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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源ユニットと、
　スピーカまたはセンサ部品と、
　集光機能を有し開口を形成するように環状に設けられた第１の領域と、光拡散機能を有
する第２の領域とを含む透光性カバーと、
　前記第２の領域を前記第１の領域より前記光源ユニットに近い位置に配置させるように
、かつ、前記スピーカまたはセンサ部品を前記透光性カバーの前記開口に配置させるよう
に、前記スピーカまたはセンサ部品と、前記光源ユニットと、前記透光性カバーとを支持
するベースユニットと
　を具備する電球型光源装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の電球型光源装置であって、
　前記光源ユニットは、環状に設けられ、
　前記第１の領域および前記第２の領域は、前記環の中心を通る仮想的な中心軸の周囲に
わたってそれぞれ設けられる
　電球型光源装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の電球型光源装置であって、
　前記スピーカまたはセンサ部品は、前記中心軸を通る位置に配置され、
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　前記第１の領域および前記第２の領域は、前記スピーカまたはセンサ部品の周囲にわた
って配置される
　電球型光源装置。
【請求項４】
　請求項２または３に記載の電球型光源装置であって、
　前記透光性カバーは、
　　第１の端部と、
　　前記中心軸方向で前記第１の端部の反対側に設けられた第２の端部と
　を有し、
　前記第１の領域は、前記第１の端部に設けられ、
　前記第２の領域は、前記第１の領域から前記第２の端部にわたって設けられる
　電球型光源装置。
【請求項５】
　請求項１から４のうちいずれか１項に記載の電球型光源装置であって、
　前記第１の領域の平均肉厚は、前記透光性カバーの平均肉厚より大きい
　電球型光源装置。
【請求項６】
　請求項２から４のうちいずれか１項に記載の電球型光源装置であって、
　外側面と、前記光源ユニットに対向する入射端面と、前記入射端面から入射する光を前
記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有する筒状の導光板
　をさらに具備する電球型光源装置。
【請求項７】
　請求項６に記載の電球型光源装置であって、
　前記導光板は、前記入射端面の反対側に設けられ、前記第１の領域に対向する端縁を有
する
　電球型光源装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の電球型光源装置であって、
　前記透光性カバーは、前記光源ユニットが配置される側の反対側に、前記第１の領域に
含む位置に設けられた頂部を有し、
　前記頂部は、前記入射端面から前記側面に沿って端縁へ向かう方向の、前記端縁からの
仮想の延長線上からずれた位置に配置される
　電球型光源装置。
【請求項９】
　請求項２に記載の電球型光源装置であって、
　前記透光性カバーは、
　　前記第１の領域が設けられた第１の端部と、
　　前記中心軸方向で前記第１の端部の反対側に設けられ、前記第１の端部より前記光源
ユニットに近い位置に設けられた開口を有する第２の端部と
　を有し、
　前記第２の端部の前記開口の径が、前記透光性カバーの最大内径とされる
　電球型光源装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本技術は、電球型の光源装置およびこれに用いられる透光性カバーに関する。
【背景技術】
【０００２】
　光源装置には、光源および光源からの光を透過させるグローブを備えたものがある。例
えば、特許文献１には、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）から発せられた光を、グローブ
