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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】組立が簡易なＬＥＤランプ用放熱装置を提供す
る。
【解決手段】ＬＥＤランプ用放熱装置は、放熱フィンセ
ット１０、放熱基座２、絶縁コネクター３を備える。放
熱フィンセット１０は複数個の放熱フィン１が廻りめぐ
って構成される。放熱基座２は平板の形状で、一方の端
面の周辺には、互いに所定間隔を有する複数個の挿し溝
２１が形成される。各放熱フィン１は、垂直方向の頂端
に挿入端部１１が形成される。各放熱フィン１の挿入端
部１１はそれぞれ放熱基座２の挿し溝２１に挿し込まれ
、プレス加工により各放熱フィン１と放熱基座２の各挿
し溝２１とが結合する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤランプに設けられる放熱装置であって、
　一端に挿入端部を有する板状の複数の放熱フィンを周方向に並べることにより筒状に形
成される放熱フィンセットと、
　板状であり、前記挿入端部に対応する複数の挿し溝が周方向に形成され、前記挿入端部
が前記挿し溝に差し込まれることにより前記放熱フィンセットと結合する放熱基座と、
　前記放熱フィンセットの取り付けに用いる絶縁コネクターと、を備えることを特徴とす
るＬＥＤランプ用放熱装置。
【請求項２】
　前記放熱フィンセットの前記挿入端部側の開口端にはランプフードが設けられているこ
とを特徴とする請求項１記載のＬＥＤランプ用放熱装置。
【請求項３】
　前記放熱基座には孔が設けられていることを特徴とする請求項１記載のＬＥＤランプ用
放熱装置。
【請求項４】
　前記放熱フィンの前記挿入端部は、前記放熱フィンが折り曲がって形成される二層構造
であり、
　前記放熱基座の前記挿し溝の幅は、前記挿入端部の肉厚より略大きく形成され、
　前記挿入端部及び前記挿し溝の側壁に対してプレス加工することにより形成される押し
付け変形部を有することを特徴とする請求項１記載のＬＥＤランプ用放熱装置。
【請求項５】
　前記放熱フィンセットの前記放熱フィンの一端には二つ以上の階段部が形成されている
ことを特徴とする請求項１記載のＬＥＤランプ用放熱装置。
【請求項６】
　前記階段部は前記挿入端部であり、径方向内側に位置する前記階段部は折り曲げられて
いる水平折片を有し、
　複数の前記水平折片は、隣接して配列され、前記放熱基座の一方の端面に貼り付け可能
な環状の平面を形成することを特徴とする請求項５記載のＬＥＤランプ用放熱装置。
【請求項７】
　複数の前記放熱フィンは、前記挿入端部側の開口端の外側縁部に、前記ランプフードと
係合可能な嵌め付け溝が形成されていることを特徴とする請求項２記載のＬＥＤランプ用
放熱装置。
【請求項８】
　複数の前記放熱フィンは、前記挿入端部側とは反対側の底端の外側縁部に、前記絶縁コ
ネクターに取り付けるのに用いる外嵌め付け溝が形成されていることを特徴とする請求項
１記載のＬＥＤランプ用放熱装置。
【請求項９】
　複数の前記放熱フィンは、内側縁部に延伸折片が設けられ、当該延伸折片の前記挿入端
部側とは反対側の底端に内嵌め付け溝が形成され、
　前記絶縁コネクターには、前記内嵌め付け溝と係合可能な嵌め掛け片が形成されている
ことを特徴とする請求項１記載のＬＥＤランプ用放熱装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はＬＥＤランプ（ｌａｍｐ）に関するもので、特にＬＥＤランプ用放熱装置に関
するものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来のＬＥＤランプは、放熱フィンセット（ｆｉｎ　ｓｅｔ）、放熱基座、絶縁コネク
