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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤチップをそれぞれ有する複数のＬＥＤモジュールと、
　支持面に上記複数のＬＥＤモジュールが搭載された支持部材と、
を備えたＬＥＤランプであって、
　上記複数のＬＥＤモジュールは、出射方向についての光度分布である指向特性が互いに
異なる複数種類のＬＥＤモジュールによって構成されているとともに、
　上記複数のＬＥＤモジュールは、上記支持面の中央寄りに位置し、かつそれ以外の上記
ＬＥＤモジュールよりも、上記支持面の法線方向に光度分布が偏った指向特性を有する第
１ＬＥＤモジュールと、上記支持面の端部寄りに位置し、かつそれ以外の上記ＬＥＤモジ
ュールよりも、上記支持面の面内方向外方に光度分布が偏った指向特性を有する第２ＬＥ
Ｄモジュールと、上記第１および第２ＬＥＤモジュールの間に位置し、かつ上記第１およ
び第２ＬＥＤモジュールよりも出射方向についての光度分布が均一である指向特性を有す
る第３ＬＥＤモジュールとを含み、
　上記第３ＬＥＤモジュールは、上記ＬＥＤチップを覆いかつ上記ＬＥＤチップから発せ
られる光に対して透光性を有するとともに上記支持面の法線方向および上記支持面の面内
方向にその外表面が露出した樹脂パッケージを有しており、
　上記支持面は、帯状であり、
　複数の上記第１ＬＥＤモジュールが、上記支持面の中心寄りに長手方向に沿って配列さ
れており、
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　複数の上記第２ＬＥＤモジュールが、上記支持面の幅方向両端に沿って配列されており
、
　複数の上記第３ＬＥＤモジュールが、上記複数の第１および第２ＬＥＤモジュールに挟
まれた領域に長手方向に沿って配列されていることを特徴とする、ＬＥＤランプ。
【請求項２】
　上記第１ＬＥＤモジュールは、上記ＬＥＤチップを囲み、かつ上記法線方向に開口する
リフレクタを備える、請求項１に記載のＬＥＤランプ。
【請求項３】
　上記第２ＬＥＤモジュールは、上記ＬＥＤチップを囲み、かつ上記面内方向外方に開口
するリフレクタを備える、請求項１または２に記載のＬＥＤランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオード（以下、ＬＥＤ）を光源として用いるＬＥＤランプに関する
。
【背景技術】
【０００２】
　図６３は、ＬＥＤが光源として用いられる、従来のＬＥＤランプの一例（たとえば特許
文献１参照）を示している。同図に示されたＬＥＤランプＸは、板状の基板９１と、基板
９１上に搭載された複数のＬＥＤ９２と、基板９１に取り付けられた放熱部材９５と、基
板９１を収容するケース９３と、端子９４とを備えている。基板９１上には、複数のＬＥ
Ｄ９２および端子９４に接続される図示しない配線パターンが形成されている。このＬＥ
ＤランプＸは、端子９４を一般用蛍光灯照明器具のソケットの差込口に嵌合させることに
より、複数のＬＥＤ９２を発光させることができるように構成されている。
【０００３】
　なお、一般用蛍光灯照明器具とは、主に屋内の一般照明に広く用いられる照明器具であ
り、たとえば日本国内においては、商用電源（たとえば交流１００Ｖ）を用い、ＪＩＳ　
Ｃ７６１７に定められた直管形蛍光灯またはＪＩＳ　Ｃ７６１８に定められた環形蛍光灯
が取り付けられる照明器具をいう（以下、「一般用蛍光灯照明器具」を単に「照明器具」
という。）。
【０００４】
　上記ＬＥＤランプＸでは、屋内の天井などに設置された照明器具に取り付けられると、
ＬＥＤ９２の主出射方向が下方を向く。ＬＥＤランプＸでは、ＬＥＤ９２が点灯されると
、ＬＥＤ９２からの光は主としてＬＥＤ９２の主出射方向を向いて出射される。したがっ
て、ＬＥＤランプＸの周囲、特に側方付近においては、十分な明るさが得られないことが
ある。
【０００５】
　これに対し、一般用蛍光灯は、ほぼケースの表面全体から光が外部に放出されるため、
照明器具の周囲は一様な分布で十分な明るさを得ることができる。このように、上記ＬＥ
ＤランプＸでは、一般用蛍光灯が点灯されたときと比較して、特に側方付近において十分
な明るさが得られ難いといった問題点があった。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】実開平６－５４１０３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、周囲全体に十分な明るさ
を得ることができるＬＥＤランプを提供することをその課題とする。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明によって提供されるＬＥＤランプは、ＬＥＤチップをそれぞれ有する複数のＬＥ
Ｄモジュールと、支持面に上記複数のＬＥＤモジュールが搭載された支持部材と、を備え
たＬＥＤランプであって、上記複数のＬＥＤモジュールは、出射方向についての光度分布
である指向特性が互いに異なる複数種類のＬＥＤモジュールによって構成されていること
を特徴としている。
【０００９】
　このような構成によれば、支持部材に搭載された複数のＬＥＤモジュールは、出射方向
