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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ランプホルダに、任意に、結合可能であり、ま
た、取り外しも容易であり、灯具自体で、発光素子に電
気エネルギーの供給が可能な灯具構造を提供する。
【解決手段】少なくとも、灯具本体１と接続体２及び電
球３から構成された灯具であって、灯具本体の末端に、
枢着ブロック１１が設置され、該枢着ブロックの外縁に
、弾性体１２が設置され、また、枢着ブロックに嵌設さ
れる接続体を有し、弾性体で、接続体の内部に当接する
ことにより、接続体が、枢着ブロックに固定され、枢着
ブロックの一端に、給電ユニット１４に連通する経路が
設置され、給電ユニットに、スイッチ１５と発光素子１
６が枢着され、また、枢着ブロックに設置された灯具本
体に、電球が嵌合され、接続体が、絶縁材料からなり、
枢着ブロックに組み合わされ、その外縁に、固定構造体
２１が形成され、一般のランプホルダに設置される。　
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　灯具本体と接続体と電球から構成される省エネルギー灯具であって、
　前記灯具本体が、枢着ブロック、弾性体、経路、給電ユニット、スイッチ及び発光素子
から構成され、一端に、枢着ブロックが設置され、上記枢着ブロックの外縁に、弾性体が
設置され、また、枢着ブロックに嵌設できる接続体を有し、そして、弾性体が接続体に当
接することにより、接続体が、枢着ブロックに固定され、また、枢着ブロックの一端に、
経路が設置され、上記経路を介して、灯具本体内の給電ユニットが連通され、また、給電
ユニットに、それぞれ、スイッチと発光素子が枢着され、上記給電ユニットにより、経路
を介して、外部から供給された電気エネルギーが充電され、そして、スイッチによる制御
に従って、充電した電気エネルギーが、直接に、発光素子に給電され、また、灯具本体に
、電球が嵌設され、
　前記接続体が、灯具本体の枢着ブロックに組立てられ、固定構造体と貫通孔から構成さ
れ、絶縁材質からなり、外縁に、固定構造体が形成され、前記固定構造体により、一般の
ランプホルダ規格に適用でき、また、一端面に、貫通孔が貫設され、枢着ブロックに組立
てられると、前記貫通孔と灯具本体の経路とにより、通路が形成され、
　前記電球が、灯具本体に結合され、係止ブロックや孔及び気孔からなり、内部に、係止
ブロックが設置され、上記係止ブロックが、接続体の固定構造体に嵌設されるか、分離さ
れることにより、灯具本体に固定されるか、灯具本体から取り外されることができ、また
、それぞれ、孔部と若干の気孔が形成され、その孔部により、灯具本体に結合される場合
、灯具本体の経路と接続体の貫通孔とを通連して通路が形成され、上記の気孔により、上
記灯具本体を放熱することを特徴とする省エネルギー灯具。
【請求項２】
　灯具本体が、充電ベースに設置され、上記充電ベースに、光電構造が枢着され、光電構
造により、光が、電力に転換されて蓄電器に充電され、また、蓄電器に、若干のアダプタ
が枢着され、上記アダプタが、灯具本体の経路に挿設され、上記蓄電器に充電されている
電気エネルギーが、給電ユニットに送電されることを特徴とする請求項１に記載の省エネ
ルギー灯具。
【請求項３】
　灯具本体に、給電座が増設され、上記給電座が、それぞれ、経路やスイッチ或いは発光
素子に、枢着され、これにより、上記給電ユニットが、一般の充電電池を使用でき、また
、給電座に結合されて、発光素子に対して、正常に給電できることを特徴とする請求項１
に記載の省エネルギー灯具。
【請求項４】
　灯具本体の給電ユニットに、メッセージ通知器が枢着され、上記メッセージ通知器によ
り、給電ユニット内部にある電力の量を表示して通知できることを特徴とする請求項１に
記載の省エネルギー灯具。
【請求項５】
　電球に、支持足が枢着され、上記支持足が、灯具本体を、直立させるように支持する構
造であり、また、上記支持足の末端に、突出が形成され、上記突出を電球に嵌入すること
により、上記支持足に、異なる造形のものを適用することができることを特徴とする請求
項１に記載の省エネルギー灯具。
 
