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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　シングルエンド形ソケットまたはダブルエンド形ソケットを備えたランプであって、
　少なくとも１つのソケット（１２）に、容積空間（１４）を実質的に囲繞するバルブエ
レメント（１１）が設けられ、さらに容積空間（１４）内部に第２形式の部分ランプ（３
１）が配設されている形式のランプにおいて、
　前記バルブエレメント（１１）が、容積空間（１４）に隣接する内部境界面（１６）と
外部空間に隣接する外部境界面（１７）とを有しており、前記内部境界面（１６）と外部
境界面（１７）は少なくとも部分的に空間内で湾曲しており、
　さらに当該ランプには少なくとも１つのＬＥＤ素子（１３）が対応付けられており、
　前記ＬＥＤ素子（１３）のＬＥＤ光の入射が前記バルブエレメント（１１）の内方へ向
けて行われ、さらに該バルブエレメント（１１）の前記２つの内部および外部境界面（１
６，１７）の間における反射に基づいて、当該ＬＥＤ光の継続的光導波が当該バルブエレ
メント（１１）内部で行われるように構成されていることを特徴とするランプ。
【請求項２】
　前記第２形式の部分ランプ（３１）は、小型蛍光ランプとして構成されている、請求項
１記載のランプ。
【請求項３】
　第２形式の部分ランプ（３１）が設けられており、該部分ランプ（３１）はＬＥＤ素子
（１３）と同じような色温度特性を有している、請求項１または２記載のランプ。
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【請求項４】
　前記バルブエレメント（１１）は、専ら湾曲した、角張った箇所のない境界面（１６、
１７）を有している、請求項１から３いずれか１項記載のランプ。
【請求項５】
　前記バルブエレメント（１１）は、換気用開口部を有している、請求項１から４いずれ
か１項記載のランプ。
【請求項６】
　前記容積空間（１４）は共にバルブエレメント（１１）と少なくとも１つのソケット（
１２）によって完全に包み込まれている、請求項１から４いずれか１項記載のランプ。
【請求項７】
　少なくとも１つのＬＥＤ素子（１３）が、当該ランプの少なくとも１つのソケット（１
２）内に配設されている、請求項１から６いずれか１項記載のランプ。
【請求項８】
　バルブエレメントが固定領域（２８）を介して少なくとも１つのソケットに結合され、
少なくとも１つのＬＥＤ素子が固定領域近傍に配設されている、請求項１から７いずれか
１項記載のランプ。
【請求項９】
　複数のＬＥＤ素子（１３）が設けられており、これらのＬＥＤ素子は少なくとも１つの
ソケットの縁部領域に配設されている、請求項１から８いずれか１項記載のランプ。
【請求項１０】
　複数のＬＥＤ素子（１３）が設けられており、これらのＬＥＤ素子は、周面方向に分散
配置され、特に環状に分散されてソケットに配設されている、請求項１から９いずれか１
項記載のランプ。
【請求項１１】
　複数のＬＥＤ素子（１３）が設けられており、これらのＬＥＤ素子は、異なった色を含
んでいる、請求項１から１０いずれか１項記載のランプ。
【請求項１２】
　バルブエレメント（１１）に対して付加的にディフューザーエレメントが設けられてい
る、請求項１から１１いずれか１項記載のランプ。
【請求項１３】
　ＬＥＤ光の継続導波が、前記バルブエレメント（１１）内で前記境界面（１６、１７）
に沿って当該２つの境界面における全反射によって十分に行われる、請求項１から１２い
ずれか１項記載のランプ。
【請求項１４】
　前記バルブエレメント（１１）は、中空に構成され、この場合２つの別個の構造要素が
内部境界面と外部境界面を形成している、請求項１から１３いずれか１項記載のランプ。
【請求項１５】
　バルブエレメント（１１）の内部および/または外部境界面（１６，１７）が蛍光層（
３２）を備えており、該蛍光層は、短波の紫外線領域にあるＬＥＤ照射光によって励起さ
れる、請求項１から１４いずれか１項記載のランプ。
【請求項１６】
　前記ランプ（１０）は、通常の構造形態の少なくとも１つのソケット（１２）を有して
いる、請求項１から１５いずれか１項記載のランプ。
【請求項１７】
　前記バルブエレメント（１１）は、プラスチックからなっている、請求項１から１６い