についての光度分布である指向特性が互いに異なる複数種類のＬＥＤモジュールによって
構成されているので、複数種類のＬＥＤモジュールの指向特性や各ＬＥＤモジュールの支
持基板における配置位置を適切に設定すれば、ＬＥＤランプの周囲全体において十分な明
るさが得られるＬＥＤランプを提供することができる。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記複数のＬＥＤモジュールは、上記支持面
の中央寄りに位置し、かつそれ以外の上記ＬＥＤモジュールよりも、上記支持面の法線方
向に光度分布が偏った指向特性を有する第１ＬＥＤモジュールを含むので、支持面の法線
方向において十分な明るさを得ることができる。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１ＬＥＤモジュールは、上記ＬＥＤチ
ップを囲み、かつ上記法線方向に開口するリフレクタを備えるので、十分な明るさを得る
上でより好適である。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記複数のＬＥＤモジュールは、上記支持面
の端部寄りに位置し、かつそれ以外の上記ＬＥＤモジュールよりも、上記支持面の面内方
向外方に光度分布が偏った指向特性を有する第２ＬＥＤモジュールを含むので、支持面の
面内方向外方において十分な明るさを得ることができる。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２ＬＥＤモジュールは、上記ＬＥＤチ
ップを囲み、かつ上記面内方向外方に開口するリフレクタを備えるので、十分な明るさを
得る上でより好適である。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記複数のＬＥＤモジュールは、上記支持面
の端部寄りに位置し、かつそれ以外の上記ＬＥＤモジュールよりも、上記支持面の面内方
向外方に光度分布が偏った指向特性を有する第２ＬＥＤモジュールと、上記第１および第
２ＬＥＤモジュールの間に位置し、かつ上記第１および第２ＬＥＤモジュールよりも出射
方向についての光度分布が均一である指向特性を有する第３ＬＥＤモジュールとをさらに
含む。この構成によれば、第３ＬＥＤモジュールからの光によって支持面の法線方向と支
持面の面内方向外方との間の領域において十分な明るさを得ることができる。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記支持面は、帯状であり、複数の上記第１
ＬＥＤモジュールが、上記支持面の中心寄りに長手方向に沿って配列されており、複数の
上記第２ＬＥＤモジュールが、上記支持面の幅方向両端に沿って配列されており、複数の
上記第３ＬＥＤモジュールが、上記複数の第１および第２ＬＥＤモジュールに挟まれた領
域に長手方向に沿って配列されている。このような構成によれば、支持部材およびＬＥＤ
モジュールを適当なケースに収納することにより、ＬＥＤランプを直管型や環型などの一
般用蛍光灯の代替として用いることができる。
【００１６】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
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【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】本発明の実施形態にかかるＬＥＤランプを示す斜視図である。
【図２】図１のＩＩ－ＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図３】第１ＬＥＤモジュールを示す上面図である。
【図４】図３のＩＶ－ＩＶ線に沿う要部断面図である。
【図５】第１ＬＥＤモジュールを示す下面図である。
【図６】第１ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図７】第２ＬＥＤモジュールを示す側面図である。
【図８】図７のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図９】第２ＬＥＤモジュールが支持基板に実装された状態を示す図である。
【図１０】第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図１１】第２ＬＥＤモジュールの変形例を示す側面図である。
【図１２】図１１のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿う要部断面図である。
【図１３】変形例の第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図１４】第３ＬＥＤモジュールを示す上面図である。
【図１５】図１４のＸＶ－ＸＶ線に沿う要部断面図である。
【図１６】第３ＬＥＤモジュールを示す下面図である。
【図１７】第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図１８】ＬＥＤランプの作用を説明するための図である。
【図１９】ＬＥＤランプの変形例を示す図である。
