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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】発光ユニットを基台内に安定的に固定する装置
を提供する。
【解決手段】パッキン装置の基台１内には、底部に中空
孔を有する収容空間が設けられる。収容空間には、複数
の電極ピン１２１を有する回路板１２と、収納台２１と
、が配置される。接合ユニット３により、パッキンユニ
ット２のパッキン蓋体２２が収納台２１を収容空間内に
締め付ける。これにより、複数の電極部４１２が回路板
１２の電極ピン１２１と電気的に接触し、収納空間内に
配置された発光ユニット４は、安定的に発光する。また
、基台１の外部に露出した放熱器４３により、迅速な放
熱が行われる。また、基台１の底部に防水リングが配置
されることにより、防水効果が達成される。また、発光
ユニット４と基台１とは、随時、分解および組立をする
ことができるため、発光ユニット４の交換および修理に
便利である。
【選択図】図５
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　発光ユニットを基台内に安定的に締め付け、放熱装置に貼合させるパッキン装置であっ
て、
　少なくとも、基台、パッキンユニット、接合ユニットおよび発光ユニットから構成され
、
　前記基台には、内側の底面に中空孔を有する収容空間が設けられ、前記収容空間内には
、少なくとも２つ以上の電極ピンを有する回路板が配置され、
　前記パッキンユニットは、前記収容空間内に組み立てられる収納台と、前記基台の外部
に組み立てられ、前記収納台を前記収容空間内に締め付けるパッキン蓋体と、を含み、前
記収容台内には、内側の底面に貫通孔を有する収納空間が設けられ、
　前記接合ユニットは、前記基台の外部および前記パッキン蓋体の内側にそれぞれ設けら
れ、前記接合ユニットにより、前記パッキン蓋体は、前記基台の外部に強固に組み立てら
れ、
　前記発光ユニットは、前記パッキンユニットの収納台の収納空間内に配置され、前記発
光ユニットは、前記回路板の各電極ピンと電気的に接触する複数の電極部を含み、前記各
電極部には、一方の表面に複数の発光体を有する回路基板が電気的に接続され、前記回路
基板の他方の表面には、放熱および冷却の補助を行う放熱器が配置されることを特徴とす
るパッキン装置。
【請求項２】
　前記基台の収容空間内には、中空のリング状であり、内部に透孔を有する回路板が収納
され、前記回路板と前記収容空間の表面との間には、高さ調整体が配置されることを特徴
とする請求項１記載のパッキン装置。
【請求項３】
　前記基台の外部には、外径の小さい係合部および複数の固定部が設けられ、前記係合部
の外部には、接合ユニットが設けられることを特徴とする請求項１記載のパッキン装置。
【請求項４】
　前記パッキンユニットは、前記収容空間に組み立てられる収納台と、前記基台の外部に
組み立てられ、前記収納台を前記収容空間内に締め付けるパッキン蓋体と、を含み、前記
収納台内には、内側の底面に貫通孔を有する収納空間が設けられ、前記基台の外部と、前
記パッキン蓋体の内側と、にそれぞれ設けられる接合ユニットにより、前記パッキン蓋体
は、前記基台の外部に強固に組み立てられることを特徴とする請求項１記載のパッキン装
置。
【請求項５】
　前記基台の収容空間の内側と、前記パッキンユニットの収納台の外側と、には、係合し
て位置規制を行う位置決め部がそれぞれ設けられ、前記収容空間の内側の位置決め部と前
記収納台の外側の位置決め部は、位置決め凸部と位置決め凹部、鳩尾状の座体と溝孔また
はスライド体とスライド溝などの位置決め部材であることを特徴とする請求項１記載のパ
ッキン装置。
【請求項６】
　前記パッキンユニットの収納台の外部には、圧迫リングが突設され、前記圧迫リングと
対向する前記パッキン蓋体の内側には、支持縁が設けられることを特徴とする請求項１記
載のパッキン装置。
【請求項７】
　前記発光ユニットは、回路基板の表面に複数のアレイ状に配列される発光体を含み、前
記複数の発光体の両側には、中空管状の電極部がそれぞれ電気的に接続され、前記回路基
板の複数の発光体の外部は、光線を透過する透光層により封止されることを特徴とする請
求項１記載のパッキン装置。
【請求項８】
　前記発光ユニットは、前記収納台の収納空間内に一体成形されることを特徴とする請求
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項１記載のパッキン装置。
【請求項９】
　前記発光ユニットは、前記回路基板の他方の表面に配置される放熱器および放熱スペー
サを含み、前記放熱器および放熱スペーサは、前記基台の中空孔から外部に露出し、前記
基台の外部に露出した前記放熱器および放熱スペーサの表面には、放熱機能を有する放熱
装置が連接されることを特徴とする請求項１記載のパッキン装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、パッキン装置に関し、特に、パッキンユニットと基台とが互いに対向して締