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に形成された凹状部で受け、拡散させる照明器具が開示されている。特許文献２には、Ｌ
ＥＤから発せられてグローブに入射した光を、グローブに設けられた凹部によって形成さ
れた反射面で反射させ、出射する照明装置が開示されている。特許文献２の照明装置によ
ると、曲面状の反射面で反射した光の出射方向にまで、配光が広げられる。
　また、本技術に関連する文献として、下記特許文献３がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１２－２２７０１８号公報
【特許文献２】特開２０１３－６９８８４号公報
【特許文献３】国際公開第２０１３／１０５１６９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１および特許文献２のように、光源装置に設けられるグローブは、光源からの
光を拡散させたり、配光を広げたりする機能を持つこともある。
【０００５】
　上記の例に限らず、目的に応じて、光源装置の配光特性を設計することが好ましい場合
がある。
【０００６】
　本技術の目的は、新しい配光特性を持つ電球型光源装置およびこれに用いられる透光性
カバーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本技術に係る電球型光源装置は、光源ユニットと、透光性カバーと、ベースユニットと
を具備する。
　前記透光性カバーは、凸レンズ機能を有する第１の領域と、凹レンズ機能を有する第２
の領域とを含む。
　前記ベースユニットは、前記第２の領域を前記第１の領域より前記光源ユニットに近い
位置に配置させるように、前記光源ユニットおよび前記透光性カバーを支持する。
　第１の領域より第２の領域が光源ユニットに近い位置に配置されるので、新しい配光特
性を持つ電球型光源装置を実現することができる。
【０００８】
　前記光源ユニットは、環状に設けられ、前記第１の領域および前記第２の領域は、前記
環の中心を通る仮想的な中心軸の周囲にわたってそれぞれ設けられていてもよい。
　これにより、光源ユニットの周囲方向にわたって、第１の領域および第２の領域による
配光特性を得ることができる。
【０００９】
　前記電球型光源装置は、前記ベースユニットに支持された機能部品をさらに具備しても
よい。
【００１０】
　前記機能部品は、前記中心軸が通る位置に配置され、
　前記第１の領域および前記第２の領域は、前記機能部品の周囲にわたって配置されても
よい。
　機能部品が光源ユニットの中心軸を通る位置に配置されている形態であっても、第１の
領域および第２の領域による特殊な配光特性により、前方側の照度、つまり直下照度を向
上させながらも、その直下の周囲にも均一な照度を得ることができる。
【００１１】
　前記透光性カバーは、前記機能部品が配置された開口を形成する第１の端部と、前記中
心軸方向で前記第１の端部の反対側に設けられた第２の端部とを有していてもよい。
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　前記第１の領域は、前記第１の端部に設けられ、前記第２の領域は、前記第１の領域か
ら前記第２の端部にわたって設けらていてもよい。
　機能部品が光源ユニットの中心軸を通る位置に配置されている形態であっても、直下照
度を向上させることができる。また、第２の領域は、第１の端部から第２の端部にわたっ
て設けられるので、透光性カバーの側部全体から発する光による照度も均一にすることが
できる。
【００１２】
　前記第１の領域の平均肉厚は、前記透光性カバーの平均肉厚より大きくてもよい。
【００１３】
　前記電球型光源装置は、外側面と、前記光源ユニットに対向する入射端面と、前記入射
端面から入射する光を前記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有す
る筒状の導光板をさらに具備してもよい。
　筒状の導光部材は、光源ユニットから出射される光を、入射端面で取り込み、導光部材
の外側面から出射される光に変換することができる。これにより広範囲の配光角を実現す
