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(57)【要約】
【課題】放熱効率を向上させた発光装置及び発光装置を
複数備えたワイヤハーネスを提供する。
【解決手段】ワイヤハーネスは一対の被覆電線６と複数
の発光装置５００を備えている。発光装置５００はハウ
ジング２とハウジング２に取り付けられる圧接端子３と
圧接端子３と電気的に接続されるＬＥＤ１とを備えてい
る。圧接端子３はＬＥＤ１が直接取り付けられる取付部
４０と電線圧接部３２を有する圧接部３０と圧着部３４
を備えている。電線圧接部３２は被覆電線６の被覆部６
２に芯線６１に接触する圧接刃３３を備えている。ハウ
ジング２はＬＥＤ１を取り付ける位置に開口部２１を有
している。圧接端子３はハウジング２に固定され取付部
４０にＬＥＤ１が取り付けられる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジングと、
　前記ハウジングに取り付けられる圧接端子と、
　前記圧接端子と電気的に接続されるＬＥＤと、を備えた発光装置において、
　前記圧接端子は、前記ＬＥＤが直接取り付けられる取付部を備えたことを特徴とする発
光装置。
【請求項２】
　前記ハウジングは、前記取付部を露出させかつ内側に前記ＬＥＤを収容する開口部が設
けられていることを特徴とする請求項１記載の発光装置。
【請求項３】
　前記開口部の深さは、前記ＬＥＤの厚みよりも深いことを特徴とした請求項１又は請求
項２記載の発光装置。
【請求項４】
　前記圧接端子は、前記取付部と被覆電線の被覆部に切り込んで芯線と接触する圧接刃と
の双方に連なりかつ互いに間隔をあけて相対する一対の側板を備えたことを特徴とする請
求項１ないし請求項３のうちいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項５】
　前記圧接端子は、前記被覆電線を圧着する加締め片を備えたことを特徴とする請求項１
ないし請求項４のうちいずれか一項に記載の発光装置。
【請求項６】
　請求項１ないし請求項５のうちいずれか一項に記載の発光装置を複数備え、
　これら発光装置が、被覆電線の長手方向に沿って並べられて、それぞれの圧接端子が前
記被覆電線に圧接されていることを特徴とするワイヤハーネス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤを備えた発光装置と、複数の発光装置を備えたワイヤハーネスに関す
る。
【背景技術】
【０００２】
　車載灯具に使われる発光装置には、近年、発光ダイオード（以下ＬＥＤという）等の発
光素子が利用されている。ＬＥＤには小型で消費電力が少ないなどの特徴があり、特にデ
ザイン性を重視する車載用室内照明灯への応用に注目されている。
【０００３】
　ＬＥＤを用いた車載灯具として、図７及び図８に例示された発光装置１００（例えば、
特許文献１及び特許文献２参照）が用いられている。図７及び図８に示す発光装置１００
は、ベース部材１０２と、放熱部材１０３と、このベース部材１０２に取り付けられるＬ
ＥＤ１０１と、ベース部材１０２に取り付けられかつそれぞれ電線１２４と圧接する一対
の圧接端子１０４と、を備えている。
【０００４】
　ベース部材１０２の中央部には、ブロック状に突設した台部１０５と、互いに平行に設
けられかつ互いの間に前記台部１０５を位置付けるとともにそれぞれ電線１２４が挿入さ
れる電線挿入溝１０６とが設けられている。放熱部材１０３は、放熱性に優れる金属製材
料にて形成され、前記台部１０５に被せられる箱状の箱部１０７と、この箱部１０７から
前記電線１２４の長手方向に沿って延在した放熱板部１０８とを備えている。放熱部材１
０３は、箱部１０７が台部１０５に被せられて、ベース部材１０２に取り付けられる。
【０００５】
　ＬＥＤ１０１は、発光部１０９を設けたブロック状の本体部１１０と、この本体部１１
０から互いに離れる方向に延在した一対のリード端子１１１とを備えている。ＬＥＤ１０