め付けられて組み立てられることにより、発光ユニットと回路板とを安定的に電気的に接
続して発光させることができ、さらに、発光ユニットの底部の放熱器により、熱を迅速に
外部に放熱する補助が行われ、さらに、防水機能を有し、さらに、随時、分解および組立
を行うことができるため、部材の交換および修理に便利なパッキン装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　世界各国において、地球温暖化を阻止し、生活空間を快適にするため、エネルギー消費
量の削減、二酸化炭素放出量の削減、植林事業、省エネ効果のある電気製品の使用などが
積極的に行われている。照明に関して述べると、多くの省エネ灯具が使用され、電気の消
費量が削減されている。近年は、照明灯具の光源としてＬＥＤが使用され、エネルギー消
費量がさらに削減されている。ＬＥＤに関連する照明装置としては、電球、蛍光灯、デス
クランプ、灯具、懐中電灯、バックライトなどが相次いで研究開発され、製造され、使用
されている。各種の照明灯具中に使用されるＬＥＤは、輝度が高い高効率のＬＥＤを使用
する必要がある上、複数の発光チップおよび発光体を回路基板上に固定し、回路基板を操
作制御し、電源を供給することにより、複数のＬＥＤを発光させる必要がある。しかし、
ＬＥＤが省エネ効果および二酸化炭素排出量を削減する効果を有し、輝度も従来の電球、
ランプ管などに劣らないとは言え、ＬＥＤにも使用寿命がある。また、使用するときに高
熱が発生するため、迅速な放熱を行うことにより、ＬＥＤが高温により破損したり、寿命
が短くなったりするのを防止する必要がある。即ち、ＬＥＤを実際に使用するとき、下記
に示す欠点および問題が存在する。
【０００３】
（１）複数のＬＥＤが回路板上に固定されて構成される電球またはランプ管などの灯具は
、使用するとき、分解できないため、灯具中の任意の一ＬＥＤが破損したり故障したとき
、灯具全体を交換しなければならない上、改めて、組立および位置決めを行わなければな
らないため、修理および交換作業を行うとき、非常に面倒で不便である。また、交換した
後、故障した灯具中の破損していないＬＥＤを再利用することができないため、資源が浪
費されてしまう。
（２）ＬＥＤからなる灯具は、通常、複数の発光チップまたは発光体が回路板上に組み立
てられ、回路板を操作することにより、発光体または発光チップが発光する。しかし、回
路板とＬＥＤとを接合した後、分離させることができないため、灯具を交換する場合、回
路板およびＬＥＤを一緒に交換する必要があり、回路板を再利用することができないため
、資源が浪費されてしまう。
（３）ＬＥＤからなる灯具は、新しい灯具に交換した後、送電が正常であるか否かを検査
する必要があり、そうしない場合、接触不良により、ＬＥＤ灯具が発光しない状況が発生
する恐れがある。さらに、ＬＥＤが発光するときに発生する熱エネルギーを外部に排出で
きないことにより、ＬＥＤ灯具中に熱エネルギーが滞積し、ＬＥＤの使用寿命が短縮され
てしまう。
【０００４】
　従って、従来のＬＥＤ灯具における、部材が破損し、修理および交換を行わなければな
らなくなったときに発生する、作業が煩雑であり、時間および労力が掛かるという問題と
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、放熱効果に優れないという問題と、を如何に解決するかは、当該業界に従事する関連メ
ーカーの研究課題であった。
【０００５】
　本考案の考案者は、上述の従来技術の欠点に鑑み、関連資料を収集し、当該業界におけ
る長年の経験に基づき、幾度もの試作および修正を行った結果、ついにＬＥＤ灯具の組立
、修理および交換作業を迅速に行うことができるパッキン装置を案出した。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　本考案の第１の目的は、基台内に、電極ピンを有する回路板が収納され、基台の外部に
は、パッキンユニットが接合され、パッキンユニットのパッキン蓋体が収納台を基台内に
締め付けることにより、収納台の収納空間に配置された発光ユニットの複数の電極部が回
路板の各電極ピンと電気的に接触し、発光ユニットと回路板とが互いに圧接された状態で
電気的に接続されることにより、発光ユニットを安定的に発光させることができるパッキ
ン装置を提供することにある。
　本考案の第２の目的は、基台の収容空間には、中空孔が設けられ、パッキンユニットの
収納台には、貫通孔が設けられ、発光ユニットが収納台の収納空間に配置されたとき、発
光ユニットの底部に連接される放熱器が貫通孔および中空孔から基台の外部に露出し、放
熱器の外側に放熱装置、放熱フィン、放熱ファンなどが配置されることにより、発光ユニ
ットから発生する熱が迅速に放熱されるパッキン装置を提供することにある。
　本考案の第３の目的は、パッキン装置の基台を放熱装置の表面に組み立てるとき、基台
