール３０の放熱用シ
ートが挿入される開口部１０Ａをその中央部に有している。これにより、放熱用シートが
ヒートシンクＨＳの表面に密着せしめられる。
【００２５】
　ベース部材１０における開口部１０Ａの周辺には、図４および図５に示されるように、
ロック／アンロック機構の一部を構成するロック用部材１４が配されるフランジ部１０Ｆ
Ａと、小ネジＢｓが挿入される孔１０ｄを有するフランジ部１０ＦＢと、フランジ部１０
ＦＢに相対向して形成され、小ネジＢｓが挿入される孔１０ｄを有するフランジ部１０Ｆ
Ｃとが形成されている。
【００２６】
　フランジ部１０ＦＡには、等間隔で小ネジＢｓがそれぞれ挿入される孔１０ｄが３個形
成されている。その孔１０ｄ相互間には、それぞれ、ロック用部材１４の移動を案内する
ガイドピン１０Ｐが２箇所に設けられている。
【００２７】
　ロック用部材１４は、図３および図４に示されるように、フランジ部１０ＦＡの表面に
配される平板部１４Ｂと、平板部１４Ｂの一端からフランジ部１０ＦＡの表面に対し略垂
直に形成される係止部１４Ａとを含んで構成されている。平板部１４Ｂには、上述の各小
ネジＢｓが挿入される長孔（不図示）が孔１０ｄに対応して形成されている。その長孔は
、矢印Ｍで示されるロック用部材１４の移動方向に沿って延在している。また、その長孔
相互間には、それぞれ、ガイドピン１０Ｐが挿入されるガイド孔１４ｂが形成されている
。
【００２８】
　その係止部１４Ａには、上述のカバー部材１２の爪部１２ｎがそれぞれ、選択的に係止
される孔１４ａが所定の間隔をもって形成されている。
【００２９】
　これにより、各小ネジＢｓが緩められた状態の場合、ロック用部材１４は、ガイドピン
１０Ｐに案内されながら、図３において実線で示される位置から二点鎖線で示される位置
との間を移動可能とされる。従って、ロック／アンロック機構は、カバー部材１２の一対
の爪部１２ｎと、ロック用部材１４とにより形成される。
【００３０】
　ベース部材１０の裏面におけるフランジ部１０ＦＢとフランジ部１０ＦＣとの間には、
図５に示されるように、雌型コネクタ部２０が形成されている。ベース部材１０の裏面か
ら突出する略直方体の雌型コネクタ部２０は、後述する雄型コネクタ部２２の接続部が挿
入される凹部２０Ａを有している。凹部２０Ａ内には、接続用端子１８が所定の間隔で２
箇所に上述のコンタクト端子１６に対応して設けられている。
【００３１】
　接続用端子１８は、図１に示されるように、凹部２０Ａ内に突出し、雄型コネクタ部２
２の接続部に接続される固定端子部１８Ｃと、上述の各コンタクト端子１６に対向して配
され、弾性変位可能な可動接点部１８ｂと、固定端子部１８Ｃと可動接点部１８ｂとを連
結する固定部１８Ｆとを有している。
【００３２】
　接続用端子１８の固定部１８Ｆは、ベース部材１０の成形時に同時に鋳込まれることに
より固定されている。なお、斯かる例に限られることなく、例えば、接続用端子１８の固