ずれか１項記載のランプ。
【請求項１８】
　前記プラスチックは、拡散体を含んでいる、請求項１７記載のランプ。
【請求項１９】
　前記バルブエレメントは、プラスチック射出成形体として構成されており、前記拡散体
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は、射出成形前にプラスチック粒質物に混入されている、請求項１８記載のランプ。
【請求項２０】
　前記バルブエレメントは、プラスチック射出成形体として構成されており、前記拡散体
は、プラスチック粒質物の構成要素である、請求項１８記載のランプ。
【請求項２１】
　前記拡散体は蛍光性物質からなっている、請求項１８から２０いずれか１項記載のラン
プ。
【請求項２２】
　前記蛍光性物質は、青色若しくは長波の紫外線領域にある放射成分（例えば第２形式の
部分ランプ（３１）の水銀共鳴線）および/またはＬＥＤ素子（１３）から発光された長
波の紫外線ビームを可視光に変換する紫外光成分である、請求項２１記載のランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、シングルエンド形ソケットまたはダブルエンド形ソケットを備え、少なくと
も１つのソケットに、容積空間を実質的に囲繞するバルブエレメントが設けられ、さらに
容積空間内部に第２形式の部分ランプが配設されている、ランプに関する。このランプに
は、少なくとも１つのＬＥＤ素子（発光ダイオード）が設けられている。
【背景技術】
【０００２】
　この種のランプは、ドイツ連邦共和国特許出願DE 198 29 280 A1明細書から公知である
。そこに開示されているランプは、色温度の異なる少なくとも２つの部分ランプを含んで
いる。この場合このランプ全体の色温度は可変である。部分ランプの１つはＬＥＤとして
構成されている。
【０００３】
　１つのランプにＬＥＤを配置する際には、次のことが考慮されなければならない。すな
わちＬＥＤが通常の方式で配向される光を放射するように考慮されなければならない。ラ
ンプから発光されるＬＥＤ光の均一な輝度分布を得るためには、ＬＥＤ素子の特別な配置
が必要となる。この場合の目標は観察者に対する光源構造における散乱（Aufloesung）の
十分な回避である。その上さらに２つの部分ランプを備えたランプの場合では、陰影の問
題が特に問題となる。
【０００４】
　発明の課題
　本発明の課題が基礎としているところは、少なくとも１つのＬＥＤ素子を有するランプ
を次のように改善することである。すなわちランプから照射されるＬＥＤ光の均一な輝度
分布が達成されるように改善を行うことである。
【０００５】
　前記課題は本発明により、バルブエレメントが、容積空間に隣接する内部境界面と外部
空間に隣接する外部境界面とを有しており、前記内部境界面と外部境界面は少なくとも部
分的に空間内で湾曲しており、さらに当該ランプには少なくとも１つのＬＥＤ素子が対応
付けられており、前記ＬＥＤ素子のＬＥＤ光の入射が前記バルブエレメントの内方へ向け
て行われ、さらに該バルブエレメントの前記２つの内部および外部境界面の間における反
射に基づいて、当該ＬＥＤ光の継続的光導波が当該バルブエレメント内部で行われるよう
に構成されて解決される。
【０００６】
　本発明の原理は、実質的には次のようなことからなる。すなわち、１つ又は複数のＬＥ
Ｄ素子から発光された光がバルブエレメント内に直接入力結合され、そしてこのバルブエ
レメントが光導波素子および/また光偏向素子として利用されることである。このように
すれば、バルブエレメント全体が十分均一にＬＥＤ光を供給でき、ないしはＬＥＤ光によ
って透過される。相応の境界面の配置構成と、相応に選択されたバルブエレメントの形態
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によって、ＬＥＤ光が十分均一にバルブエレメントから出射し、ランプからそのようにし
て放たれる。
【０００７】
　本発明によれば、光源構造内の散乱は回避できる。その他にも、特に容積空間内で第２
形式の部分ランプが配設されているケースにおいて、少なくとも１つのＬＥＤ素子と第２
形式の部分ランプが共同で生成する光分布全体は陰影問題を有すことなく達成される。こ
のＬＥＤ素子と第２形式の部分ランプは、有利には同一の輝度分布を生成する。
【０００８】