ることができる。
【００１４】
　前記導光板は、前記入射端面の反対側に設けられ、前記第１の領域に対向する端縁を有
していてもよい。
【００１５】
　前記透光性カバーは、前記光源ユニットが配置される側の反対側に、前記第１の領域に
含む位置に設けられた頂部を有してもよい。前記頂部は、前記入射端面から前記側面に沿
って端縁へ向かう方向の、前記端縁からの仮想の延長線上からずれた位置に配置されてい
てもよい。
　このような構成により、導光板の端縁から漏れる光が頂部に入射することを防ぐことが
でき、その入射による予期しない照度ムラの発生を抑えることができる。
【００１６】
　前記透光性カバーは、第１の端部と、第２の端部とを有し、前記第２の端部は、前記中
心軸方向で前記第１の端部の反対側に設けられ、前記第１の端部より前記光源ユニットに
近い位置に設けられた開口を有していてもよい。また、前記第２の端部の前記開口の径が
、前記透光性カバーの最大内径とされてもよい。
　これにより、第２の端部の開口からの離型が可能となる。すなわち、第１の領域および
第２の領域を有する透光性カバーを射出成形により製造することができる。
【００１７】
　前記第１の領域は、前記中心軸が通る位置にさらに配置されてもよい。
　これにより、前方側の照度（直下照度）を上げ、かつ、側部からの光照度を弱めるよう
な電球型光源装置を実現することができる。
【００１８】
　本技術に係る透光性カバーは、光源ユニットおよびこれを支持するベースユニットを備
える電球型光源装置に用いられる透光性カバーであって、凸レンズ機能を有する第１の領
域と、凹レンズ機能を有する第２の領域とを具備する。
　前記第２の領域が前記第１の領域より前記光源ユニットに近い位置に配置されるように
、前記ベースユニットにより支持される。
【発明の効果】
【００１９】
　以上のように、本技術によれば、新しい配光特性を持つ電球型光源装置およびこれに用
いられる透光性カバーを実現することができる。
　なお、ここに記載された効果は必ずしも限定されるものではなく、本開示中に記載され
たいずれかの効果であってもよい。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
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【図１】図１は、本技術の一実施形態に係る電球型光源装置を示す斜視図である。
【図２】図２は、図１に示した電球型光源装置の模式的な断面図である。
【図３】図３は、保持部材、導光板、および光源ユニットをそれぞれ示す斜視図である。
【図４】図４は、透光性カバーの一部を示す断面図である。
【図５】図５Ａ～Ｃは、本実施形態に係る透光性カバーの比較例１として、等肉厚で形成
された透光性カバーの配光を説明するための図である。
【図６】図６Ａ～Ｃは、比較例２として、上記比較例１の問題を解決するために、前方側
の端部に凸レンズ機能を持つ透光性カバーの配光を示す。
【図７】図７Ａ～Ｃは、本実施形態に係る透光性カバーの配光を示す。
【図８】図８は、導光板と透光性カバーとの配置関係を説明するための、それらの前方側
の一部を示す断面図である。
【図９】図９は、参考例に係る透光性カバーを搭載した電球型光源装置を示す一部断面図
である。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　以下、図面を参照しながら、本技術の実施形態を説明する。
【００２２】
　［電球型光源装置の全体構成］
　図１は、本技術の一実施形態に係る電球型光源装置を示す斜視図である。図２は、図１
に示した電球型光源装置の模式的な断面図である。以下の説明では、電球型光源装置を、
単に光源装置という。
【００２３】
　光源装置１００は、ベースユニット２０と、光源ユニット４０と、ｚ軸方向の一端側に
設けられた機能部品としてのスピーカ３０と、透光性カバー５０とを備える。また、光源
装置１００は、電気的な絶縁リング１６を介して、ｚ軸方向の他端側（スピーカ３０の位
置とは反対側）に設けられた口金１５を備える。
【００２４】