(6) JP 2008-135346 A 2008.6.12

10

20

30

40

50

定部１８Ｆが、ベース部材１０の溝に圧入されることにより、固定部１８Ｆがベース部材
１０に固定されてもよい。可動接点部１８ｂは、図１に示されるように、カバー部材１２
がベース部材１０に対しアンロック状態とされ、離隔した位置をとる場合、連結端子部１
６ｂに対し離隔し、かつ、ベース部材１０の表面よりも上方に向けて突出している。一方
、図６に示されるように、カバー部材１２がベース部材１０に対しロック状態とされ近接
した位置をとる場合、可動接点部１８ｂは、連結端子部１６ｂに対し当接し下方に向けて
押圧される。
【００３３】
　斯かる構成において、ＬＥＤモジュール３０をＬＥＤモジュール用コネクタに装着する
にあたっては、先ず、ＬＥＤモジュール３０は、図４に示されるように、そのコンタクト
パッドがコンタクト端子１６の接点部１６ａに当接するようにインナープレート２４の位
置決め用内壁部２４ｇで囲まれたモジュール収容部内に挿入される。その際、ＬＥＤモジ
ュール３０は、一対の係止片１２Ｆａ、１２Ｆｂとインナープレート２４の内面とにより
保持されるとともに、その光源部が開口部２４Ｈおよび１２Ｈに対向することとなる。次
に、カバー部材１２がＬＥＤモジュール３０とともに回動されてベース部材１０に対し近
接され、かつ、小ネジＢｓが緩められた状態でロック用部材１４が図３において二点鎖線
で示される位置から実線で示される位置まで移動せしめられる。これにより、カバー部材
１２の爪部１２ｎが、ロック用部材１４の孔１４ａの周縁に係止されることによって、カ
バー部材１２がベース部材１０に対しロック状態とされる。その際、上述の放熱シートが
開口部１０Ａを介してヒートシンクＨＳの表面に密着することとなる。また、可動接点部
１８ｂは、連結端子部１６ｂに対し当接し下方に向けて押圧されるのでＬＥＤモジュール
３０がコネクタ部２０の接続用端子１８に電気的に接続されることとなる。そして、３個
の小ネジＢｓが再度、締め付けられることにより、ＬＥＤモジュール３０のＬＥＤモジュ
ール用コネクタへの装着が完了する。
【００３４】
　一方、ＬＥＤモジュール３０をＬＥＤモジュール用コネクタから取り外すにあたっては
、先ず、ロック用部材１４における３個の小ネジＢｓが緩められた後、ロック用部材１４
が図３において実線で示される位置からニ点鎖線で示される位置まで移動せしめられる。
これにより、カバー部材１２がベース部材１０に対しアンロック状態とされるのでカバー
部材１２は、接続用端子１８の可動接点部１８ｂの復元力による押し上げ力によって、ベ
ース部材１０から離隔する方向に若干回動される。従って、ＬＥＤモジュール３０の一端
を把持し引き抜くことにより、ＬＥＤモジュール３０がＬＥＤモジュール用コネクタから
容易に取り外される。
【００３５】
　さらに、ＬＥＤモジュール用コネクタを例えば、照明装置内に配されるヒートシンクＨ
Ｓに対し組み付けるにあたっては、先ず、ベース部材１０がヒートシンクＨＳの表面に配
置された後、各小ネジＢｓが各孔１０ｄに挿入され、ヒートシンクＨＳの雌ネジ孔に捩じ
込まれる。これにより、ＬＥＤモジュール用コネクタがヒートシンクＨＳの表面上に固定
されることとなる。
【００３６】
　そして、図示が省略される電力供給配線部に接続される雄型コネクタ部２２が、図１お
よび図６に示されるように、雌型コネクタ部２０に対し着脱可能に接続される。従って、
半田付け固定作業等の煩雑な作業を必要とすることなく、ＬＥＤモジュール用コネクタを
電力供給配線部に電気的に接続できることとなる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明に係るＬＥＤモジュール用コネクタの一例の構成を概略的に示す部分断面
図である。
【図２】本発明に係るＬＥＤモジュール用コネクタの一例をヒートシンクとともに示す斜
視図である。
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【図３】カバー部材がアンロック状態において、図２に示される例を示す斜視図である。
【図４】図３において、ＬＥＤモジュールがカバー部材内に装着された状態を示す斜視図
である。
【図５】図２に示される例において裏面側から見た斜視図である。
【図６】カバー部材がロック状態において、図２に示される例を示す部分断面図である。
【符号の説明】
【００３８】
１０　　ベース部材
１２　　カバー部材
１４　　ロック部材
１６　　コンタクト端子
１６ａ　　接点部
１６ｂ　　連結端子部
１８　　接続用端子
１８ｂ　　可動接点部
１８Ｃ　　固定端子部
２０　　雌型コネクタ部
２２　　雄型コネクタ部
２４　　インナープレート
３０　　ＬＥＤモジュール

【図１】 【図２】
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【図５】
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