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１は、リード端子１１１が箱部１０７上に重ねられた状態でベース部材１０２に取り付け
られる。圧接端子１０４は、電線挿入溝１０６内に挿入されて当該電線挿入溝１０６内の
電線１２４と圧接する圧接刃１１２と、箱部１０７上に重ねられる平板部１１３とを一体
に備えている。
【０００６】
　前述した構成の発光装置１００は、放熱部材１０３及びＬＥＤ１が取り付けられたベー
ス部材１０２の電線挿入溝１０６内に電線１２４が挿入され、箱部１０７上に平板部１１
３を重ねかつ電線挿入溝１０６内に圧接刃１１２を挿入して圧接端子１０４をベース部材
１０２に取り付ける。こうして発光装置１００は、組み立てられる。そして、発光装置１
００は、電線１２４の長手方向に複数並べられて、自動車のルーフパネルの内面に取り付
けられるワイヤハーネスを構成する。発光装置１００は、自動車の乗員室内の照明装置と
して用いられる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】特開２００６－３１００８８公報
【特許文献２】特開２００８－１９３１３３公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　しかしながら、図７及び図８に示された発光装置１００においては、ＬＥＤ１０１が生
じる熱を放熱するために専用の放熱部材１０８を設けている。そのために、組立時には、
放熱部材１０８を台部１０５に組み付ける必要が生じて、組み立てにかかる工数が増加す
るとともに、ベース部材１０２に台部１０５を設ける必要が生じるなどの当該ベース部材
１０２が大型化する傾向であった。
【０００９】
　ＬＥＤ１０１が放熱部材１０３にリード端子１１１を介して接続されているので、ＬＥ
Ｄ１０１に生じた熱が前記放熱部材１０３へ伝わるまでにリード端子１１１などの表面積
に制限があるため放熱効率が制限されたり、前記放熱部材１０３が発光装置１００の中心
部に位置するため熱が装置外部へ放熱されにくい構造になっている。
【００１０】
　したがって、本発明の目的は、放熱効率を向上させた発光装置及び発光装置を複数備え
たワイヤハーネスを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　上記課題を解決するためになされた請求項１記載の本発明の発光装置は、ハウジングと
、前記ハウジングに取り付けられる圧接端子と、前記圧接端子と電気的に接続されるＬＥ
Ｄと、を備えた発光装置において、前記圧接端子は、前記ＬＥＤが直接取り付けられる取
付部を備えたことを特徴としている。
【００１２】
　請求項２記載の本発明の発光装置は、請求項１に記載の本発明において、前記ハウジン
グは、前記取付部を露出させかつ内側に前記ＬＥＤを収容する開口部が設けられているこ
とを特徴としている。
【００１３】
　請求項３記載の本発明の発光装置は、請求項１又は請求項２に記載の本発明において、
前記開口部の深さは、前記ＬＥＤの厚みよりも深いことを特徴としている。
【００１４】
　請求項４記載の本発明の発光装置は、請求項１ないし請求項３のうちいずれか一項に記
載の発光装置において、前記圧接端子は、前記取付部と被覆電線の被覆部に切り込んで芯
線と接触する圧接刃との双方に連なりかつ互いに間隔をあけて相対する一対の側板を備え
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たことを特徴としている。
【００１５】
　請求項５記載の本発明の発光装置は、請求項１ないし請求項４のうちいずれか一項に記
載の発光装置において、前記圧接端子は、前記被覆電線を圧着する加締め片を備えたこと
を特徴としている。
【００１６】
　請求項６記載の本発明のワイヤハーネスは、請求項１ないし請求項５のうちいずれか一
項に記載の発光装置を複数備え、これら発光装置が、被覆電線の長手方向に沿って並べら
れて、それぞれの圧接端子が前記被覆電線に圧接されていることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１７】