の底部と放熱装置の表面との間に、防水リングが配置されることにより、水分が放熱装置
の表面から収納台の底部に浸入し、発光ユニットの電気的な導通が影響を受けるのを防止
することができるパッキン装置を提供することにある。
　本考案の第４の目的は、基台の外側およびパッキンユニットのパッキン蓋体の内側に接
合ユニットが設けられることにより、パッキン蓋体は、収納台を基台の収容空間内に締め
付けることができる上、パッキン蓋体を基台に迅速に組立または分解してパッキンユニッ
トの収納台内の発光ユニットの交換および修理を行うことができ、これにより、組立およ
び修理に便利であるパッキン装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　請求項１の考案は、発光ユニットを基台内に安定的に締め付け、放熱装置に貼合させる
パッキン装置であって、少なくとも、基台、パッキンユニット、接合ユニットおよび発光
ユニットから構成され、基台には、内側の底面に中空孔を有する収容空間が設けられ、収
容空間内には、少なくとも２つ以上の電極ピンを有する回路板が配置され、パッキンユニ
ットは、収容空間内に組み立てられる収納台と、基台の外部に組み立てられ、収納台を収
容空間内に締め付けるパッキン蓋体と、を含み、収容台内には、内側の底面に貫通孔を有
する収納空間が設けられ、接合ユニットは、基台の外部およびパッキン蓋体の内側にそれ
ぞれ設けられ、接合ユニットにより、パッキン蓋体は、基台の外部に強固に組み立てられ
、発光ユニットは、パッキンユニットの収納台の収納空間内に配置され、発光ユニットは
、回路板の各電極ピンと電気的に接触する複数の電極部を含み、各電極部には、一方の表
面に複数の発光体を有する回路基板が電気的に接続され、回路基板の他方の表面には、放
熱および冷却の補助を行う放熱器が配置されることを特徴とするパッキン装置である。
【０００８】
　請求項２の考案は、基台の収容空間内には、中空のリング状であり、内部に透孔を有す
る回路板が収納され、回路板と収容空間の表面との間には、高さ調整体が配置されること
を特徴とする請求項１記載のパッキン装置である。
【０００９】
　請求項３の考案は、基台の外部には、外径の小さい係合部および複数の固定部が設けら
れ、係合部の外部には、接合ユニットが設けられることを特徴とする請求項１記載のパッ
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キン装置である。
【００１０】
　請求項４の考案は、パッキンユニットは、収容空間に組み立てられる収納台と、基台の
外部に組み立てられ、収納台を収容空間内に締め付けるパッキン蓋体と、を含み、収納台
内には、内側の底面に貫通孔を有する収納空間が設けられ、基台の外部と、パッキン蓋体
の内側と、にそれぞれ設けられる接合ユニットにより、パッキン蓋体は、基台の外部に強
固に組み立てられることを特徴とする請求項１記載のパッキン装置である。
【００１１】
　請求項５の考案は、基台の収容空間の内側と、パッキンユニットの収納台の外側と、に
は、係合して位置規制を行う位置決め部がそれぞれ設けられ、収容空間の内側の位置決め
部と収納台の外側の位置決め部は、位置決め凸部と位置決め凹部、鳩尾状の座体と溝孔ま
たはスライド体とスライド溝などの位置決め部材であることを特徴とする請求項１記載の
パッキン装置である。
【００１２】
　請求項６の考案は、パッキンユニットの収納台の外部には、圧迫リングが突設され、圧
迫リングと対向するパッキン蓋体の内側には、支持縁が設けられることを特徴とする請求
項１記載のパッキン装置である。
【００１３】
　請求項７の考案は、発光ユニットは、回路基板の表面に複数のアレイ状に配列される発
光体を含み、複数の発光体の両側には、中空管状の電極部がそれぞれ電気的に接続され、
回路基板の複数の発光体の外部は、光線を透過する透光層により封止されることを特徴と
する請求項１記載のパッキン装置である。
【００１４】
　請求項８の考案は、発光ユニットは、収納台の収納空間内に一体成形されることを特徴
とする請求項１記載のパッキン装置である。
【００１５】
　請求項９の考案は、発光ユニットは、回路基板の他方の表面に配置される放熱器および
放熱スペーサを含み、放熱器および放熱スペーサは、基台の中空孔から外部に露出し、基
台の外部に露出した放熱器および放熱スペーサの表面には、放熱機能を有する放熱装置が
連接されることを特徴とする請求項１記載のパッキン装置である。
【考案の効果】
【００１６】
（１）複数の基台、パッキンユニットおよび発光ユニットから電球、ランプ管または懐中
電灯などの照明灯具を構成することにより、任意の一発光ユニットが故障または破損した
場合でも、発光ユニットのパッキンユニットと基台とを分離することにより、発光ユニッ
トの修理または交換を行うことができ、灯具の照明全体を交換する必要がない。これによ
り、組立または交換を行うとき、組立および分解作業を随時迅速に行うことができ、時間
および手間を節約することができる。