【図２０】第１ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図２１】図２０に示す第１ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図２２】第１ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図２３】図２２に示す第１ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図２４】第１ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図２５】図２４に示す第１ＬＥＤモジュールであって赤および緑を発光するタイプの指
向特性を示す図である。
【図２６】図２４に示す第１ＬＥＤモジュールであって青および赤を発光するタイプの指
向特性を示す図である。
【図２７】第１ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図２８】図２７に示す第１ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図２９】第１ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図３０】図２９に示す第１ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図３１】第１ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図３２】図３１に示す第１ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図３３】第２ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図３４】図３３に示す第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図３５】第２ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図３６】図３５に示す第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図３７】第２ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図３８】図３７に示す第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図３９】第２ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図４０】図３９に示す第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図４１】第２ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図４２】図４１に示す第２ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図４３】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図４４】図４３に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図４５】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図４６】図４５に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
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【図４７】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図４８】図４７に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図４９】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図５０】図４９に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図５１】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図５２】図５１に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図５３】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図５４】図５３に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図５５】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図５６】図５５に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図５７】第３ＬＥＤモジュールの変形例を示す概略外形図である。
【図５８】図５７に示す第３ＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図５９】ＬＥＤモジュールの変形例を示す側面図である。
【図６０】図５９に示すＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図６１】ＬＥＤモジュールの変形例を示す側面図である。
【図６２】図６１に示すＬＥＤモジュールの指向特性を示す図である。
【図６３】従来のＬＥＤランプの一例を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００１９】
　図１および図２は、本発明の実施形態にかかるＬＥＤランプの一例を示す図である。図
１は、ＬＥＤランプの要部斜視図であり、図２は、図１におけるＩＩ－ＩＩ線に沿う要部
断面図である。
【００２０】
　このＬＥＤランプＡは、支持基板１、複数のＬＥＤモジュール２、放熱部材３、ケース
４、および一対の口金５を備えている。このＬＥＤランプＡは、たとえば直管形蛍光ラン
プの代替として、一般用蛍光灯照明器具に取り付けられて用いられるものである。一般用
蛍光灯照明器具がたとえば屋内の天井などに設置されている場合には、ＬＥＤランプＡは
、通常、ＬＥＤモジュール２の光の主出射方向が下方を向くように取り付けられる。
【００２１】
　支持基板１は、複数のＬＥＤモジュール２を実装することにより、複数のＬＥＤモジュ
ール２を支持するものである。支持基板１は、たとえばガラスエポキシ樹脂からなり、所
定方向に延びた細長の板状に形成されている。支持基板１の実装面１ａには、複数のＬＥ
Ｄモジュール２に電力を供給するためのたとえばＣｕからなる図示しない配線パターンが
形成されている。
【００２２】
　ＬＥＤモジュール２は、図１に示すように、支持基板１の実装面１ａ上に縦横に並ぶよ
うに複数個配置されている。なお、図１に示す、支持基板１の実装面１ａ上におけるＬＥ
Ｄモジュール２の配列や個数などは一例であり、これに限定されるものではない。本実施
形態では、ＬＥＤモジュール２は、後述するＬＥＤチップ２１から発せられる光の出射方
向についての光度分布における指向特性が互いに異なる複数種類の第１ないし第３ＬＥＤ
モジュール２Ａ，２Ｂ，２Ｃによって構成されている。
【００２３】
　図３ないし図５は、第１ＬＥＤモジュール２Ａを示す図である。第１ＬＥＤモジュール
２Ａは、ＬＥＤチップ２１、基板２２、互いに離間する金属製のリード２３，２４、ワイ
ヤ２５、枠体２６、および樹脂パッケージ２７を備えている。第１ＬＥＤモジュール２Ａ
は、長さが１．６ｍｍ程度、幅が０．８ｍｍ程度、厚みが０．５５ｍｍ程度とされている
。
【００２４】
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　第１ＬＥＤモジュール２Ａは、ＬＥＤチップ２１から発せられる光が支持基板１の実装
面１ａの法線方向に光度分布が偏った指向特性を有するものである。図６に、第１ＬＥＤ
モジュール２Ａの指向特性を示す。この指向特性では、指向角０°において相対光度比が
最大となっている。第１ＬＥＤモジュール２Ａは、図１および図２に示すように、たとえ
ば支持基板１の中央に支持基板１の長手方向に沿って直線状に複数個配置されている。各
第１ＬＥＤモジュール２Ａは、ＬＥＤチップ２１の主出射方向が支持基板１の実装面１ａ
と直交する方向と一致するように配置されている。
【００２５】
　図４に示すように、ＬＥＤチップ２１は、リード２３，２４を介して基板２２の実装面
２２ａに実装されている。ＬＥＤチップ２１は、たとえばｎ型半導体およびｐ型半導体と
、これらに挟まれた活性層（いずれも図示せず）とが積層した構造とされている。ＬＥＤ
チップ２１は、たとえばＧａＮ系半導体からなる場合、青色光を発することができる。
【００２６】
　ＬＥＤチップ２１は、上下面に２つの電極を有している。ＬＥＤチップ２１がリード２
３の表面に搭載されることにより、ＬＥＤチップ２１の下面の電極は、リード２３と導通
している。リード２３は、図４および図５に示すように、断面視略半円状の凹部２８の内
表面を介して基板２２の裏面２２ｂに至る。その裏面２２ｂにおけるリード２３は、支持
基板１の図示しない配線パターンに接合される実装端子２９とされている。一方、ＬＥＤ
チップ２１の上面の電極は、ワイヤ２５を介してリード２４に接続されている。これによ
り、ＬＥＤチップ２１の上面の電極は、リード２４と導通している。リード２４は、リー
ド２３と同様に、凹部２８を介して基板２２の裏面２２ｂに至り、その裏面２２ｂにおけ
るリード２４は、支持基板１の配線パターンに接合される実装端子２９とされている。
【００２７】
　枠体２６は、たとえば白色樹脂からなり、基板２２の実装面２２ａの外周部から上方に
延びるように形成されている。枠体２６は、ＬＥＤチップ２１、ワイヤ２５、および樹脂
パッケージ２７を囲む反射面２６ａを有している。反射面２６ａは、ＬＥＤチップ２１か
ら発せられた光を反射することにより、上方に向かわせるためのものである。すなわち、
この第１ＬＥＤモジュール２Ａは、いわゆるリフレクタ付きのＬＥＤモジュールとされて
おり、このリフレクタにより、第１ＬＥＤモジュール２Ａは、ＬＥＤチップ２１からの光