　本発明の代替的構成例によれば、第２形式の部分ランプが容積空間外に配設することも
もちろん可能である。この構成例の場合では、バルブエレメントが例えば第２形式の部分
ランプの脚部間に存在し、そのため例えば回転対称な配置構成も、いずれにせよ全体的に
均一な輝度分布でもって陰影問題なしで可能となる。
【０００９】
　本発明のランプによれば、もっぱら湾曲のつまり角張った箇所の全くないバルブエレメ
ント境界面を設けることが可能となり、それによって光強度分布のほぼ連続的な経過特性
が可能となる。
【００１０】
　前述してきたＬＥＤ光としてここでは通常のＬＥＤ素子から発光される可視波長領域の
電磁波と理解されたい。もちろん本発明の趣旨においては、このＬＥＤ光の概念には、Ｌ
ＥＤ素子から発光される可視外波長領域の電磁波、例えばＵＶ波も含まれる。
【００１１】
　バルブエレメントに容積空間を実質的に包含させるための定義にはもちろん、バルブエ
レメントに開口部を有する実施例も含まれている。例えば冷却用の空気流をバルブエレメ
ントに通すための換気孔などである。この種の開口部がバルブエレメント内に設けられて
いるケースでは、バルブエレメント内でＬＥＤ光を継続導波させるためのさらなる手段が
設けられてもよい。
【００１２】
　バルブエレメント自体は、従来技術におけるランプのもとで十分に公知であって十分に
普及されている。このバルブエレメントは従来技法のもとでは、基本的に例えば次のよう
な目的で使用されている。すなわち所定のガスを容積空間内に閉じこめておくために使用
されている。別の側から見れば、バルブエレメントと少なくとも１つのソケットの固定的
な結合によって、ランプ外とは異なる圧力で占められた遮蔽中空空間が達成できる。この
ような機能の他にも従来技法の枠内では、バルブエレメントがディフューザーとして利用
されることが公知である。
【００１３】
　本発明によれば、バルブエレメントに、少なくとも１つのＬＥＤ素子から発光された光
のための光導波路としての機能を割当てている。このことはＬＥＤ光の次のような所期の
導波を可能にしている。すなわち実際上、バルブエレメントの外部境界面の全てがバルブ
エレメントからのＬＥＤ光の十分均一な出射のための光出射面として機能し得るようにし
ている。
【００１４】
　この場合、従来の公知のバルブエレメントにおけるディフューザーないしは圧力チャン
バ壁部若しくはガスチャンバ壁部としての機能は、放棄されるのではなくて、必要に応じ
て付加的に受け継がれるものでなければならない。
【００１５】
　この関係においては、本発明の別の有利な実施例によれば、１つの容積空間が共にバル
ブエレメントと少なくとも１つのソケットによって完全に包み込まれる。このようにすれ
ば、容積空間内部がランプ外の圧力とは異なる圧力を占めること、および/または容積空
間を１つのガスで充たすことが可能となる。
【００１６】
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　本発明のさらに別の有利な実施例によれば、少なくとも１つのＬＥＤ素子がランプの少
なくとも１つのソケット内に配設される。このことは、ＬＥＤ素子の特に簡単な結合を可
能にする。
【００１７】
　本発明のさらに別の有利な実施例によれば、複数のＬＥＤ素子がソケットの縁部領域に
配設される。このことによってもＬＥＤ素子の特に簡単な結合が可能になる。その他にも
このような配置構成は、温度分布に関しても有利であり、ランプ内にさらに第２形式の部
分ランプが設けられているケースでは特に有利となり得る。このようにすれば、異なった
部分ランプを同時に点灯させる場合において、相反する温度の影響を最も少なくなるよう
にさせることが可能となる。
【００１８】
　ＬＥＤ素子のソケットは、比較的強く加熱される。特に小型蛍光ランプとして構成され
た第２形式の部分ランプの場合には、当該部分ランプのソケットとの結合部分の領域が比
較的高温となり得る。ソケット外縁領域内への１つまたは複数のＬＥＤ素子の配置構成と
、第２形式の部分ランプのほぼランプソケット中央への配置構成とによって、ＬＥＤ素子
の配設領域と、第２形式の部分ランプの結合領域との間の間隔を最大にすることができる
ようになる。このような広い間隔によって、相反する温度の影響を最小限に抑えることが
でき、それによって２つの部分ランプの並列動作が可能になる。ソケット外側におけるＬ
ＥＤ素子から生じた熱の放出は、ほとんど障害的な影響なしで小型蛍光ランプによって行