（２）基台を放熱装置の表面に設置したとき、基台の底部と放熱装置の表面との間に防水
リングが配置されることにより、良好な防水効果が達成され、外部の水分が放熱装置の表
面から基台の底部に浸入するのを阻止し、基台内の発光ユニットの電気的な導通が影響を
受けるのを防止することができる。
（３）パッキンユニットが基台に組み立てられた後、発光ユニットの回路基板の他方の表
面に配置される放熱器は、基台の中空孔の外部に突出し、外部の放熱装置に緊密に貼合さ
れるため、放熱器と放熱装置との間に隙間が発生しない。これにより、発光ユニットの複
数の発光体が発光するときに発生する熱エネルギーは、滞積することなく、放熱器から放
熱装置に伝導され、基台の外部への放熱が補助される。即ち、基台内において発光ユニッ
トに熱エネルギーが滞積することがないため、発光ユニットの使用寿命を延長させること
ができる。
（４）基台の周囲には固定部が設けられ、螺合部材が放熱装置、回路基板、ランプソケッ
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トまたは照明設備上に螺合固定される。これにより、発光ユニットが故障または破損した
場合、故障または破損した発光ユニットに対し、修理または交換をすることができ、放熱
装置、回路基板、ランプソケットなどの全体を交換する必要がないため、回路基板および
ランプソケットを無駄に廃棄する必要がなく、コストを低減し、環境保護に寄与すること
ができる。
（５）パッキンユニットが発光ユニットを基台内に締め付けることにより、発光ユニット
の各電極部と回路板上の各電極ピンとを安定的に電気的に接続することができ、接触不良
または変移により、導電しない状況が発生するのを防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本考案のパッキン装置を示す斜視図である。
【図２】本考案のパッキン装置を示す分解斜視図である。
【図３】本考案のパッキン装置を示す分解断面図である。
【図４】本考案のパッキン装置を示す分解断面図である。
【図５】本考案のパッキン装置を示す断面図である。
【図６】本考案のパッキン装置の使用状態を示す断面図である。
【図７】本考案のパッキン装置の使用状態を示す斜視図である。
【考案を実施するための形態】
【００１８】
　本考案の目的、特徴および効果を示す実施形態を図面に沿って詳細に説明する。
【００１９】
　図１～図４を参照する。図１は、本考案のパッキン装置を示す斜視図である。図２は、
本考案のパッキン装置を示す分解斜視図である。図３は、本考案のパッキン装置を示す分
解断面図である。図４は、本考案のパッキン装置を示す分解断面図である。図１～図４か
ら分かるように、本考案のパッキン装置は、少なくとも、基台１、パッキンユニット２、
接合ユニット３および発光ユニット４から構成される。
【００２０】
　基台１の内部には、収容空間１０が設けられる。収容空間１０の内側の底面には、貫通
した中空孔１０１が設けられる。中空孔１０１の外周には、複数の位置規制孔１０２が設
けられる。また、収容空間１０内には、高さ調整体１１および回路板１２が配置される。
高さ調整体１１の中空の環状の内部には、貫通した内孔１１０が設けられる。内孔１１０
の外周には、複数の通孔１１１が設けられる。回路板１２の表面には、中空である透孔１
２０が設けられる。透孔１２０の外周には、複数の電極ピン１２１が突設される。各電極
ピン１２１の一方の側部が収容空間１０の各位置規制孔１０２内に嵌合位置決めされるこ
とにより、回路板１２は、収容空間１０内に位置決めされる。また、基台１の外側には、
係合部１３が設けられる。係合部１３に近い外表面には、複数の固定部１４が突設される
。
【００２１】
　パッキンユニット２は、少なくとも、収納台２１およびパッキン蓋体２２を含む。収納
台２１の内部には、収納空間２１０が設けられる。収納空間２１０の内側の底面には、貫
通孔２１１が設けられる。貫通孔２１１の外周には、複数の円孔２１２が設けられる。ま
た、収納台２１の外側壁面２１４上には、環状の圧迫リング２１３が突設される。収納台
２１の外部に中空リング状のパッキン蓋体２２が被覆され、パッキン蓋体２２の内側壁面
に突設された支持縁２２１が収納台２１の外側の圧迫リング２１３に当接される。収納台
２１の貫通孔２１１の外側表面には、スペーサ２３が配置される。
【００２２】
　接合ユニット３は、基台１の係合部１３の外部と、パッキンユニット２のパッキン蓋体
２２の内側壁面と、に成形される。接合ユニット３は、係合部１３の外部に外ねじ山３１
が成形され、パッキン蓋体２２の内側壁面に内ねじ山３２が設けられることにより構成さ
れ、外ねじ山３１と内ねじ山３２とを螺合することにより、接合される。また、接合ユニ
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ット３は、係合部１３の外部とパッキン蓋体２２の内側壁面に、係合体と係合溝などの接
合部材が設けられる構造とすることもできる。
【００２３】