　説明の便宜のため、以下では、図１及び２におけるｚ軸に沿った方向を光源装置１００
の前後方向として、具体的にはスピーカ３０側を前方、口金１５側を後方として内容を説
明する。
【００２５】
　図２に示すように、ベースユニット２０は、少なくとも光源ユニット４０と、透光性カ
バー５０とを支持する機能を有する。具体的には、ベースユニット２０は、前方側に開口
を有するベース筐体１２と、ベース筐体１２の開口を覆うように設けられ、光源ユニット
４０が接触し、透光性カバー５０を支持するヒートシンク１４とを含む。また、ベースユ
ニット２０は、ヒートシンク１４上に固定された、スピーカ３０を保持する保持部材１１
と、後述する各種の回路基板９０を収容する基板収容ボックス１３とを含む。ベース筐体
１２は、高熱伝導性を有し、ヒートシンク１４に接触している。図３に示すように、例え
ばヒートシンク１４に設けられたネジ穴１４ａ（図３参照）を介したネジＳ２により、ヒ
ートシンク１４と保持部材１１とが固定される。
【００２６】
　透光性カバー５０には、前方側の第１の端部５０ｃに設けられた第１の開口５０ａと、
ｚ軸方向に沿ってその反対側の第２の端部５０ｄに位置する第２の開口５０ｂとが形成さ
れている。第１の開口５０ａをスピーカ３０が塞ぐように、スピーカ３０が透光性カバー
５０に装着されている。透光性カバー５０の第２の開口５０ｂ側に、ヒートシンク１４を
介してベース筐体１２が接続されている。透光性カバー５０は、例えばアクリル、または
ポリカーボネート等、後述するように射出成形が可能な材料により形成される。
【００２７】
　ヒートシンク１４は、スピーカ３０に含まれる振動板３５（図１参照）の振動方向（ｚ
軸方向）に沿った、スピーカ３０の中心を通る軸である仮想的な中心軸Ｃ（図２参照）の
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周りに配置されている。ヒートシンク１４は板状であり、かつ、中心軸Ｃの全周に円環状
に形成されている。
【００２８】
　光源ユニット４０も、ヒートシンク１４と同様に中心軸Ｃの周りに配置され、典型的に
は円環状に設けられ（図３参照）、ヒートシンク１４上に配置されている。すなわち、中
心軸Ｃは、円環状の光源ユニット４０の中心を通る軸であり、ヒートシンク１４および光
源ユニット４０は同心円状に配置されている。
【００２９】
　例えば光源ユニット４０は、円環状の実装基板４６と、実装基板４６上に円周上に配列
された複数のＬＥＤ（Light Emitting Diode）素子４５とを有する。１つのＬＥＤ素子４
５は、白色光を発生する素子が用いられるが、白色以外の単色または複数色の光を発生す
る素子であってもよい。
【００３０】
　図２に示すように、基板収容ボックス１３は、本体１３１と、本体１３１からｚ軸に垂
直な方向に突出するように設けられたフランジ当接部１３３とを有する。本体１３１内に
、複数の回路基板９０が配置されている。フランジ当接部１３３はヒートシンク１４と接
触している。具体的には、フランジ当接部１３３には環状の電源回路基板９１が載置され
て接続され、ヒートシンク１４に、フランジ当接部１３３および電源回路基板９１が、複
数のネジＳ１等により接続、固定されている。なお、電源回路基板９１には、電源回路を
構成する部品９３が搭載されている。
【００３１】
　基板収容ボックス１３の本体１３１の後方側には、ネジ穴１３ａが設けられる。図示し
ないネジにより、基板収容ボックス１３とベース筐体１２とが接続、固定される。
【００３２】
　複数の回路基板９０には、例えば、光源ユニット４０の駆動回路、スピーカ３０の駆動
回路、および無線通信用の回路等が搭載されている。
【００３３】
　光源装置１００は、光源ユニット４０に対向して配置された導光部材としての導光板６
０を有する。導光板６０の全体形状は、筒状に形成されており、光源ユニット４０からの
光を、その外側面で均一に面発光させるように構成されている。この導光板６０により、
広範囲の配光角を実現することができる。具体的には、導光板６０は、その側壁６３（内
側面および外側面）には光拡散機能を有する光学パターン部を有する。光拡散機能は、例