 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、省エネルギー灯具に関し、さらに詳しくは、ランプホルダに結合可能であり
、また、平面に直立させることも可能な照明提供灯具に関する。
【背景技術】
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【０００２】
　従来の灯具は、例えば、ＬＥＤ灯具や一般白熱電球は、ランプホルダに結合され、ソケ
ットから電流が供給されて発光する構造のものであるため、かかる灯具を使用する場合に
おいて、電気エネルギーを消費するだけでなく、使用しない場合においても、前記灯具が
、ランプホルダに結合され、プラグがソケットに挿設されたままの状態であると、依然と
して電気エネルギーが消費されるという問題があり、そのため、エネルギーの節約の観点
からは、不利な状態となる。
【０００３】
　また、従来の灯具は、寸法の異なるランプホルダに合わせて、調達、購入することが必
要であり、ランプホルダや灯具の何れかの一つが、故障すると、故障していない不要なラ
ンプホルダや灯具に合わせて購入しなければならないという不都合があり、費用および時
間の点を考慮すると、経済的とは言えないという状況にある。
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　従って、本考案の主な課題は、ランプホルダに、任意に、結合可能であり、また、取り
外しも容易であり、灯具自体で、発光素子に電気エネルギーの供給が可能な灯具構造を提
供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　そこで、本考案者は、前記課題を解決するため、鋭意検討を重ねた結果、灯具本体、特
にＬＥＤ灯具本体の上部にＬＥＤ発光素子を配置し、灯具本体の中部の内部に給電ユニッ
トを設置し、さらに、灯具本体の下部をランプホルダーに結合可能な構造又は独立の支持
構造とすることにより、前記課題を解決できることに着目し、かかる知見に基いて本考案
に想到した。
【０００６】
　かくして本考案によれば、
　請求項１において、灯具本体と接続体と電球から構成される省エネルギー灯具であって
、
　前記灯具本体が、枢着ブロック、弾性体、経路、給電ユニット、スイッチ及び発光素子
から構成され、一端に、枢着ブロックが設置され、上記枢着ブロックの外縁に、弾性体が
設置され、また、枢着ブロックに嵌設できる接続体があり、そして、弾性体が接続体に抵
当することにより、接続体が、枢着ブロックに固定され、また、枢着ブロックの一端に、
経路が設置され、上記経路を介して、灯具本体内の給電ユニットが連通され、また、給電
ユニットに、それぞれ、スイッチと発光素子が枢着され、上記給電ユニットにより、経路
を介して、外部から供給された電気エネルギーが充電され、そして、スイッチによる制御
に従って、充電した電気エネルギーが、直接に、発光素子に給電され、また、灯具本体に
、電球が嵌設され、
　前記接続体が、前記灯具本体の枢着ブロックに組立てられ、主として、固定構造体と貫
通孔から構成され、絶縁材質からなり、外縁に、固定構造体が形成され、上記固定構造体
により、一般のランプホルダ規格に適用でき、また、一端面に、貫通孔が貫設され、枢着
ブロックに組立てられると、上記貫通孔と灯具本体の経路とにより、通路が形成され、
　前記電球が、前記灯具本体に結合され、係止ブロックや孔及び気孔からなり、内部に、
係止ブロックが設置され、上記係止ブロックが、接続体の固定構造体に嵌設されるか、分
離されることにより、灯具本体に固定されるか、灯具本体から取り外されることができ、
また、それぞれ、孔部と若干の気孔が形成され、その孔部により、灯具本体に結合される
場合、灯具本体の経路と接続体の貫通孔とを通連して通路が形成され、上記の気孔により
、上記灯具本体を放熱することを特徴とする省エネルギー灯具が提供される。
【０００７】
　請求項２に係る考案によれば、灯具本体が、充電ベースに設置され、上記充電ベースに