　以上説明したように請求項１記載の本発明によれば、圧接端子は、ＬＥＤが直接取り付
けられる取付部を備えていることから、放熱専用の部材を設ける必要がなく、前記ＬＥＤ
に生じる熱が高い熱伝導率をもって前記圧接端子に伝わり放熱されるため、小型化を図る
ことができるとともに、放熱効率を向上させることができる。
【００１８】
　請求項２記載の本発明によれば、ハウジングは、取付部を露出させかつ内側にＬＥＤを
収容する開口部が設けられていることから、ＬＥＤが前記圧接端子に確実に直接取り付け
ることができる。よって、小型化をより確実に図ることができるとともに、放熱効率をよ
り確実に向上させることができる。
【００１９】
　請求項３記載の本発明によれば、開口部の深さが、ＬＥＤがハウジング表面から突出し
ない深さとなっているので、電線の圧接及び圧着時にＬＥＤの破損を防止できる。
【００２０】
　請求項４記載の本発明によれば、圧接端子は、取付部と被覆電線の被覆部に切り込んで
芯線と接触する圧接刃との双方に連なりかつ互いに間隔をあけて相対する一対の側板を備
えていることから、広い面積を持った側板全体が放熱することとなり、放熱効率がより一
層向上する。
【００２１】
　請求項５記載の本発明によれば、圧接端子は、被覆電線を圧着する加締め片を備えてい
るため、前記被覆電線が引っ張られたときに圧接部に不要な力がかかることを防止できる
。よって、例えば、ストレインリリーフのように電線を屈曲させて、当該電線を保持する
必要が生じないために、電線に対する発光装置の相対的な位置を容易に位置決めすること
ができる。
【００２２】
　請求項６記載の本発明によれば、発光装置を複数備え、これら発光装置が、被覆電線の
長手方向に沿って並べられて、それぞれの圧接端子が前記被覆電線に圧接されていること
から、前記被覆電線は前記圧接端子に屈曲することなく圧接でき、前記被覆電線の屈曲に
よる発光装置への取付の前後で該被覆電線の寸法が変化しないため、前記発光装置間距離
を正確に管理できる。
【図面の簡単な説明】
【００２３】
【図１】本発明の一実施形態にかかる発光装置の斜視図である。
【図２】図１に示された発光装置の分解斜視図である。
【図３】図２に示された発光装置内の圧接端子を示す斜視図である。
【図４】図１中のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図１に示された発光装置を複数備えたワイヤハーネスの斜視図である。
【図６】図５に示されたワイヤハーネスの電線カバー未装着時の側面図である。
【図７】従来の発光装置の斜視図である。
【図８】従来の発光装置の断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００２４】
　以下、本発明の一実施形態にかかる発光装置及びワイヤハーネスを、図１ないし図６を
参照して説明する。
【００２５】
　本発明の一実施形態にかかるワイヤハーネス６００は、自動車のルーフパネルの内面に
取り付けられるワイヤハーネスであり、図５及び図６に示すように、一対の被覆電線６と
、前記被覆電線６の長手方向に沿って並べられてそれぞれの圧接端子３が前記被覆電線６
に圧接されている発光装置５００と、を備えている。
【００２６】
　上記被覆電線６は、図２及び図４に示すように、導電性の芯線６１と、絶縁性の合成樹
脂からなり前記芯線６１を被覆する被覆部６２とを備えている。前記被覆電線６は一対で
平行に配列している。
【００２７】
　上記発光装置５００は、図１に示すように、表面実装型ＬＥＤ（以下ＬＥＤ１と略記す
る）と、ハウジング２と、前記ハウジング２内に並列して固定された一対の前記圧接端子
３（図２及び図３に示す）と、を備えている。
【００２８】
　上記ＬＥＤ１は、平板状のベース基板４の上に発光素子が設けられた所謂表面実装型Ｌ
ＥＤである。ＬＥＤ１は、発光素子からみてベース基板４の裏側に平板状の端子（図示せ
ず）が一対設けられている。
【００２９】
　上記圧接端子３は、導電性を有する板金などから形成されており、図３に示すように、
互いに連なった圧接部３０と圧着部３４を備えている。