えばシルク印刷、シボ加工、ブラスト加工等により実現される。
【００３４】
　図３は、保持部材１１、導光板６０、および光源ユニット４０をそれぞれ示す斜視図で
ある。保持部材１１は、筒状の側壁１１ａと、その筒内に設けられ、スピーカ３０を支持
するための支持板１１ｂとを有する。保持部材１１が、導光板６０の側壁６３内に嵌め込
まれるようにして、導光板６０が保持部材１１に固定される。保持部材１１の側壁１１ａ
のうち外周面の形状と、導光板６０の側壁６３の内側面の形状とがほぼ相似の関係にある
。
【００３５】
　保持部材１１の側壁１１ａの外周面は、光を反射する反射面としての機能を有する。反
射面は、鏡面で形成されていたり、白色に着色されていたりすることによって、高い光反
射率を持つように構成される。
【００３６】
　支持板１１ｂには、ネジＳ３でスピーカ３０を固定するためのネジ穴１１ｃが設けられ
ている。
【００３７】
　図１、２に示すように、光源ユニット４０の実装基板４６上であって、導光板６０の側
壁６３の周囲には、円環状のカバー４８が取り付けられている。このカバー４８は実装基
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板４６の目隠しの機能を有する。カバー４８の表面（前方側の面）は、保持部材１１の側
壁１１ａの外周面と同様に、高い反射率を持つように構成されている。
【００３８】
　［透光性カバーの構成］
　本実施形態では、スピーカ３０が光源ユニット４０の照射方向に配置される。したがっ
て、何も対策をしないと、点灯時には、スピーカ３０が光源ユニット４０からの光を遮り
、照射面にはスピーカ３０の影が映り込んでしまう。これでは照明機能が損なわれる。そ
こで、本技術は、以下のように構成された透光性カバー５０を実現することにより、照明
機能を確保している。
【００３９】
　図４は、透光性カバー５０の一部を示す断面図である。この透光性カバー５０は、領域
ごとに異なる肉厚を有している。透光性カバー５０は、凸レンズ機能を有する第１の領域
５１と、凹レンズ機能を有する第２の領域５２とを含む。ベースユニット２０のうちヒー
トシンク１４が、第２の領域５２を第１の領域５１より光源ユニット４０に近い位置に配
置させるように、光源ユニット４０および透光性カバー５０を支持している。具体的には
、第１の領域５１は、光源ユニット４０から遠い第１の端部５０ｃに設けられ、第２の領
域５２は、光源ユニット４０から近い側部５０ｅに設けられている。第２の領域５２は、
第１の領域５１から第２の端部５０ｄにわたって設けられている。
【００４０】
　これら第１の領域５１および第２の領域５２は、中心軸Ｃ（図２参照）の周囲にわたっ
てそれぞれ設けられる。すなわち、第１の領域５１および第２の領域５２は、中心軸Ｃを
通る位置に配置されるスピーカ３０の周囲にわたって設けられている。
【００４１】
　第１の領域５１の平均肉厚は、透光性カバー５０の全体の平均肉厚より大きくなるよう
に設計されている。第２の領域５２の平均肉厚は、透光性カバー５０の全体の平均肉厚よ
り小さくなるように設計されている。
【００４２】
　図５Ａ～Ｃは、本実施形態に係る透光性カバー５０の比較例１として、等肉厚で形成さ
れた透光性カバーの配光を説明するための図である。図５Ａは、その比較例１に係る透光
性カバーの前方側を含む領域の配光の方向を示す。図５Ｂは、この透光性カバーの場合の
配光特性を示す。図５Ｃは、実際の照射面の写真である。このような等肉厚の透光性カバ
ーの場合、０～５°付近の光量が少ない。これは、上述したようにスピーカ３０が前方側
に配置され、中心領域の出射光がスピーカ３０により遮られるからである。
【００４３】
　図６Ａ～Ｃは、比較例２として、上記比較例１の問題を解決するために、前方側の端部
に凸レンズ機能を持つ透光性カバーの配光を示す。この透光性カバーの側部は等肉厚とな
っている。これにより、凸レンズ機能の領域を通過した光が集光する向きに屈折するため
、図６Ｂに示すように、０～５°付近の光量が増え、スピーカ３０により発生する影を消
すか、または、影の影響を小さくすることができる。
【００４４】