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、光電構造が枢着され、光電構造により、光が、電力に転換されて蓄電器に充電され、ま
た、蓄電器に、若干のアダプタが枢着され、上記アダプタが、灯具本体の経路に挿設され
、上記蓄電器に充電されている電気エネルギーが、給電ユニットに送電されることを特徴
とする請求項１に記載の省エネルギー灯具が提供される。
【０００８】
　請求項３に係る考案によれば、灯具本体に、給電座が増設され、上記給電座が、それぞ
れ、経路やスイッチ或いは発光素子に、枢着され、これにより、上記給電ユニットが、一
般の充電電池を使用でき、また、給電座に結合されて、発光素子に対して、正常に給電で
きることを特徴とする請求項１に記載の省エネルギー灯具が提供される。
【０００９】
　請求項４に係る考案によれば、灯具本体の給電ユニットに、メッセージ通知器が枢着さ
れ、上記メッセージ通知器により、給電ユニット内部にある電力の量を表示して通知でき
ることを特徴とする請求項１に記載の省エネルギー灯具が提供される。
【００１０】
　請求項５に係る考案によれば、電球に、支持足が枢着され、上記支持足が、灯具本体を
、直立させるように支持する構造であり、また、上記支持足の末端に、突出が形成され、
上記突出を電球に嵌入することにより、上記支持足に、異なる造形のものを適用すること
ができることを特徴とする請求項１に記載の省エネルギー灯具が提供される。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１１】
　以下、図面を参照しながら、本考案の特徴や技術内容について、詳しく説明するが、そ
れらの図面等は、参考や説明のためであり、本考案は、それによって限定されるものでは
ない。
【００１２】
　図１に示すように、本考案に係る省エネルギー灯具は、少なくとも、灯具本体１と接続
体２及び電球３から構成される。灯具本体１は、電球３の形状に合わせて、エッグ造型の
外観を有する灯体に形成され、主として、枢着ブロック１１と弾性体１２、経路１３、給
電素子１４、スイッチ１５及び発光素子、特に、ＬＥＤ発光素子１６からなる。灯具本体
１の末端に、枢着ブロック１１が設けられ、上記枢着ブロック１１の外縁に、弾性体１２
が設置される。また、枢着ブロック１１に、接続体２が嵌設され、また、弾性体１２が、
接続体２に当接することにより、接続体２が、枢着ブロック１１に固定される。
【００１３】
　そして、枢着ブロック１１は、一端に、経路１３が設置され、上記経路１３を介して、
給電ユニット１４に連通され、また、給電ユニット１４に、それぞれ、スイッチ１５と発
光素子１６が枢着され、上記給電ユニット１４は、電気エネルギーを充電できる構造で、
主として、経路１３を介して、外部から供給される電気エネルギーを、給電ユニット１４
へ送電して充電し、また、スイッチ１５の制御に従って、充電している電気エネルギーが
、直接に、発光素子１６に給電され、上記スイッチ１５は、灯具本体１の一側に固定され
、一方、発光素子１６が、灯具本体１の他側に設けられる。上記給電ユニット１４に、メ
ッセージ通知器１７が枢着され、上記メッセージ通知器１７は、給電ユニット１４の内部
に充電されている電気エネルギーの量を表示して通知する。また、枢着ブロック１１が設
置された灯具本体１下部が、電球３で覆われる。
【００１４】
　また、図２に示すように、接続体２は、灯具本体１の枢着ブロック１１に組合せられ、
主として、固定構造体２１と貫通孔２２からなる。接続体２は、絶縁材質、例えば、プラ
スチックであり、接続体２の外縁に、固定構造体２１が形成され、上記固定構造体２１は
、若干のリング状突出体の形状を有する。これにより、上記接続体２が、簡単に一般の灯
具のランプホルダに結合することができる。接続体２の一端面に、貫通孔２２が嵌設され
、そして、接続体２が、枢着ブロック１１に組合せられる場合、上記貫通孔２２と灯具本
体１の経路１３とにより、通路が形成される。電球３は、灯具本体１に結合され、主とし