【００３０】
　前記圧接部３０は、板状に形成された底板４１と、前記底板４１の幅方向から立設する
とともに互いに間隔をあけて相対する一対の側板４２と、を備えている。この側板４２は
、後述するように前記底板４１に取り付けられる前記ＬＥＤ１から生じる熱を放熱する放
熱部を兼ねる。そのため前記側板４２は、前記底板４１の幅方向に立設されることでその
面積を大きく設けられるため放熱効率が向上する。
【００３１】
　前記圧接部３０は、それぞれ長手方向に間隔をあけて並列する二つの電線圧接部３２を
設け、この電線圧接部３２は、それぞれ二つの圧接刃３３を有する。前記圧接刃３３は前
記側板４２から互いに近づく方向に延びている。前記圧接刃３３は、互いの間に挿入され
た被覆電線６の被覆部６２に切り込んで芯線６１と接触することで電気接続する。こうし
て、圧接端子３は、被覆電線６と圧接する。
【００３２】
　また、前記底板４１は、前記ＬＥＤ１を取り付ける取付部４０と、円状の開口３１と、
前記底板４１の内外を貫通する線状の切込４３と、を有する。前記取付部４０は、前記底
板４１の前記圧接部３２を備える側の裏面の中央部に位置する。また、前記開口３１及び
前記切込４３は、それぞれ前記底板４１の長手方向両端付近に設けられ、前記切込４３が
前記開口３１の内側に位置する。
【００３３】
　前記圧着部３４は、前記底板４１及び前記側板４２に連なり、かつ、前記底板４１の長
手方向の両端それぞれに設けられた一対の加締め片３５を有する。前記一対の加締め片３
５は、それぞれ前記底板４１に対して立設しており互いに間隔をあけて相対している。こ
の一対の加締め片３５は、前記底板４１に向かって曲げられることにより、前記底板４１
との間に前記被覆電線６を挟む。このようにして前記加締め片３５は前記被覆電線６を前
記圧着部３４に固定する。こうして、圧着部３４即ち圧接端子３が、被覆電線６を圧着す
る。
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【００３４】
　上記ハウジング２は、図１に示すように、板状に形成された上カバー２５と、前記上カ
バー２５と同等の大きさを有する電線カバー５と、を備えている。
【００３５】
　前記上カバー２５は、絶縁性の合成樹脂などからなる長方形の板であり、その長手方向
中央部には開口部２１と、両端部にはそれぞれ一対の開口２２と、を有する。前記開口部
２１は、四角い形状を有し、後述のように、前記上カバー２５の底面（図示せず）に前記
圧接端子３を接着した際に、前記圧接端子３の前記取付部４０を露出させ、かつ内側に前
記ＬＥＤ１を収容する構造を有する。この開口部２１の深さは、ＬＥＤ１の厚みよりも大
きい（深い）。前記一対の開口２２は、それぞれ前記上カバー２５の幅方向に間隔を開け
て並列する。また、前記上カバー２５の長手方向の中央部には、当該上カバー２５の幅方
向に沿って外方向に突出した突出部２３が設けられている。さらに、上カバー２５の幅方
向の両端部には、当該上カバー２５の幅方向に沿って外方向に突出した係止突起２４が設
けられている。
【００３６】
　前記電線カバー５は、前記上カバー２５と同等の大きさでかつ厚みを持った底板５４と
、この底板５４の幅方向両縁に立設して互いに相対する一対の側板５５と、前記側板５５
の間にあって前記底板５４から立設する仕切板５７と、を備えている。前記仕切板５７と
、底板５４と、側板５５とで、圧接端子３を収容する一対の溝を形成する。
【００３７】
　前記側板５５は、その長手方向の中央部に、底板５４から離れた側の縁を切り欠いた凹
部５１と、幅方向に沿って外方向に突出した凸部５３とを設け、更に、その長手方向の両
端部に係止孔５２を設けている。後述するように、前記電気カバー５が正規状態で前記上
カバー２５に装着されると、前記突出部２３が前記凹部５１に嵌合するとともに、係止孔
５２内に係止突起２４が侵入して、当該係止孔５２に係止突起２４が係止する。
【００３８】
　上述した構成のワイヤハーネス６００は、以下のように組み立てられる。まず、上カバ
ー２５と圧接端子３とをインサート成形により一体に成型する。この時、前記ハウジング