　しかしながら、比較例２の透光性カバーでは、凸レンズ機能で集光する分、前方斜めの
領域（例えば２０～３５°付近）の光量が下がってしまうという問題がある。そして、３
５°以上の領域では、側部から出射される光により側部の周囲では光量が上がる。その結
果、図６Ｃに示すように直下領域と前方斜めの領域との境界付近に明暗差による影が発生
する。図６Ａでは、光量が下がる領域（２０～３５°付近）を斜線の領域Ａで示した。
【００４５】
　図７Ａ～Ｃは、本実施形態に係る透光性カバー５０の配光を示す。上記したように、第
１の領域５１および第２の領域５２を含む透光性カバー５０により、図７Ｂ、Ｃに示すよ
うな良好な配光特性が得られる。すなわち、第１の領域５１の凸レンズ機能により、第１
の領域５１を通過する光を集光し、中心領域（０～５°付近）の光量、つまり直下照度を
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上げることができる。また、第２の領域５２の凹レンズ機能により、側部５０ｅから出射
される光を拡散させることにより、５°以上の領域の光量を均一にすることができる。
【００４６】
　このように、特殊な形状を有する透光性カバー５０による特殊な配光特性により、直下
照度を向上させながらも、透光性カバー５０の側部５０ｅの周囲にも均一な照度を得るこ
とができる。また、凹レンズ機能を有する第２の領域５２の全体が、側部５０ｅ全体とほ
ぼ一致する領域であるため、透光性カバー５０の側部５０ｅ全体から発する光による照度
も均一にすることができる。
【００４７】
　図８は、導光板６０と透光性カバー５０との配置関係を説明するための、それらの前方
側の一部を示す断面図である。導光板６０の、光源ユニット４０が配置される側とは反対
側（前方側）の端縁６２は、透光性カバー５０の第１の領域５１に対向するように配置さ
れている。例えば、透光性カバー５０は、第１の領域５１および第１の開口５０ａにより
形成される円環状の溝部５６を有している。この溝部５６に、透光性カバー５０の端縁６
２が入り込むように、かつ、端縁６２と透光性カバー５０とが接触しないように配置され
る。
【００４８】
　透光性カバー５０の第１の端部５０ｃにおいて、最も前方側に位置する頂部５０ｆの位
置が、導光板６０の入射端面６１（図２参照）から、その側壁（外側面または内側面）に
沿って端縁６２に向かう方向の、端縁６２からの仮想の直線の延長線Ｅ上からずれた位置
に配置されている。本実施形態では、頂部５０ｆの位置は、延長線Ｅ上から内側にずれて
いるが、延長線Ｅ上から外側にずれていてもよい。
【００４９】
　あるいは、延長線Ｅは、例えば入射端面６１からではなく、導光板６０のｚ方向で1/2
の高さから、または入射端面を基準としてｚ方向全体の2/3の高さから、端縁６２までを
結ぶ線の延長線であってもよい。
【００５０】
　導光板６０は、その外側面から均一に面発光により光を出射させる機能を有する。しか
し、仮に、端縁６２から光が漏れる場合であっても、このような導光板６０および透光性
カバー５０の配置および構造によれば、その漏れ光の発生による予期しない照度ムラの発
生を抑えることができる。
【００５１】
　［透光性カバーの製造方法（離型条件）］
　一般的な電球型ＬＥＤ照明の透光性カバー（グローブ）の製造方法としては、大きく分
けて２つの方法が採用されている。１つは、等肉のポリカーボネート板をブロ－成形で膨
らませて成形する方法である。このポリカーボネート材に拡散性のフィラーを含有させ、
半透明にすることで光の拡散性を持たせている。フィラーの含有率により、透光性と拡散
性のバランスをとる。
【００５２】
　もう一つは、ガラスを材料として、これを膨らませる成形方法である。この場合、カバ
ー内部の肉厚が不均一となるが、溶融したガラスを膨らませる手法をとるため、本実施形
態のように、肉厚自体を意図的に調整して製造する方法とは異なる。ガラス材料を用いる
場合、一般的に、乳白のガラスを使用したり、透明ガラスの成形後、カバー内部に拡散性
の塗料を塗布したりすることで、透過性と拡散性を両立することが可能となる。
【００５３】