が支持基板１の実装面１ａの法線方向に向かう領域で光度が大とされる。
【００２８】
　樹脂パッケージ２７は、ＬＥＤチップ２１およびワイヤ２５を保護するためのものであ
る。樹脂パッケージ２７は、ＬＥＤチップ２１から発せられる光に対して透光性を有する
たとえばシリコン樹脂を用いて形成されている。また、樹脂パッケージ２７に、青色光に
よって励起されることにより黄色光を発する蛍光材料を混入すれば、ＬＥＤモジュール２
から白色光を出射させることが可能となる。なお、上記黄色光を発する蛍光材料に代えて
、緑色光および赤色光を発する蛍光材料を混入するようにしてもよい。
【００２９】
　図７および図８は、第２ＬＥＤモジュール２Ｂを示す図である。第２ＬＥＤモジュール
２Ｂは、ＬＥＤチップ２１などを有する点で第１ＬＥＤモジュール２Ａと同様であり、図
７および図８において、第１ＬＥＤモジュール２Ａと同一または類似の要素には、同一の
符号を付す。第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、長さが３．８ｍｍ程度、幅が１ｍｍ程度、厚
みが０．６ｍｍ程度とされている。
【００３０】
　第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、ＬＥＤチップ２１から発せられる光が支持基板１の実装
面１ａの面内方向外方に光度分布が偏った指向特性を有するものである。図１０に、第２
ＬＥＤモジュール２Ｂの指向特性を示す。この指向特性では、指向角０°の方向が上記実
装面１ａの面内方向外方と一致しており、その指向角０°の方向において相対光度比が最
大となっている。第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、図１および図２に示すように、支持基板
１の実装面１ａ上において第３ＬＥＤモジュール２Ｃの隣りであって支持基板１の長手方
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向における端部寄りに配されている。すなわち、第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、支持基板
１の長手方向の両端部に沿って複数個配置されている。
【００３１】
　各第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、第１ＬＥＤモジュール２Ａと異なり、ＬＥＤチップ２
１の主出射方向が支持基板１の実装面１ａの面内方向と一致するように、支持基板１上に
実装されている。第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、リード２３，２４が基板２２の実装面２
２ａから側面２２ｃに至るが、側面２２ｃにおけるリード２３，２４がそれぞれ実装端子
２９とされている。すなわち、図９に示すように、第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、基板２
２が横向けに倒されるように支持基板１に対して配され、側面２２ｃにおけるリード２３
，２４がハンダ３０によって支持基板１の配線パターン（図略）と接合されることにより
、支持基板１に実装される。このように、第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、ＬＥＤチップ２
１の主出射方向が側方を向くように支持基板１上に配置され、ＬＥＤチップ２１から発せ
られる光が支持基板１の面内方向外方に向かう領域で光度が大とされる。
【００３２】
　なお、第２ＬＥＤモジュールとしては、図１１および図１２に示すように、枠体２６が
設けられておらず、すなわちリフレクタが省略された第２ＬＥＤモジュール２Ｂ′が採用
されてもよい。この第２ＬＥＤモジュール２Ｂ′は、樹脂パッケージ２７が側面視で略台
形状に形成され、その外表面が外部に露出している。また、第２ＬＥＤモジュール２Ｂ′
は、リード２３，２４が基板２２の実装面２２ａから側面２２ｃを介して裏面２２ｂまで
至る。第２ＬＥＤモジュール２Ｂ′においても、側面２２ｃにおけるリード２３，２４が
それぞれ実装端子２９とされている。第２ＬＥＤモジュール２Ｂ′の構成によれば、第２
ＬＥＤモジュール２Ｂに比べ、支持基板１の面内方向外方に、より広がる領域で光度が大
とされる。なお、図１３に、第２ＬＥＤモジュール２Ｂ′の指向特性を示す。
【００３３】
　図１４ないし図１６は、第３ＬＥＤモジュール２Ｃを示す図である。第３ＬＥＤモジュ
ール２Ｃは、その構成が枠体２６を除き第１および第２ＬＥＤモジュール２Ａ，２Ｂとほ
ぼ同様であり、図１４ないし図１６において、第１および第２ＬＥＤモジュール２Ａ，２
Ｂと同一または類似の要素には、同一の符号を付す。第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、長さ
が１．６ｍｍ程度、幅が０．８ｍｍ程度、厚みが０．３６ｍｍ程度とされている。
【００３４】
　第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、第１および第２ＬＥＤモジュール２Ａ，２Ｂと比較して
光度分布がより均一である指向特性を有する。図１７に、第３ＬＥＤモジュール２Ｃの指