　発光ユニット４は、回路を有する回路基板４１を含む。回路基板４１の一方の表面には
、複数の発光体４１１が配置される。複数の発光体４１１は、少なくとも２つ以上の中空
管状の電極部４１２に電気的に接続される。複数の電極部４１２は、回路基板４１の外側
まで延伸する。回路基板４１の複数の発光体４１１の表面は、光線を透過する透光層４２
により封止される。透光層４２の一方の表面には、透光面４２１が設けられる。回路基板
４１の複数の発光体４１１から離れた他方の表面には、放熱器４３および放熱スペーサ４
４が連接される。
【００２４】
　上述の基台１の収容空間１０の内側壁面１０３と、パッキンユニット２の収納台２１の
外側壁面２１４と、には、位置決め部５がそれぞれ成形される。位置決め部５は、収容空
間１０の内側壁面１０３と収納台２１の外側壁面２１４とに、位置決め凸部５１と位置決
め凹部５２とが成形される構造にすることができる。また、鳩尾状の座体と溝孔またはス
ライド体とスライド溝などの位置決め部材により、互いに対向接続および組立を行うこと
ができる構造とすることができる。また、基台１の収容空間１０内の回路板１２の複数の
電極ピン１２１が基台１の位置規制孔１０２から突出し、外部の電源（図示せず）に電気
的に接続されることにより、回路板１２が必要とする電源が供給される。
【００２５】
　上述の各部材が組み立てられるときの状況を述べる。基台１の収容空間１０にパッキン
ユニット２の収納台２１が配置される。このとき、収容空間１０の内側面上の各位置決め
部５の各位置決め凸部５１に収納台２１の外側面上の各位置決め部５の位置決め凹部５２
が嵌入され、係合位置決めされる。これにより、収納台２１が収容空間１０内において軸
方向に回動するのを防止することができる。また、基台１の収容空間１０内の高さ調整体
１１上の回路板１２の各電極ピン１２１が収容空間１０内において直立するように配置さ
れた後、収容空間１０にパッキンユニット２の収納台２１が配置される。また、収納台２
１の収納空間２１０中に、発光ユニット４が一体成形されることにより、発光ユニット４
は、収納台２１の収納空間２１０の内部から脱落しない。次に、発光ユニット４の透光層
４２が収納空間２１０の内部に位置決めされる。発光ユニット４の回路基板４１の外側に
配置される各電極部４１２は、収納空間２１０の内側の底面の各円孔２１２に対向配置さ
れる。また、発光ユニット４の底部の放熱器４３および放熱スペーサ４４は、収納空間２
１０の底部の貫通孔２１１から突出し、収納台２１の外側まで延伸する。以上の構成によ
り、収納台２１および発光ユニット４は、基台１の収容空間１０内に配置される。また、
発光ユニット４は、回路基板４１の表面上の中空管状の各電極部４１２により、回路板１
２の表面側縁の各電極ピン１２１に電気的に嵌合接続される。これにより、回路基板４１
と回路板１２とは、電気的に接続され、導通する。また、発光ユニット４の他方の表面の
放熱器４３および放熱スペーサ４４は、収容空間１０の中空孔１０１から突出し、基台１
の底部から外部に露出する。最後に、パッキンユニット２のパッキン蓋体２２が基台１の
外部に被覆され、基台１の固定部１４の外部の接合ユニット３に設けられた外ねじ山３１
とパッキン蓋体２２の内環面の接合ユニット３に設けられた内ねじ山３２とが螺合され、
パッキン蓋体２２の内側に突設された支持縁２２１が収納台２１の外部の圧迫リング２１
３に押圧支持されることにより、収納台２１および発光ユニット４は、収容空間１０内に
締め付けられて支持される。これにより、回路基板４１の両側の各電極部４１２は、収容
空間１０内の回路板１２の表面の各電極ピン１２１と確実に嵌合接続され、安定的に電気
的に接続される。各電極ピン１２１と電極部４１２とが電気的に導通されることにより、
回路板１２に接続された外部の電源から、回路基板４１上の複数の発光体４１１に必要な
電源を供給することができる。以上の構成により、本考案のパッキン装置が組み立てられ
る。
【００２６】
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　発光ユニット４の回路基板４１上に配置される複数の発光体４１１は、ＬＥＤ、ハイパ
ワーＬＥＤ、発光チップ、表面実装タイプのＬＥＤなどの各種の発光機能を有する発光体
４１１とすることができる。発光ユニット４の複数の発光体４１１が発光するときに発生
する熱エネルギーは、回路基板４１の他方の表面の放熱器４３および放熱スペーサ４４に
より伝導され、基台１の外部に放熱されることにより、発光ユニット４の迅速な放熱およ
び冷却が補助される。発光ユニット４の回路基板４１の複数の発光体４１１および複数の
電極部４１２の外部を封止する透光層４２の透光面４２１は、凹陥状、円弧凹状、突出状
、円弧凸状などの各種形状とすることができる。
【００２７】
　図３～図６を参照する。図３は、本考案のパッキン装置を示す分解断面図である。図４
は、本考案のパッキン装置を示す分解断面図である。図５は、本考案のパッキン装置を示
す断面図である。図６は、本考案のパッキン装置の使用状態を示す断面図である。図３～