　本実施形態に係る透光性カバー５０は、その肉厚を領域ごとに意図的に異なるように調
整するため、射出成形で形成されることが望ましい。上記の一般的な製造方法では、肉厚
を調整することは困難である。射出成形による場合、透光性カバー５０の内部の離型を行
う必要があり、第２の開口５０ｂから金型を抜く必要がある。したがって、第２の開口５
０ｂ付近の径が、この透光性カバー５０の最大内径となるように設計される。
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【００５４】
　［参考例に係る透光性カバー］
　図９は、参考例に係る透光性カバーを搭載した電球型光源装置を示す一部断面図である
。この電球型光源装置２００は、上記実施形態のような機能部品（スピーカ３０）を備え
ていない。透光性カバー１５０は、凸レンズ機能を有する第１の領域１５１と、凹レンズ
機能を有する第２の領域１５２とを備える。透光性カバー１５０の、中心軸Ｃが通る位置
を含む領域に第１の領域１５１が設けられ、その第１の領域１５１より光源ユニット１４
０に近い位置に、中心軸Ｃの周囲にわたって第２の領域１５２が設けられる。
【００５５】
　本参考例では、第１の領域１５１は、透光性カバー１５０の前方側端部の中央に設けら
れている。第２の領域１５２は、その第１の領域１５１から、後方側端部の開口１５０ｂ
にわたる側部１５０ｅに設けられている。
【００５６】
　光源ユニット１４０は、図示するように、環状に配置された複数の点光源（ＬＥＤ素子
４５）を有していてもよい。あるいは、光源ユニット１４０は、実質的に中央に配置され
た１つまたは複数の点光源を有していてもよい。
【００５７】
　以上のように、一般的な電球型ＬＥＤ照明に、本参考例に係る透光性カバー１５０を適
用することができる。これにより、前方側（直下照度）の照度を上げ、かつ、側部１５０
ｅからの光照度を弱めるような電球型光源装置２００を実現することができる。この場合
において、上述した原理により、側部１５０ｅには凹レンズ機能を有する第２の領域１５
２が設けられるので、第１の領域１５１と、側部１５０ｅとの境界における光強度差によ
る照度の明暗差の発生を抑制できる。

【００５８】
　［その他の実施形態］
　本技術は、以上説明した実施形態に限定されず、他の種々の実施形態を実現することが
できる。
【００５９】
　上記実施形態では、光源ユニット４０および透光性カバー５０は、ベースユニット２０
を構成する一部品としてのヒートシンク１４に支持されるように構成されていた。しかし
、これらはベースユニット２０を構成する部品のうち、ベース筐体１２等、あるいはその
他の部品に支持されてもよい。
　また、ベースユニット２０の形状、構造は、上記実施形態のものに限定されない。また
、ベースユニットは１つの部品で構成されていてもよい。
【００６０】
　上記光源ユニット４０やヒートシンク１４等の形状は円環状としたが、円以外の環状で
あってもよい。円以外の環状とは、例えば、三角形以上の多角形でもよいし、円または多
角形状で、周方向に不連続に形成される物も含む。
【００６１】
　透光性カバー５０、１５０において、凹レンズ機能を有する第２の領域５２、１５２は
、側部５０ｅ、１５０ｅ全体にわたって設けられていた。しかし、凹レンズ機能を有する
第２の領域は、側部の一部に環状に設けられていてもよい。
【００６２】
　上記実施形態に係る光源装置は機能部品としてスピーカ３０を備えていたが、スピーカ
３０に代えて、他の機能部品を備えていてもよい。他の機能部品とは、例えばイメージセ
ンサ、光センサ、超音波センサ、放射線センサ、温度センサ等である。
【００６３】
　上記光源ユニットは、ＬＥＤ素子としていわゆる発光ダイオードを有する構成としたが
、例えば有機ＬＥＤ等のように面発光可能な素子が用いられてもよい。
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【００６４】
　以上説明した各形態の特徴部分のうち、少なくとも２つの特徴部分を組み合わせること
も可能である。
【００６５】
　なお、本技術は以下のような構成もとることができる。
（１）
　光源ユニットと、