(5) JP 3163501 U 2010.10.21

10

20

30

40

50

て、係止ブロック３１と孔３２及び気孔３３からなる。電球３は、灯具本体１の外部造型
に合わせて設計される部材であり、電球３が、灯具本体１に組合せられると、完全な造型
、例えば、エッグ形状のものが得られる。電球３の内部において、若干の係止ブロック３
１が設置され、上記係止ブロック３１が、接続体２の固定構造体２１に嵌設されることに
より、電球３は、灯具本体１に固定結合される。電球３に、孔３２と若干の気孔３３が形
成され、孔３２は、電球３が灯具本体１に結合されている場合、灯具本体１の経路１３と
接続体２の貫通孔２２とに合わせて、通路が形成され、上記気孔３３は、上記灯具本体１
を放熱する孔部であり、また、上記電球３に、支持足３４が設置され、支持足３４は、主
として、電球３の外側に枢着され、上記灯具本体１を直立させるように支持するための構
造である。また、上記支持足３４は、灯具本体１と電球３に合わせて造型設計され、例え
ば、鳥足や靴等に設計されて、視覚による美感を向上させることができる。
【００１５】
　図３に示すように、本考案に係る省エネルギー灯具１の、灯具本体１は、従来の白熱電
球の代わりに、一般のランプホルダ４に設置することができ、また、図４のように、電球
３を外して、接続体２の固定構造体２１とランプホルダ４上の結合溝４１とを係合し、上
記接続体２の内部において、灯具本体１の弾性体１２が、内側に当接することにより、上
記弾性体１２による外方に向かう弾性により、接続体２が、緊密にランプホルダ４の結合
溝４１に係合される。灯具本体１が、ランプホルダ４に固定された後、上記スイッチ１５
を作動して、給電ユニット１４から、発光素子１６に必要とする電気エネルギーを給電す
ることにより、照明の効果を得ることができる。
【００１６】
　本考案に係る省エネルギー灯具によれば、（例えば、図５のように）、上記灯具本体１
の給電ユニット１４に充電されている電気エネルギーが使われてしまうと、上記灯具本体
１が、充電ベース５に取り付けられ、上記充電ベース５に、光電構造５１が枢着される。
光電構造５１が、ソーラパネルからなるため、外部光源を、電力エネルギーに変換でき、
また、光電構造５１により変換された電気エネルギーが、蓄電器５２に充電され、蓄電器
５２に、若干のアダプタ５３が枢着され、上記アダプタ５３が、灯具本体１の経路１３に
挿設されて、上記蓄電器５２に充電されている電気エネルギーが、給電ユニット１４に送
電される。これにより、上記給電ユニット１４が、充電されて繰り返して使用することが
でき、また上記給電ユニット１４に充電する時、灯具本体１の信号通知器１７により、給
電ユニット１７の充電状態を、灯の色や点滅により表示する。また、図６に示すように、
充電は、アダプタ５３を、順に電球３の孔部３２と接続体２の貫通孔２２及び経路１３を
通して、また、電球３の支持足３４により、灯具本体１が、充電ベース５に立つように設
置される。また、例えば、図７に示すように、光電構造５１の傾斜角度を調整することに
より、光電構造５１が、より多い光線を吸収でき、より効率的に蓄電の効果を得ることが
できる。
【００１７】
　本考案に係る省エネルギー灯具によれば、図８に示すように、灯具本体１に、給電座１
８が増設され、上記給電座１８に、経路１３とスイッチ１５、発光素子１６及び信号通知
器１７が枢着されることにより、上記給電ユニット１４は、一般の充電電池を使用でき、
また、給電座１８に結合され、発光素子１６に対して、正常に給電できる。そのため、充
電電池が、市場に大幅に適用される給電源であるため、本考案に係る灯具の使用利便性が
向上し、また、電球３の支持足３４の末端に、突出３４１が設けられ、上記突出３４１を
電球３に嵌入することにより、上記支持足３４については、多様な造型を得ることができ
る。
【００１８】
　本考案に係る省エネルギー灯具によれば、主として、灯具本体１の一端に、枢着ブロッ
ク１１と弾性体１２が形成され、上記枢着ブロック１１に接続体２が嵌設されるため、弾
性体１２により、接続体２の内部において、接続体２が、枢着ブロック１１に固定され、
そのため、上記接続体２は、内側に有する弾性体１２によって当接することによる弾性で
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、有効に従来のランプホルダ４に固定される。
【００１９】
　また、灯具本体１は、内部に設置してある給電ユニット１４により給電されるので、上
記灯具本体１は、電源に接続していなくても、ランプホルダ４に結合して発光することが
できる。
【００２０】
　従って、本考案に係る灯具は、外部の電源に接続しなくても利用することができ、また
、給電ユニット１４は、更に、光電構造５１により発電できる充電ベース５に合わせて、
給電することができる。従って、本考案に係る灯具本体１は、省エネルギーの効果を奏す
ることができる。
【００２１】
　即ち、本考案に係る灯具は、上記灯具本体１と電球３とを結合した後、電球３の支持足
３４を利用して平面上に立たせることができ、上記灯具本体１が、直立状態で、発光する
ことができ、また、支持足３４は、灯具本体１と電球３との造型に応じて、例えば、エッ
グ形状や鳥足の形状に設計することができる。
【００２２】
　よって、本考案の灯具は、自力で給電ができ、平面上に直立して、或いは、各ランプホ
ルダ４に結合された状態で発光させることができ、また、より多様化された外観も実現す
ることができる。
【００２３】
　以上の説明は、本考案のより良い実施例を示したものであり、本考案は、それらによっ
て限定されるものでなく、本考案に係わる実用新案登録請求の範囲や明細書の内容に基づ
いて行った等価の変更や修正は、全てが、本考案の範囲内に含まれることは明らかである
。
【図面の簡単な説明】
【００２４】
【図１】本考案の一実施形態による灯具の分解説明図である。
【図２】本考案の一実施形態による灯具の組立説明図である。
【図３】本考案の一実施形態による灯具をランプホルダに結合する状態の組立て概念図で
ある。
【図４】本考案の一実施形態による灯具をランプホルダに結合した状態の概念図である。
【図５】本考案の一実施形態による灯具に充電する状態の斜視概念図である。
【図６】本考案の一実施形態による灯具に充電する状態の断面概念図である。
【図７】本考案の一実施形態による灯具に充電する状態の他の斜視概念図である。
【図８】本考案の一実施形態による灯具に給電座を増設する状態の断面概念図である。
【符号の説明】
【００２５】
１　灯具本体
　　１１　枢着ブロック
　　１２　弾性体
　　１３　経路
　　１４　給電ユニット
　　１５　スイッチ
　　１６　発光素子
　　１７　メッセージ通知器
　　１８　給電座
２　接続体
　　２１　固定構造体
　　２２　貫通孔
３　電球
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　　３１　係止ブロック
　　３２　孔
　　３３　気孔
　　３４　支持足
　　３４１　突出
４　ランプホルダ
　　４１　結合溝
５　充電ベース
　　５１　光電構造
　　５２　蓄電器
　　５３　アダプタ
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