図６から分かるように、本考案のパッキン装置は、パッキンユニット２の収納台２１とパ
ッキン蓋体２２とが対向接続されることにより、収納台２１を基台の収容空間１０内に強
固に位置決めするものである。収納台２１の収納空間２１０中の発光ユニット４は、収納
台２１がパッキン蓋体２２に押圧されることにより、収容空間１０内の回路板１２に電気
的に接続される。これにより、組立を簡単で迅速に行うことができる。また、複数の基台
１から電球、ランプ管、灯具などを構成し、発光ユニット４の複数の発光体４１１を発光
させて照明とすることができる。また、複数の発光ユニット４の１つまたは一部の発光ユ
ニット４が故障または破損した場合、故障した発光ユニット４のみの交換または修理を行
うことができる。この場合、パッキンユニット２のパッキン蓋体２２の内側面の内ねじ山
３２と、基台１の係合部１３の外側の外ねじ山３１とを分離することにより、収納台２１
および発光ユニット４を取り出すことができ、新しい収納台２１および発光ユニット４を
収容空間１０内に配置し、発光ユニット４の各電極部４１２と回路板１２の各電極ピン１
２１とを互いに嵌合接続することにより、電気的に接続し、導通させることができる。次
に、パッキン蓋体２２の内ねじ山３２と係合部１３の外ねじ山３１とを螺合し、パッキン
蓋体２２により、収納台２１および発光ユニット４を収容空間１０内に締め付けることに
より、発光ユニット４の迅速な組立、交換および修理を行うことができる。それと共に、
発光ユニット４の回路基板４１の他方の表面の放熱器４３および放熱スペーサ４４により
、迅速な放熱が補助される。また、パッキン蓋体２２が基台１を押圧することを利用して
、発光ユニット４の放熱器４３および放熱スペーサ４４を放熱装置６に貼合し、放熱器４
３および放熱スペーサ４４と放熱装置６との間に隙間を発生させないようにすることによ
り、発光ユニット４の複数の発光体４１１が発光するときに発生する熱エネルギーは、滞
積することがなく、放熱器４３および放熱スペーサ４４を通じ、外部の放熱装置６に伝導
され、迅速に放熱される。これにより、基台１の収容空間１０内に熱エネルギーが滞積し
、高温により、発光体４１１の発光機能が影響を受けたり、使用寿命が短くなったりする
のを防止することができる。また、基台１の底部と放熱装置６の表面との間には、防水リ
ング１５が配置されることにより、外部の水分が放熱装置６の表面から基台１の底部に浸
入するのを有効に防止することができる。
【００２８】
　図２、図６および図７を参照する。図２は、本考案のパッキン装置を示す分解斜視図で
ある。図６は、本考案のパッキン装置の使用状態を示す断面図である。図７は、本考案の
パッキン装置の使用状態を示す斜視図である。図２、図６および図７から分かるように、
本考案のパッキン装置の基台１の外部に設けられた複数の固定部１４は、基台１の外側表
面から延伸する複数の突出部、突出ブロック、溶接ブロックなどの突出物である。固定部
１４には、固定孔１４１が設けられる。各固定孔１４１に螺合部材１４２がそれぞれ貫通
されることにより、基台１は、放熱装置６、回路基板、ランプソケットまたは照明設備上
の接合位置に位置決めされる。また、半田接合、接着、係合などの方式により、基台１の
各固定部１４が放熱装置６上に固定され、複数の基台１が位置決めされた後、基台１上に
組み合わされるパッキンユニット２に組み立てられる発光ユニット４が発光し、照明とし
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て使用される。また、発光ユニット４の放熱器４３が伝導する熱エネルギーは、放熱装置
６に伝導され、放熱装置６の外部に放熱される。本考案のパッキン装置により、複数の基
台１の任意の１つまたは複数の発光体４１１が故障または破損したとき、パッキンユニッ
ト２と基台１とを分離することにより、１つまたは複数の収納台２１および発光ユニット
４の交換および修理を行うことができる。その後、パッキンユニット２を基台１上に再び
組み合わせることにより、交換および修理が終わった後の発光ユニット４は、複数の発光
体４１１により、安定的に発光することができる。
【００２９】
　以上の説明は、本考案の好適な実施形態を示したものであり、本考案の実用新案登録請
求の範囲を限定するものではない。本考案のパッキン装置は、基台１の内部の収容空間１
０にパッキンユニット２の収納台２１が配置され、パッキンユニット２のパッキン蓋体２
２が基台１の外部に被覆されて螺合され、パッキン蓋体２２内の支持縁２２１が収納台２
１の外部の圧迫リング２１３を押圧することにより、収納台２１内に一体成形された発光
ユニット４の複数の電極部４１２と回路板１２の複数の電極ピン１２１とを電気的に接続
するものである。また、発光ユニット４が破損したり故障したりしたとき、パッキン蓋体
２２を回動させて基台１から離脱させることにより、新しい収納台２１および発光ユニッ
ト４に交換し、収容空間１０内に配置することができる。これにより、組立および交換作