向特性を示す。この指向特性では、指向角０°において相対光度比が最大となっていない
。第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、図１および図２に示すように、支持基板１の実装面１ａ
上において第１ＬＥＤモジュール２Ａの両側の位置であって支持基板１の長手方向に沿っ
て直線状に複数個配置されている。各第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、ＬＥＤチップ２１の
主出射方向が支持基板１の実装面１ａと直交する方向と一致するように配置されている。
【００３５】
　第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、基板２２上に枠体２６が設けられていない点で、第１お
よび第２ＬＥＤモジュール２Ａ，２Ｂと異なる。すなわち、第３ＬＥＤモジュール２Ｃは
、図１５に示すように、樹脂パッケージ２７が側面視で略台形状に形成され、その外表面
が外部に露出している。そのため、第３ＬＥＤモジュール２Ｃでは、ＬＥＤチップ２１の
主出射方向に光が出射されるとともに、斜め方向や側方にも光が出射される。すなわち、
第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、第１ＬＥＤモジュール２ＡほどＬＥＤチップ２１の主出射
方向の領域における光度は大きくないが、第１ＬＥＤモジュール２Ａに比べ斜め方向や側
方といった広角的な領域で光度が大とされる。
【００３６】
　図１および図２に戻り、放熱部材３は、ＬＥＤモジュール２で生じた熱を支持基板１を
介して放散させるためものであり、支持基板１の裏側に取り付けられている。放熱部材３
は、たとえばＡｌからなり、支持基板１の長手方向に沿って延びる細長のブロック状とさ
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れている。
【００３７】
　なお、放熱部材３としては、表面に絶縁処理を施すことにより、ＬＥＤモジュール２を
直接的に実装し支持するものであってもよい。すなわち、支持基板１を省略してもよい。
この場合、ＬＥＤモジュール２とたとえば絶縁機能を有する絶縁シート（図示せず）との
間には、支持基板１の実装面１ａに形成された配線パターンと同様の配線パターンが形成
される。この構成によれば、放熱部材３とは別に、ＬＥＤモジュール２を実装するための
支持基板１を用意する必要がないので、部品コストの削減化を図ることができる。
【００３８】
　ケース４は、支持基板１および放熱部材３などを収容するためのものであり、図２に示
すように、円形断面を有する直管状の円筒形とされている。ケース４は、たとえばポリカ
ーボネートなどの合成樹脂からなり、押出成形によって一体形成される。ＬＥＤモジュー
ル２からの光の一部がケース４の内面に達すると、ケース４は、その光を拡散させつつ透
過させる。
【００３９】
　ケース４の内面には、内側に向いて突出する一対の突出片４１が一体形成されている。
図２に表された状態において、放熱部材３は、その一部が突出片４１と当接することによ
り、ケース４に対する中心軸Ｏ１に垂直な方向（図中上方向）の移動が規制されている。
支持基板１および放熱部材３などがケース４内へ収容される場合、突出片４１の内側にお
いて放熱部材３がスライドされながらケース４内に挿入される。
【００４０】
　一対の口金５は、一般用蛍光灯照明器具のソケット（図示せず）に装着することにより
、商用電源から交流電力を供給するためのものである。口金５は、図１に示すように、２
本の端子５１を備えている。端子５１は、一般用蛍光灯照明器具の上記ソケットの差込口
に嵌合される部分である。
【００４１】
　次に、ＬＥＤランプＡの作用について、図１８を参照して説明する。なお、図１８は、
たとえば屋内の天井Ｐに設置された一般用蛍光灯照明器具に取り付られたＬＥＤランプＡ
の断面の状態を示しており、図１８では天地が逆になっている。
【００４２】
　本実施形態によれば、ＬＥＤランプＡが点灯されると、第１ないし第３ＬＥＤモジュー
ル２Ａ，２Ｂ，２Ｃの各ＬＥＤチップ２１からそれぞれ光が出射される。すなわち、第１
ＬＥＤモジュール２Ａは、点線ＳＡに示すように、ＬＥＤチップ２１から発せられる光が
支持基板１の実装面１ａの法線方向に光度分布が偏った指向特性を有しているので、第１
ＬＥＤモジュール２Ａから光が出射されると、主としてＬＥＤチップ２１の主出射方向を
向く方向の領域で光度が大となる。なお、図１８における点線ＳＡは、あくまでも第１Ｌ
ＥＤモジュール２Ａの光の指向特性を示すものであり、ＬＥＤランプＡにおける光の到達
範囲を示すものではない。後述する点線ＳＢ，ＳＣについても同様である。
【００４３】
　第２ＬＥＤモジュール２Ｂは、点線ＳＢに示すように、ＬＥＤチップ２１から発せられ
る光が支持基板１の実装面１ａの面内方向外方に光度分布が偏った指向特性を有している
ので、第２ＬＥＤモジュール２Ｂから光が出射されると、主としてＬＥＤチップ２１の主
出射方向、すなわちＬＥＤランプＡの側方方向の領域で光度が大となる。
【００４４】
　また、第３ＬＥＤモジュール２Ｃは、点線ＳＣに示すように、ＬＥＤチップ２１から発