なわれる。
【００１９】
　別の有利な実施例によれば、少なくとも１つのＬＥＤ素子がバルブエレメントの固定領
域近傍で少なくとも１つのソケットに設けられる。このようにすれば、少なくとも１つの
ＬＥＤ素子から発光されたＬＥＤ光のバルブエレメント内への直接の入力結合がほとんど
損失を伴わずに達成される。
【００２０】
　本発明のさらに別の有利な実施例によれば、容積空間内に第２形式の部分ランプが設け
られる。このことは、例えばドイツ連邦共和国特許出願DE 198 29 270 A1明細書に開示さ
れているような異なった色温度の２つの部分ランプを有するランプ構成を可能にする。特
にこの場合、第１の色温度を有する第１形式の部分ランプとしてＬＥＤ素子を設けると共
に、包み込まれた容積空間内には別の色温度を有する第２形式の少なくとも１つの部分ラ
ンプを配設することが可能となる。その場合２つの部分ランプないし部分ランプ群のうち
の１つは、有利には減光可能に及び/又はスイッチオン/オフ可能に構成してもよい。
【００２１】
　特に有利には、第２形式の部分ランプが蛍光水銀ランプとして構成され得る。そのよう
な蛍光水銀ランプと複数の赤色発光ダイオード素子との組合わせは、従来の白熱ランプの
減光のもとで生成されるような２５００Ｋ以下の色温度を有する白色光の生成を可能にす
る。
【００２２】
　この種の蛍光水銀ランプは、任意の形態が可能であって例えば小型携帯ランプやペンシ
ル型ランプとして構成できる。特にその放電容器が少なくとも１つのＵ字状に湾曲した部
分を含んでいるような形状の小型蛍光ランプ、例えばOSRAM社制のDULUX-T/E型小型蛍光ラ
ンプ、DULUX-S/E型又はDULUX-L型ランプなどのような小型ランプを提供できる。
【００２３】
　本発明のさらに別の実施例によれば、複数のＬＥＤ素子が設けられ、それらが周面方向
に分散配置されてソケットに配設される。この構成によれば、多数のＬＥＤ素子の密接し
た配置が可能となるのでＬＥＤからの高出力の発光が可能となる。
【００２４】
　ＬＥＤ素子の数は、実際にはソケットの仕様による制約のみを受ける。しかしながら多
数のＬＥＤ素子を実質的に環状に配置すれば、特に密接な配置構成の選択が可能となり、
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それによってバルブエレメント内へＬＥＤ光の光束をより多く入力結合できるようになる
。
【００２５】
　本発明のさらに有利な実施例によれば、異なる色温度の複数のＬＥＤ素子が含まれる。
このようにすれば、例えばＬＥＤ素子の選択的な減光によって色操作（Farbgang）が可能
となる。
【００２６】
　本発明の別の有利な実施例によれば、少なくとも１つのＬＥＤ素子に対して付加的に第
２形式の部分ランプが設けられ、これは実質的にＬＥＤ素子と同じ色温度を有している。
この種の組合わせは、例えば、低出力の効果的な非常灯又は常夜灯を形成するのに適して
おり、また必要に応じて第２形式の部分ランプを、例えば小型蛍光ランプの形態において
高い光束を得るために加えるのに適している。
【００２７】
　本発明の別の有利な構成例によれば、バルブエレメントが容積空間に隣接する内部境界
面と、外部空間に隣接する外部境界面を有し、この場合内部境界面と外部境界面が少なく
とも部分的に空間内で湾曲している。この構成は、角張った部分のないバルブエレメント
構造を十分可能にし、それによって基本的に均一な光出射面がバルブエレメントに対して
得られるようになる。
【００２８】
　バルブエレメント内で境界面に沿ったＬＥＤ光の継続導波は、２つの境界面における全
反射によって十分に行われる。バルブエレメントからの光の出射は、実質的に不完全箇所
ないしは相応の表面処理、例えば境界面の粗面処理や特殊コーティング等によって達成さ
れる。バルブエレメントの特殊な成形または境界面の形成ないし処理によって、次のこと
が保証される。すなわち境界面における不完全箇所の形成が、それぞれバルブエレメント
内部で継続導波されたＬＥＤ光の一部がその伝播経路上でバルブエレメントを貫通して当
該不完全箇所にて散乱し、当該バルブエレメントから出射するように行われることである
。
【００２９】
　例えば、ＬＥＤ素子との距離が増す毎に数を減じるように不完全箇所を設けることも考
えられる。また代替的に外部境界面にＬＥＤ素子との間隔に依存して異なる厚さの表面処