業を非常に簡単で迅速に行うことができる。また、基台１の底部に防水リング１５が配置
されることにより、良好な防水効果を達成することができる。また、発光ユニット４の回
路基板４１の他方の表面に配置される放熱器４が基台１の中空孔１０１の外部に突出する
ことにより、迅速な放熱の補助が行われる。前述の効果を達成することができる構造およ
び装置は、すべて本考案の範囲に含まれ、簡易な修飾または同等効果である変更などは、
すべて本考案の実用新案登録請求の範囲に含まれる。
【００３０】
　上述の本考案のパッキン装置を実際に使用するとき、以下の効果を達成することができ
る。
（１）複数の基台１、パッキンユニット２および発光ユニット４から電球、ランプ管また
は懐中電灯などの照明灯具を構成することにより、任意の一発光ユニット４が故障または
破損した場合でも、発光ユニット４のパッキンユニット２と基台１とを分離することによ
り、発光ユニット４の修理または交換を行うことができ、灯具の照明全体を交換する必要
がない。これにより、組立または交換を行うとき、組立および分解作業を随時迅速に行う
ことができ、時間および手間を節約することができる。
（２）基台１を放熱装置６の表面に設置したとき、基台１の底部と放熱装置６の表面との
間に防水リング１５が配置されることにより、良好な防水効果が達成され、外部の水分が
放熱装置６の表面から基台１の底部に浸入するのを阻止し、基台１内の発光ユニット４の
電気的な導通が影響を受けるのを防止することができる。
（３）パッキンユニット２が基台１に組み立てられた後、発光ユニット４の回路基板４１
の他方の表面に配置される放熱器４３は、基台１の中空孔１０１の外部に突出し、外部の
放熱装置６に緊密に貼合されるため、放熱器４３と放熱装置６との間に隙間が発生しない
。これにより、発光ユニット４の複数の発光体４１１が発光するときに発生する熱エネル
ギーは、滞積することなく、放熱器４３から放熱装置６に伝導され、基台１の外部への放
熱が補助される。即ち、基台１内において発光ユニット４に熱エネルギーが滞積すること
がないため、発光ユニット４の使用寿命を延長させることができる。
（４）基台１の周囲には固定部１４が設けられ、螺合部材１４２が放熱装置６、回路基板
、ランプソケットまたは照明設備上に螺合固定される。これにより、発光ユニット４が故
障または破損した場合、故障または破損した発光ユニット４に対し、修理または交換をす
ることができ、放熱装置６、回路基板、ランプソケットなどの全体を交換する必要がない
ため、回路基板およびランプソケットを無駄に廃棄する必要がなく、コストを低減し、環
境保護に寄与することができる。
（５）パッキンユニット２が発光ユニット４を基台１内に締め付けることにより、発光ユ
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ニット４の各電極部４１２と回路板１２上の各電極ピン１２１とを安定的に電気的に接続
することができ、接触不良または変移により、導電しない状況が発生するのを防止するこ
とができる。
【００３１】
　本考案は、照明の発光体に使用され、基台とパッキンユニットとの組立および分解を行
うパッキン装置を提供するものである。パッキンユニットの収納台に一体成形される発光
ユニットは、基台の内部の回路板と安定的に電気的に接触させることができる。また、基
台とパッキンユニットとの分解および組立を随時行うことができ、組立、修理および交換
作業を簡単で迅速に行うことができる。また、発光ユニットの他方の表面の放熱器が基台
の外部に突出することにより、発光ユニットの迅速な放熱が補助される。複数の基台、発
光ユニットおよびパッキンユニットをランプソケット、放熱装置および灯具上に配置し、
防水リングを配置することにより、防水効果を達成することができる上、任意の一発光ユ
ニットが故障または破損したとき、一つの収納台および発光ユニットに対し、修理または
交換を行うことができるため、照明設備および灯具は、発光ユニットを交換する費用を節
約することができる。
【００３２】
　以上の説明は、本考案の好適な実施例を示したものであり、本考案の実用新案登録請求
の範囲を制限するものではなく、本考案の明細書および図面を運用した簡易な修飾および
同等効果の変更は、全て本考案の実用新案登録請求の範囲に含まれる。
【００３３】
　上述のように、本考案のパッキン装置は、確実にその効果および目的を達成できる。本
考案は、高い実用性を有する考案である。
【符号の説明】
【００３４】
　１　　　　基台
　１０　　　収容空間
　１０１　　中空孔
　１０２　　位置規制孔
　１０３　　内側壁面
　１１　　　高さ調整体
　１１０　　内孔
　１１１　　通孔
　１２　　　回路板
　１２０　　透孔
　１２１　　電極ピン
　１３　　　係合部
　１４　　　固定部
　１４１　　固定孔
　１４２　　螺合部材
　１５　　　防水リング
　２　　　　パッキンユニット
　２１　　　収納台
　２１０　　収納空間
　２１１　　貫通孔
　２１２　　円孔
　２１３　　圧迫リング
　２１４　　外側壁面