せられる光が支持基板１の実装面１ａの法線方向に、第１および第２ＬＥＤモジュール２
Ａ，２Ｂに比べ光度分布が均一な指向特性を有しているので、第３ＬＥＤモジュール２Ｃ
から光が出射されると、ＬＥＤチップ２１の上方において放射状に広がる方向に、すなわ
ち、ＬＥＤランプＡの図１８における上方および斜め方向の領域で光度が大となる。
【００４５】
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　このように、本実施形態によれば、上記したように光の指向特性が互いに異なる第１な
いし第３ＬＥＤモジュール２Ａ，２Ｂ，２Ｃが支持基板１上に配されているので、各ＬＥ
Ｄチップ２１から出射された光は、天井Ｐ側を除きＬＥＤランプＡの周囲においてほぼ一
様に分布され、ＬＥＤランプＡの周囲全体において十分な明るさを得ることができる。
【００４６】
　本発明に係るＬＥＤランプは、上述した実施形態に限定されるものではない。本発明に
係るＬＥＤランプの各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。たとえば、支持
基板１、ＬＥＤモジュール２、放熱部材３、ケース４などの形状は、上記した形状に限る
ものではない。また、支持基板１に実装される各ＬＥＤモジュール２の実装形態（たとえ
ば各ＬＥＤモジュール２の配列、数、および配置位置など）も上記した実施形態に限るも
のではない。
【００４７】
　また、上記実施形態では、ケース４の内側から突出する一対の突出片４１によって放熱
部材３の移動が規制されるようにしていたが（図２参照）、この構成に代えて、図１９に
示すように、一対の突出片４１′によって放熱部材３および支持基板１の移動が規制され
るように構成してもよい。
【００４８】
　また、上記実施形態では、ＬＥＤモジュールの構成を直管型蛍光灯の代替としてのＬＥ
Ｄランプに適用したが、これに限らず、たとえば環型蛍光灯の代替としてのＬＥＤランプ
に適用してもよいし、屋内の天井などに埋め込まれて用いられるダウンライトなどに適用
してもよい。
【００４９】
　また、第１ないし第３ＬＥＤモジュール２Ａ，２Ｂ，２Ｃは、図２０ないし図５８に示
すＬＥＤモジュールがそれぞれ採用されてもよい。これらの図では、各ＬＥＤモジュール
の概略外形と指向特性とをそれぞれ示している。ＬＥＤモジュールの概略外形を示す図で
は、上から上面図、側面図および下面図であり、上面図の右の図は、右側面図である。図
２０ないし図３２は、第１ＬＥＤモジュール２Ａとして採用可能なリフレクタ付きのＬＥ
Ｄモジュールを示している。第１ＬＥＤモジュール２Ａにおける指向特性は、指向角０°
において相対光度比が最大となっている。図３３ないし図４２は、第２ＬＥＤモジュール
２Ｂとして採用可能な側面発光用のＬＥＤモジュールを示している。第２ＬＥＤモジュー
ル２Ｂにおける指向特性は、指向角０°の方向が支持基板１の実装面１ａの面内方向外方
と一致している。さらに、図４３ないし図５８は、第３ＬＥＤモジュール２Ｃとして採用
可能な光度分布が均一なＬＥＤモジュールを示している。第３ＬＥＤモジュール２Ｃにお
ける指向特性は、指向角０°において相対光度比が最大となっていない。なお、図２４お
よび図４９に示すＬＥＤモジュールは、２色発光タイプを示し、図２９、図３９および図
５７に示すＬＥＤモジュールは、３色発光タイプを示している。
【００５０】
　さらに、ＬＥＤモジュールに代えて、図５９ないし図６２に示すように、弾丸型のＬＥ
Ｄが採用されてもよい。図５９に示す弾丸型ＬＥＤは、支持基板１に対して縦方向あるい
は横方向に実装が可能であり、すなわち支持基板１の実装面の法線方向に、あるいは支持
基板１の実装面の面内方向外方に一致する方向に光度分布が偏った指向特性を有すること
ができる。また、図６１に示す弾丸型ＬＥＤは、図５９に示す弾丸型ＬＥＤに比べ構成が
より簡素化され、支持基板１の実装面の法線方向に光度分布が偏った指向特性を有する。
なお、図５９ないし図６２に示す弾丸型ＬＥＤ以外であって、２本のリードピンを有する
従来型のＬＥＤにおいて、各リードピンを支持基板１に貫通させる、あるいは各リードピ
ンを折り曲げるなどして、支持基板１の実装面の法線方向に、あるいは支持基板１の実装
面の面内方向外方に一致する方向に光度分布が偏った指向特性を有するようにすることも
できる。
【符号の説明】
【００５１】
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Ａ　　　　　　ＬＥＤランプ
１　　　　　　支持基板
１ａ　　　　　実装面
２　　　　　　ＬＥＤモジュール
２Ａ　　　　　第１ＬＥＤモジュール
２Ｂ、２Ｂ′　第２ＬＥＤモジュール
２Ｃ　　　　　第３ＬＥＤモジュール
２１　　　　　ＬＥＤチップ
２２　　　　　基板
２２ａ　　　　実装面
２２ｂ　　　　裏面
２２ｃ　　　　側面
２３、２４　　リード
２５　　　　　ワイヤ
２６　　　　　枠体
２７　　　　　樹脂パッケージ
２８　　　　　凹部
２９　　　　　実装端子
３　　　　　　放熱部材
４　　　　　　ケース
４１　　　　　突起片
５　　　　　　口金
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