理を施すことによって、相応の光分散を達成させることも可能である。
【００３０】
　本発明のさらに別の実施例によれば、バルブエレメントに対して付加的にディフューザ
ーエレメントが設けられる。このディフューザーエレメントは、バルブ状に構成してもよ
いし、バルブエレメントを例えば囲繞するように構成してもよい。この種のディフューザ
ーエレメントは、ＬＥＤ光のさらなる均一化に寄与する。
【００３１】
　本発明の有利な実施例によれば、バルブエレメントが中実に構成され、内部境界面と外
部境界面の間で実質的に一定の壁厚を有している。不完全箇所は、ここではバルブエレメ
ント自体の中に設けられてもよい（例えば所期の洗浄省略若しくはバルブの処理等によっ
て）。
【００３２】
　代替的にバルブエレメントの壁厚が、特にＬＥＤ素子との間隔距離に依存して変更され
る。
【００３３】
　本発明の別の有利な実施例によれば、バルブエレメントが全体的に中空に構成される。
この場合２つの別個の構造要素が内部境界面と外部境界面を形成し、内部境界面ないし外
部境界面において全反射が行われる。２つの境界面の間には、真空部ないしガス充填部が
存在し得る。
【００３４】
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　別の有利な実施例によれば、バルブエレメントの内部境界面および/または外部境界面
が蛍光層を備えており、この蛍光層が、ＬＥＤ光、特に短波の紫外線領域にあるＬＥＤビ
ームによって励起される。
【００３５】
　さらに別の有利な実施例によれば、当該ランプが先のドイツ連邦共和国特許出願DE 198
 29 270 A1明細書に記載されているような通常の構造形態の少なくとも１つのソケット有
する。このことは、特に従来型の照明器具への本発明によるランプの接続の際に有利とな
る。
【００３６】
　本発明の別の有利な実施例によれば、バルブエレメントがプラスチックからなる。この
構成は、バルブエレメントを製造するためのプラスチック粒質物内への拡散体の挿入を可
能にする。特にプラスチック射出成形部材として製造されたバルブエレメントは、このよ
うにして特に均一に分散された拡散体を備えることが可能となる。その場合の製造コスト
は僅かで済む。これらの拡散体は、プラスチック粒質物に混入され、粒状物質の内蔵され
た構成要素であり得る。
【００３７】
　それらの拡散体は、蛍光性物質であってもよい。
【００３８】
　図面の簡単な説明
図１は、従来のセイヨウナシ形の基本形態を有する本発明によるランプの第１実施例の部
分破断図であり、
図２は、２つの形式の部分ランプを備えたダブルエンド形ソケットの本発明によるランプ
の第２実施例の端部領域の断面図であり、
図３は、２つの形式の部分ランプを有するシングルエンド形ソケットのランプ形態の本発
明による第３実施例を示した図であり、
図４は、図３に従って示されている本発明の第４実施例を示した図である。
【実施例】
【００３９】
　図１には、その全体が符号１０で表わされるランプが示されており、このランプは、従
来型のセイヨウナシ形若しくは滴形の基本形態を有している。バルブエレメント１１は、
ソケット１２に固定されている。このソケットは、ねじ込み式ソケットとして構成されて
おり、機械的な保持とここには図示されていない発光側のホルダーへの電気的な接続のた
めに用いられる。
【００４０】
　バルブエレメント１１は容積空間１４を囲繞しており、このバルブエレメントは例えば
真空化されていてもよいし、代替的にガスを充填されていてもよい。また容積空間１４内
に若しくは容積空間１４外に、第２形式の部分ランプを配設してもよい。基本的には、こ
の容積空間１４とランプの外部空間１５の間は直接の接合部からなり得る。このバルブエ
レメント１１および/またはソケット１２は、換気孔部を有する。
【００４１】
　バルブエレメント１１は、全体的に図に示されている実施例の場合、光導波性の材料、
例えばガラス、プラスチックからなっている。それは内部境界面１６と外部境界面１７を
有している。内部境界面１６は、バルブエレメント１１と容積空間１４の間の境界層のバ
ルブエレメント１１に向いた側を表わし、外部境界面は、バルブエレメント１１と外部空
間１５の間の境界層のバルブエレメント１１に向いた側を表わす。
【００４２】
　当該実施例においては固形材料からなるバルブエレメント１１は、代替的に２つの別個