　２２　　　パッキン蓋体
　２２１　　支持縁
　２３　　　スペーサ　
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　３　　　　接合ユニット
　３１　　　外ねじ山
　３２　　　内ねじ山
　４　　　　発光ユニット
　４１　　　回路基板
　４１１　　発光体
　４１２　　電極部
　４２　　　透光層
　４２１　　透光面
　４３　　　放熱器
　４４　　　放熱スペーサ
　５　　　　位置決め部
　５１　　　位置決め凸部
　５２　　　位置決め凹部
　６　　　　放熱装置

【図１】

【図２】

【図３】
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【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【手続補正書】
【提出日】平成22年5月24日(2010.5.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】実用新案登録請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　発光ユニットを基台内に安定的に締め付け、放熱装置に貼合させるパッキン装置であっ
て、
　少なくとも、基台、パッキンユニット、接合ユニットおよび発光ユニットから構成され
、
　前記基台には、内側の底面に中空孔を有する収容空間が設けられ、前記収容空間内には
、少なくとも２つ以上の電極ピンを有する回路板が配置され、
　前記パッキンユニットは、前記収容空間内に組み立てられる収納台と、前記基台の外部
に組み立てられ、前記収納台を前記収容空間内に締め付けるパッキン蓋体と、を含み、前
記収容台内には、内側の底面に貫通孔を有する収納空間が設けられ、
　前記接合ユニットは、前記基台の外部および前記パッキン蓋体の内側にそれぞれ設けら
れ、前記接合ユニットにより、前記パッキン蓋体は、前記基台の外部に強固に組み立てら
れ、
　前記発光ユニットは、前記パッキンユニットの収納台の収納空間内に配置され、前記発
光ユニットは、前記回路板の各電極ピンと電気的に接触する複数の電極部を含み、前記各
電極部には、一方の表面に複数の発光体を有する回路基板が電気的に接続され、前記回路
基板の他方の表面には、放熱および冷却の補助を行う放熱器が配置されることを特徴とす
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るパッキン装置。
【請求項２】
　前記基台の収容空間内には、中空のリング状であり、内部に透孔を有する回路板が収納
され、前記回路板と前記収容空間の表面との間には、高さ調整体が配置されることを特徴
とする請求項１記載のパッキン装置。
【請求項３】
　前記基台の外部には、外径の小さい係合部および複数の固定部が設けられ、前記係合部
の外部には、接合ユニットが設けられることを特徴とする請求項１記載のパッキン装置。
【請求項４】
　前記パッキンユニットは、前記収容空間に組み立てられる収納台と、前記基台の外部に
組み立てられ、前記収納台を前記収容空間内に締め付けるパッキン蓋体と、を含み、前記
収納台内には、内側の底面に貫通孔を有する収納空間が設けられ、前記基台の外部と、前
記パッキン蓋体の内側と、にそれぞれ設けられる接合ユニットにより、前記パッキン蓋体
は、前記基台の外部に強固に組み立てられることを特徴とする請求項１記載のパッキン装
置。
【請求項５】
　前記基台の収容空間の内側と、前記パッキンユニットの収納台の外側と、には、係合し
て位置規制を行う位置決め部がそれぞれ設けられ、前記収容空間の内側の位置決め部と前
記収納台の外側の位置決め部は、位置決め凸部と位置決め凹部、鳩尾状の座体と溝孔また
はスライド体とスライド溝の位置決め部材であることを特徴とする請求項１記載のパッキ
ン装置。
【請求項６】
　前記パッキンユニットの収納台の外部には、圧迫リングが突設され、前記圧迫リングと
対向する前記パッキン蓋体の内側には、支持縁が設けられることを特徴とする請求項１記
載のパッキン装置。
【請求項７】
　前記発光ユニットは、回路基板の表面に複数のアレイ状に配列される発光体を含み、前
記複数の発光体の両側には、中空管状の電極部がそれぞれ電気的に接続され、前記回路基
板の複数の発光体の外部は、光線を透過する透光層により封止されることを特徴とする請
求項１記載のパッキン装置。
【請求項８】
　前記発光ユニットは、前記収納台の収納空間内に一体成形されることを特徴とする請求
項１記載のパッキン装置。
【請求項９】
　前記発光ユニットは、前記回路基板の他方の表面に配置される放熱器および放熱スペー
サを含み、前記放熱器および放熱スペーサは、前記基台の中空孔から外部に露出し、前記
基台の外部に露出した前記放熱器および放熱スペーサの表面には、放熱機能を有する放熱
装置が連接されることを特徴とする請求項１記載のパッキン装置。
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