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ター（ｃｏｎｎｅｃｔｏｒ）、ＬＥＤ発光ユニット（ｕｎｉｔ）、およびランプフード（
ｌａｍｐ　ｈｏｏｄ）等の部材を備える。例えば特許文献１および特許文献２に示すよう
に、複数の放熱フィンが中空筒状の放熱基座の外周に設けられ、ＬＥＤランプ用放熱装置
を構成する。ＬＥＤ発光ユニットの熱は放熱基座から各放熱フィンへ伝送する。
【０００３】
　また、例えば特許文献３および特許文献４に示すように、放熱基座には複数個の凸柱が
形成され、放熱フィンの頂面には孔が形成され、凸柱が孔に差し込むことにより結合する
。放熱フィンの頂面の縁部折部と放熱基座との間に隙間が発生すすると、放熱基座から放
熱フィンへの伝熱が影響され、放熱性能が低減する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】中華民国実用新案第Ｍ４００６６０号明細書
【特許文献２】中華民国実用新案第Ｍ４１３８１７号明細書
【特許文献３】中華民国実用新案第Ｍ４００６６０号明細書
【特許文献４】中華民国実用新案第Ｍ４１３８１７号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　本考案の目的は、ＬＥＤランプ用放熱装置を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　ＬＥＤランプは放熱フィンセット、放熱基座、絶縁コネクターを備える。放熱フィンセ
ットは複数個の放熱フィンが廻りめぐって構成される。放熱基座は平板の形状で、一方の
端面の周辺には、互いに所定間隔を有する複数個の挿し溝が形成される。各放熱フィンは
、垂直方向の頂端に挿入端部が形成される。各放熱フィンの挿入端部はそれぞれ放熱基座
の挿し溝に挿し込まれ、プレス（ｐｒｅｓｓ）加工により各放熱フィンと放熱基座の各挿
し溝とが結合する。本考案は、全体的構造が精巧簡単であり、組み立て工程が簡易であり
、一回のプレス加工により全部の放熱フィンを放熱基座に緊密に取り付けることができる
。
【０００７】
　放熱フィンセットの各放熱フィンの直立方向の頂端には二つ以上の階段部が設けられ、
そのうちの一つの階段部は挿入端部である。内側に位置する階段部には水平折片が形成さ
れ、各内側の階段部の水平折片は隣接して配列されて環状の平面を形成する。環状平面が
放熱基座に当接することにより、放熱基座はより速く熱を吸収して放熱フィンへ伝送する
ことができる。
【０００８】
　放熱フィンの挿入端部は放熱フィンが折り畳んで形成される二層（または多層）の挿入
端部であり、二層の挿入端部は放熱基座の挿し溝に挿し込む可能である。放熱基座の挿し
溝の幅は折り畳まれた二層の挿入端部の厚さよりやや大きいので、プレスのプレスヘッド
（ｐｒｅｓｓ　ｈｅａｄ）を用いて二層の挿入端部の折り畳まれた部分及び挿し溝の側壁
に対してプレス加工を行うことができる。折り畳み部分を挿し溝に完全に埋め込むことが
でき、挿し溝の側壁は押し付け変形部を形成する。その押し付け変形部によって挿入端部
の折り畳み部分を緊密に押し付け、極めて堅固な結合を形成することができる。よって、
放熱フィンと挿し溝との外れまたは緩みを抑制することができる。
【０００９】
　各放熱フィンの開口端の外側縁部には嵌め付け溝が形成される。これにより、ランプフ
ードを放熱フィンセットの開口端に取り付けることができる。
【００１０】
　各放熱フィンの底端の外側縁部には外部嵌め付け溝が形成される。外部嵌め付け溝によ
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り放熱フィンセットと絶縁コネクターとを組み合わせることができる。
【００１１】
　各放熱フィンの底端の内側縁部には内部嵌め付け溝が形成される。内部嵌め付け溝と絶
縁コネクターの嵌め掛け片とが係合することで、絶縁コネクターと放熱フィンセットとの