のエレメントから、すなわち内部境界面１６は第１のエレメントからそして外部境界面１
７は第２のエレメントからなるものであってもよい。これらの２つの境界面の間には、真
空の空間若しくはガスの充填された空間が存在していてもよい。この空間を通って発光ダ
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イオードの光が伝播する。
【００４３】
　図１による実施例では、わかりやすくするために１つのＬＥＤ素子１３のみがソケット
１２の領域に示されているだけであるが、有利には、多数のＬＥＤ素子１３が周面に亘っ
て均一に分散されて、その断面形状が実質的に環状となるソケット１２の領域内で当該ラ
ンプ１０の長手軸線Ｌを中心に囲繞するように配設される。それにより、複数のＬＥＤ素
子の実質的に環状の配置構成がなりたつ。
【００４４】
　図１によれば、ＬＥＤ素子１３は、ＬＥＤ光を矢印パス１８に沿って直接下方から当該
バルブエレメント１１の縁部領域２８内へ照射する。この入射領域内ではもちろん次のこ
とに注意しなければならない。すなわちここではできるだけ僅かな入射損失しか生じない
ようにしなければならない。それによって、当該ランプの外部空間１５の均一な照明のた
めの最大のＬＥＤ光１８が得られる。
【００４５】
　このＬＥＤ光は、矢印パス１８に沿ってバルブエレメント１１内を伝播する。内部境界
面１６と外部境界面１７では全反射が生じる。この矢印パス１８は、ダイオードの光の経
路を概略的に表わしただけのものである。実際には、ほぼ無限の数の異なった矢印パス１
８が重なり合って生じ得る。
【００４６】
　外部境界面１７の領域２０においては、この外部境界面１７が特殊な形態で構成されて
いる。例えばそこでは外側２３の表面処理若しくは外部境界面１７の特別な経過が達成さ
れ、それによってそこではバルブエレメント１１から外部空間１５へのＬＥＤ光１８の光
の出射が生じている。このことは矢印１９によって表わされている。この表面処理の代わ
りに、外側２３の特殊なコーティングを代替的に行うことも可能である（例えば短波のＬ
ＥＤ照射光をＬＥＤ可視光に変換する蛍光性材料のコーティングなど）。さらにバルブエ
レメント１１自体の相応の成形によって相応の光出射を達成するようにしてもよい。
【００４７】
　相応の形態で、内部境界面１６も、例えば領域２２で表わされているように構成しても
よい。それにより、ＬＥＤ光の一部がそこでは内部境界面１６における全反射と光継続導
波をなさずに図示の矢印２１に沿ってバルブエレメント１１から外部空間１５へ出射され
る。
【００４８】
　この場合境界面１６、１７は、有利にはその延在全体が次のように構成されている。す
なわちバルブエレメント１１内に入射される全てのＬＥＤ素子１３の全てのＬＥＤ光が、
完全に均一に若しくは少なくとも十分均一にバルブエレメント１１から出射されるように
構成される。このようにしてバルブエレメント１１は、標準観測者から個々のＬＥＤ素子
を認識されることなく十分均一な光源としてとられられるようになる。
【００４９】
　ここにおいては特に次の点を示唆しておく。すなわち本発明による境界面１６、１７の
構成は、例えば特殊なコーティングによって達成されてもよいし、その他の処理、例えば
バルブエレメント１１の材料の粗面処理等によって達成されてもよい。容積空間１４に向
いているエレメント１１の内側３３は、容積空間１４側からもアクセス可能であり、その
ため完成後のバルブエレメント１１であっても内部境界面１６の制御のためにさらなる処
理を施すことも可能である。さらに簡単な処理を施すべく外部境界面１７の完全にフリー
なアクセスが可能な外側２３を同じようにコーティングないし処理してもよい。
【００５０】
　前述したような矢印１９および２１に相応した光の出射は、単に概略的に光路を表わし
たものに過ぎない。実際には、境界面１６、１７の不完全な箇所もしくはバルブエレメン
ト１１内の不完全な介在部分の存在するそのような領域２０や２２においてバルブエレメ
ント１１からの光の出射が実現する。バルブ１１全体に亘って可及的に均一なＬＥＤ光１
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８の光分布を達成するために、この種の不完全箇所を含む領域２０、２２をバルブエレメ
ント１１に亘って単に点在させるだけでなく、ほぼ完全にバルブエレメント全体にゆきわ