２の上カバー２５に設けられた前記開口２２は、それぞれ前記圧接端子３の各前記開口部
３１に重なり、前記ハウジング２及び前記圧接端子３の内外を貫通させる。次に、前記Ｌ
ＥＤ１の各端子は、リフローハンダ工程により、前記ハウジング２の前記開口部２１から
露出している前記圧接端子３の前記取付部４０に重ねられて取り付けられる。なお、勿論
、ＬＥＤ１は、上カバー２５の開口部２１内に収容されている。そして、圧接端子３及び
ＬＥＤ１が取り付けられた上カバー２５を、図６に示すように、前記被覆電線６の長手方
向に沿って必要な間隔を保って配置する。
【００３９】
　次に、圧接治具によりそれぞれの前記圧接端子３の圧接刃１１２間に前記被覆電線６を
圧入して、当該圧接端子３に被覆電線６を圧接するとともに、加締め片３５を曲げて圧着
部３４に被覆電線６を圧着する。こうして、被覆電線６を前記圧接端子３に固定する。そ
して、前記電線カバー５を前記上カバー２５に装着することにより、各発光装置５００が
一対の前記被覆電線６に保持される。これにより、前記圧接端子３は外部部品などから隔
離されるため外部機器とのショートを防止する。
【００４０】
　こうして、組み立てられたワイヤハーネス６００は、被覆電線６を介して各発光装置５
００のＬＥＤ１の電力を供給して、当該ＬＥＤ１を光輝させる。ワイヤハーネス６００は
、自動車のルーフパネルの内面に取り付けられて（配索されて）、当該自動車の乗員室内
を照明するために用いられる。
【００４１】
　本実施形態によれば、圧接端子３は、ＬＥＤが直接取り付けられる取付部４０を備えて
いることから、放熱専用の部材を設ける必要がなく、前記ＬＥＤ１に生じる熱が高い熱伝
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導率をもって前記圧接端子３に伝わり放熱でき、小型化を図ることができるとともに、放
熱効率を向上させることができる。
【００４２】
　また、ハウジング２は、取付部４０を露出させかつ内側にＬＥＤ１を収容する開口部２
１が設けられていることから、ＬＥＤ１を圧接端子３に確実に直接取り付けることができ
る。よって、小型化をより確実に図ることができるとともに、放熱効率をより確実に向上
させることができる。
【００４３】
　開口部２１の深さが、ＬＥＤ１がハウジング２の表面から突出しない深さとなっている
ので、被覆電線６の圧接及び圧着時にＬＥＤ１の破損を防止できる。
【００４４】
　圧接端子３は、取付部４０と被覆電線６の被覆部６２に切り込んで芯線６１と接触する
圧接刃３３との双方に連なりかつ互いに間隔をあけて相対する一対の側板４２を備えてい
ることから、広い面積を持った側板４２全体が放熱することとなり、放熱効率がより一層
向上する。
【００４５】
　圧接端子３は、被覆電線６を圧着する加締め片３５を備えているため、前記被覆電線６
が引っ張られたときに電線圧接部３２に不要な力がかかることを防止できる。よって、例
えば、ストレインリリーフのように被覆電線６を屈曲させて、当該被覆電線６を保持する
必要が生じないために、被覆電線６に対する発光装置５００の相対的な位置を容易に位置
決めすることができる。
【００４６】
　また、本実施形態では、複数の発光装置５００を同軸上の必要な位置に必要な数を並べ
てから被覆電線６を圧接及び圧着するため、複数の発光装置５００を一括で被覆電線６に
固定でき、作業性が向上する。
【００４７】
　また、前述した実施形態は本発明の代表的な形態を示したに過ぎず、本発明は、実施形
態に限定されるものではない。即ち、本発明の骨子を逸脱しない範囲で種々変形して実施
することができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　ＬＥＤ
　２　ハウジング
　３　圧接端子
　６　被覆電線
　２１　開口部
　３３　圧接刃
　３５　加締め片
　４０　取付部
　４２　側板
　６１　芯線
　６２　被覆部
　５００　発光装置
　６００　ワイヤハーネス
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