相対回転を抑制すルことができる。
挿入端部
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の斜視図である。
【図２】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の分解斜視図である。
【図３】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の要部斜視図である。
【図４】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の底面図である。
【図５】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の要部拡大図である。
【図６】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の要部拡大図である。
【図７】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の要部拡大図である。
【図８】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の要部拡大図である。
【図９】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の放熱フィンの拡大斜視図で
ある。
【図１０】本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の断面図である。
【図１１】本考案の他の実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の放熱フィンの拡大斜視
図である。
【図１２】本考案の他の実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置の分解斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　　　（一実施形態）
　図１、図２に示すのは本考案の一実施形態によるＬＥＤランプ用放熱装置であり、放熱
フィンセット１０、放熱基座２、絶縁コネクター３を備える。放熱フィンセット１０の開
口端にはランプフード４が結合されている。
【００１４】
　放熱フィンセット１０は、複数の放熱フィン１を環設することにより構成され、各放熱
フィン１の長手方向の頂端には挿入端部１１が形成されている。
【００１５】
　放熱基座２は平板形状に形成され、一方の面２ａの縁部には周方向に複数の挿し溝２１
が形成されている（図３に示す如く）。放熱基座２の他方の面２ｂには複数のＬＥＤを有
する直列に構成される発光基板、または他のＬＥＤ発光ユニット（図面には示されていな
い）が設けられている。放熱基座２には適当に配置された孔２２、２３を有し、発光基板
またはＬＥＤ発光ユニットの配線の取り付けに用いる。
【００１６】
　絶縁コネクター３は放熱フィンセット１０の取り付けに用いられる。
　各放熱フィン１の挿入端部１１をそれぞれ放熱基座２の挿し溝２１に挿し込み、挿し溝
２１に対してプレス加工を行うことで、押圧変形を発生させ、放熱フィン１の植え部１１
と放熱基座２の挿し溝２１とを緊密に結合させる（図４に示す如く）。そして、絶縁コネ
クター３と結合し、またはランプフード４と結合してＬＥＤランプを構成する。
【００１７】
　平板形状の放熱基座２の一方の端面２ａの周辺には、所定間隔を置いて複数個の挿し溝
２１が設けられる。挿し溝２１は各放熱フィン１の挿入端部１１と対応する。適合なプレ
ス加工により緊密に結合するので、全体的の組立結合をより迅速で、簡略化することがで
きる。
【００１８】
　放熱フィン１の挿入端部１１は折り畳んで形成された二層（または多層）の挿入端部１