たらせる。不完全箇所の密度ないしはその構成によるだけで、バルブエレメント１１の延
在全体に亘るＬＥＤ光１８の十分均一な光分布の達成が実現される。
【００５１】
　最後に、手間はかかるがバルブエレメント１１からのＬＥＤ光１８の所望の均一な光出
射をバルブエレメント１１の特殊な成形によって達成することも考えられる。例えばバル
ブエレメント１１の厚さｄ、すなわちバルブエレメント１１の壁厚、換言すれば内部境界
面１６と外部境界面１７の間の間隔（これは図１の実施例では一定である）を、境界面１
６、１７の延在全体に亘って変化させてもよい。
【００５２】
　図２には、本発明によるランプ１０の第２実施例が示されており、このランプは、ダブ
ルエンド形であり、従来タイプの蛍光ランプの形態を有している。
【００５３】
　ここでは、同じ比較可能な若しくはそれ自体相応の構成要素には、異なる実施例のもと
でもわかりやすくするために、同じ符号を付していることを示唆しておく。
【００５４】
　図２には、一方のソケット２４と相応の接続コンタクトピン２５を備えたランプ１０の
端部領域が破断図で示されている。ここでは図示されていない同一のもう一方のソケット
２４は、図２に関して反対側のすなわち当該ランプ１０の右側の端部に存在している。
【００５５】
　これらの２つのソケット２４は、バルブエレメント１１と結合されており、このバルブ
エレメント１１は、環状の断面を有する従来の中空円筒状をした基本形態である。従来方
式の蛍光ランプでは、公知のバルブエレメントは通常はガラス性である。
【００５６】
　ソケット２４にはインキャンディセントフィラメント２６が対応付けられている。内部
空間１４に向いたバルブエレメント１１内側３３には、ここでは図示されていない蛍光層
３２が設けられている。
【００５７】
　相応の端子を有するインキャンディセントフィラメント２６とガス２７及び蛍光層３２
は共に第２形式の部分ランプ３１を構成している。このランプに関しては以下でさらに詳
述する。この種の蛍光ランプでは、バルブエレメント１１が通常は保護バルブとしてかな
いしはガス２７を閉じこめておくために用いられる。
【００５８】
　図２による本発明のランプ１０では、バルブエレメント１１が図１による実施例に類似
して内部境界面１６と外部境界面１７を有している。このバルブエレメント１１は、直接
的にソケット２４に固定されており、それによって実質的に環状の固定領域２８が生じて
いる。このソケット２４における固定領域２８近傍には、図２による当該実施例でも再び
複数のＬＥＤ素子１３が設けられている。これらのＬＥＤ素子は周面方向に亘って均一に
相互に離間されている。図２にでは、２つのＬＥＤ素子１３のみが示されており、これら
はＬＥＤ光を矢印１８に沿ってバルブエレメント１１内へ照射している。ＬＥＤ素子に対
する端子はここでは図示されていない。
【００５９】
　バルブエレメント１１内部では、２つの境界面１６、１７において全反射が生じており
、そのためＬＥＤ光１８は、当該バルブエレメント１１の延在部全体に亘って伝播する。
【００６０】
　図１による実施例に類似してＬＥＤ光１８はここでも矢印１９，２１に沿ってバルブエ
レメント１１から外部空間１５へ出射している。このことは、境界面１６，１７の相応の
構成によって達成される。バルブエレメント１１の処理若しくはコーティングないし構成
は、ここでも図１に基づいて説明してきたの同じように行うことができる。
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【００６１】
　図２による実施例は、第１形式の部分ランプ、すなわちＬＥＤ素子１３群からなる部分
ランプを有する。その上さらに第２形式の部分ランプが設けられており、これは少なくと
も従来の蛍光ランプに非常に類似している。
【００６２】
　有利には、第１形式の２つの異なる部分ランプ１３と第２形式の部分ランプ３１は、相
互に別個に駆動制御可能である。図２のように第１形式の部分ランプ１３群が多数の個別
素子（ＬＥＤ素子１３）からなっている場合には、個々の素子を相互に別個に駆動制御す
ることも可能である。
【００６３】
　例えば個々の部分ランプをそれぞれ別の部分ランプの作動中にスイッチオン若しくはス
イッチオフすることも、あるいは異なるグループの２つの部分ランプの少なくとも一方を
減光可能に構成するようにしてもよい。そのようにすれば、専らＬＥＤ素子１３によって
提供される低出力の効果的な非常灯若しくは常夜灯が可能となる。別の側からは、このよ
うにすれば、ドイツ連邦共和国特許出願DE 198 29 270 A1明細書に記載されている目的に
対する全体的な色温度の変更も達成可能となる。
【００６４】
　ここではさらに図１による第１実施例の容積空間１４内に、図示されていない第２形式
の部分ランプを設けることも可能であることを述べておく。この場合第２形式の部分ラン
プ３１の方式は、基本的には任意である。例えば小型蛍光ランプであってもよい。その他
にも、図２による実施例のバルブエレメント１１は、ここでは保護バルブの機能のように
ＬＥＤ個１８に対する光導波路の機能も同時に受け継ぐことを述べておく。さらに基本的
には、別個のディフューザー素子（図示せず）を設けてもよい。これは全ての配置構成を
含む。最後に、２つのバルブエレメントの同心的な配置構成も考えられる。その場合は一
方のバルブエレメントが保護バルブを形成し、もう一方のバルブエレメントはＬＥＤ光１
８の継続導波に用いられる。
【００６５】
　図３には、本発明によるランプ１０の第３実施例が示されており、このランプはＵ字形
の断面とその長手軸Ｌに沿って回転対称なバルブエレメント１１を有している。図３によ
るランプ１０は、１つのソケット２９によるシングルエンド形である。ここでもこのソケ
ット２９は、相応の接続端子３０を有しており、これが図には示されていない照明側フレ
ームとの機械的並びに電気的なコンタクトに用いられている。図１及び図２に基づいて説
明した実施形態は、図３の実施例にも同じように関連している。
【００６６】
　図２による実施例に類似して、遮蔽されソケット２９と固定的に結合されたバルブエレ
メント１１の容積空間１４内には、第２形式の部分ランプ３１が設けられている。複数の
ＬＥＤ素子１３もソケット２９に設けられており、それらは周面方向に分散され相互に離
間されている。これらのＬＥＤ素子１３と第２形式の２つの部分ランプ３１は、図２によ
る実施例に類似して異なる色温度を有し得る。そのようにして先のドイツ連邦共和国特許
出願DE 198 29 270 A1明細書に記載されている課題が、色温度の異なる２つの部分ランプ
を備えたランプによって解決される。この場合このランプの全体的な色温度は、可変であ
り、照明レベルの変更が色温度に作用する。第１形式の部分ランプとしてのＬＥＤ素子１
３と第２形式の部分ランプ３１（これらは例えば小型蛍光ランプとしてあるいは高圧放電
ランプとして構成されてもよい）は、同じ色温度を有するものであってもよい。有利には
２つの部分ランプ群ないし部分ランプ３１、１３の少なくとも一方が減光可能か、および
/またはスイッチオン/オフ可能である。
【００６７】
　ＬＥＤ光１８の伝播は、図３による実施例の場合も前述してきた光伝播に類似して行わ
れる。
【００６８】



(11) JP 4154334 B2 2008.9.24

10

　図４による実施例は、図３による実施例と、実質的に次の点でのみ異なっている。すな
わちここではＬＥＤ光が入射されるバルブエレメント１１が第２形式の２つの部分ランプ
３１の間の中央に配設されている点で異なっている。この場合放電容器３１は、任意の形
状を有し得る。例えば従来形の携帯ランプのように３つ又は４つの脚部を含んでいてもよ
い。
【００６９】
　ここでのバルブ１１と部分ランプ３１を共に包含する外部構成要素、すなわち図３によ
る実施例でのバルブエレメント１１のような構成要素は、図４による実施例のもとでは省
略できる。しかしながら例えば図４には示されていないが、さらなる付加的なディフュー
ザーエレメントを設けることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００７０】
【図１】従来のセイヨウナシ形の基本形態を有する本発明によるランプの第１実施例の部
分破断図
【図２】２つの形式の部分ランプを備えたダブルエンド形ソケットタイプの本発明による
ランプの第２実施例の端部領域の断面図
【図３】２つの形式の部分ランプを有するシングルエンド形ソケットタイプのランプ形態
の本発明による第３実施例
【図４】図３に従って示されている本発明の第４実施例

【図１】 【図２】
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