(5) JP 3180968 U 2013.1.17

10

20

30

40

50

１でもよい。図５に示すように、放熱基座２の挿し溝２１の幅は折り畳まれた二層の挿入
端部１１の厚さよりやや大きい。よって挿入端部１１が挿し溝２１に挿入されても挿し溝
２１には適当な隙間２１１を有する。よって、プレスヘッド５を用いて二層の挿入端部１
１の折り畳み部分１１１と挿し溝の側壁２１２に対してプレス加工を行うと（順番に図６
から図８に示す如く）、折り畳み部分１１１は挿し溝２１に完全に埋め込まれる。また、
挿し溝の側壁２１２に押し付け変形部２１２ａが形成され、押し付け変形部２１２ａと挿
入端部１１の折り畳み部分１１１と緊密に結合すれば、放熱フィン１と挿し溝２１の外れ
または緩みを抑制することができる。
【００１９】
　図９に示すように、放熱フィン１の直立方向の頂端には二つ以上の階段部が形成される
。そのうちの一つの階段部は挿入端部１１であり、内側に位置する階段部は折り曲げられ
ている水平折片１２を有する。各内側の階段部の水平折片１２は隣接して配列され、環状
の平面を形成する（図２に示す如く）。環状平面は、放熱基座２の一方の面２ａに密着し
、放熱基座２はより速く熱を吸収して放熱フィン１へ伝送することができる。この設計に
より、環状平面と放熱基座２の一方の端面２ａは密着するので、分離または隙間すること
なく、放熱基座２は快速に熱を各放熱フィン１に伝送することができる。
【００２０】
　図９に示すように、放熱フィン１の挿入端部１１は折り畳んで形成された二層または多
層の形態でもよい。折り畳みの挿入端部１１を放熱基座２の挿し溝２１に挿し込み、プレ
ス加工を行うことにより結合させる。各放熱フィン１の開口端の外側縁部１３には嵌め付
け溝１３１が形成され、ランプフード４は複数個の嵌め付け溝１３１により、放熱フィン
セット１０の開口端に簡単に結合することができる（図１０に示す如く）。
【００２１】
　図１０に示すように、各放熱フィン１の底端の外側縁部１３には外嵌め付け溝１３２が
設けられ、外嵌め付け溝１３２により複数個の外嵌め付け溝１３２が絶縁コネクター３に
組付けられる。
【００２２】
　放熱フィンセット１０と絶縁コネクター３の結合について、例えば図１１及び図１２に
示すように別の実施形態の放熱フィン１’のように、各放熱フィン１’の内側縁部に予め
延伸折片１４’を設け、延伸折片１４’の底端に内嵌め合い溝１４１’を設け、複数個の
内嵌め合い溝１４１’により放熱フィンセット１０’を予め絶縁コネクター３’に設ける
こととしても良い。
【００２３】
　複数個の嵌め掛け片３１’は、各絶縁コネクター３’が放熱フィンセット１０’に取り
付けられた場合、同時に内嵌め合い溝１４１’に嵌め付けることができ、絶縁コネクター
３’と放熱フィンセット１０’との相対回転を抑制することができる。
【００２４】
　本考案の絶縁コネクター３の形態は上記の実施形態に限らず、例えば図１、図２の実施
例に示す絶縁コネクター３は中空であっても良い。絶縁コネクター３の上端には放熱フィ
ンセット１０を取り付ける管柱３２が設けられ、下端には標準仕様のねじ付け部３３が設
けられ、周知の金属導電コネクター３３１が設けられ、絶縁コネクター３の中段には環状
縁部３４が設けられ、環状縁部３４の内側縁部には環状の嵌め止め３４１が設けられ、嵌
め止め３４１は各放熱フィン１の外嵌め付け溝１３２との結合に用いられる（図１０に示
す如く）。
【００２５】
　図１２に示す実施形態では、絶縁コネクター３’は、中空であり、上端は環状縁部３４
’であり、環形に配列された複数個の嵌め掛け片３１’が設けられ、嵌め掛け片３１’は
、各放熱フィン１’の内嵌め付け溝１３２’との結合に用いられる。
【００２６】
　本考案の設計により、放熱基座２の挿し溝２１の形状は放熱フィン１の挿入端部１１の
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ができる。例えば放熱フィン１が折り曲げ片の形状である場合、挿し溝２１も対応の折り
曲げ挿し溝に形成されることができ、精確に挿入されるようにする。このほか、放熱フィ
ン１の挿入端部１１を折り畳みの二層または多層にすることができるほか、必要時は一層
だけの形態にすることができる。
【符号の説明】
【００２７】
　　　１０・・・放熱フィンセット、
　　　　２・・・放熱基座、
　　　　３・・・絶縁コネクター、
　　　　４・・・ランプフード、
　　　　１・・・放熱フィン、
　　　１１・・・挿入端部、
　　　２ａ・・・一方の端面、
　　　２１・・・挿し溝、
　　　２ｂ・・・他方の端面、
２２、２３・・・孔、
　　２１１・・・隙間、
　　　　５・・・プレスヘッド、
　　１１１・・・折り畳み部分、
　　２１２・・・挿し溝側壁、
　２１２ａ・・・押し付け変形部、
　　　１２・・・水平折片、
　　　１３・・・外側縁部、
　　１３１・・・嵌め付け溝、
　　１３２・・・外嵌め付け溝、
　　　１’・・・放熱フィン、
　　１４’・・・延伸折片、
　１４１’・・・内嵌め付け溝、
　　１０’・・・放熱フィンセット、
　　　３’・・・絶縁コネクター、
　　３１’・・・嵌め掛け片、
　　　３２・・・管柱、
　　　３３・・・ねじ付け部、
　　３３１・・・金属導電コネクター、
　　　３４・・・環状縁部、
　　３４１・・・環状嵌め止め、
　　３４’・・・環状縁部。
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