　凸レンズ機能を有する第１の領域と、凹レンズ機能を有する第２の領域とを含む透光性
カバーと、
　前記第２の領域を前記第１の領域より前記光源ユニットに近い位置に配置させるように
、前記光源ユニットおよび前記透光性カバーを支持するベースユニットと
　を具備する電球型光源装置。
（２）
　前記（１）に記載の電球型光源装置であって、
　前記光源ユニットは、環状に設けられ、
　前記第１の領域および前記第２の領域は、前記環の中心を通る仮想的な中心軸の周囲に
わたってそれぞれ設けられる
　電球型光源装置。
（３）
　前記（２）に記載の電球型光源装置であって、
　前記ベースユニットに支持された機能部品
　をさらに具備する電球型光源装置。
（４）
　前記（３）に記載の電球型光源装置であって、
　前記機能部品は、前記中心軸を通る位置に配置され、
　前記第１の領域および前記第２の領域は、前記機能部品の周囲にわたって配置される
　電球型光源装置。
（５）
　前記（３）または（４）に記載の電球型光源装置であって、
　前記透光性カバーは、
　　前記機能部品が配置された開口を形成する第１の端部と、
　　前記中心軸方向で前記第１の端部の反対側に設けられた第２の端部と
　を有し、
　前記第１の領域は、前記第１の端部に設けられ、
　前記第２の領域は、前記第１の領域から前記第２の端部にわたって設けられる
　電球型光源装置。
（６）
　前記（１）から（５）のうちいずれか１項に記載の電球型光源装置であって、
　前記第１の領域の平均肉厚は、前記透光性カバーの平均肉厚より大きい
　電球型光源装置。
（７）
　前記（２）から（５）のうちいずれか１項に記載の電球型光源装置であって、
　外側面と、前記光源ユニットに対向する入射端面と、前記入射端面から入射する光を前
記外側面から出射するように構成された光学パターン部とを有する筒状の導光板
　をさらに具備する電球型光源装置。
（８）
　前記（７）に記載の電球型光源装置であって、
　前記導光板は、前記入射端面の反対側に設けられ、前記第１の領域に対向する端縁を有
する
　電球型光源装置。
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（９）
　前記（８）に記載の電球型光源装置であって、
　前記透光性カバーは、前記光源ユニットが配置される側の反対側に、前記第１の領域に
含む位置に設けられた頂部を有し、
　前記頂部は、前記入射端面から前記側面に沿って端縁へ向かう方向の、前記端縁からの
仮想の延長線上からずれた位置に配置される
　電球型光源装置。
（１０）
　前記（２）に記載の電球型光源装置であって、
　前記透光性カバーは、
　　第１の端部と、
　　前記中心軸方向で前記第１の端部の反対側に設けられ、前記第１の端部より前記光源
ユニットに近い位置に設けられた開口を有する第２の端部と
　を有し、
　前記第２の端部の前記開口の径が、前記透光性カバーの最大内径とされる
　電球型光源装置。
（１１）
　前記（２）に記載の電球型光源装置であって、
　前記第１の領域は、前記中心軸が通る位置にさらに配置される
　電球型光源装置。
（１２）
　光源ユニットおよびこれを支持するベースユニットを備える電球型光源装置に用いられ
る透光性カバーであって、
　凸レンズ機能を有する第１の領域と、
　凹レンズ機能を有する第２の領域と
　を備え、
　前記第２の領域が前記第１の領域より前記光源ユニットに近い位置に配置されるように
、前記ベースユニットにより支持される透光性カバー。
【符号の説明】
【００６６】
　２０…ベースユニット
　３０…スピーカ
　４０、１４０…光源ユニット
　５０、１５０…透光性カバー
　５０ａ…第１の開口
　５０ｂ…第２の開口
　５０ｃ…第１の端部
　５０ｄ…第２の端部
　５０ｅ、１５０ｅ…側部
　５０ｆ…頂部
　５１、１５１…第１の領域
　５２、１５２…第２の領域
　６２…端縁
　１００、２００…電球型光源装置
　１５０ｂ…開口
【要約】
【課題】新しい配光特性を持つ電球型光源装置およびこれに用いられる透光性カバーを提
供すること。
【解決手段】電球型光源装置は、光源ユニットと、透光性カバーと、ベースユニットとを
具備する。前記透光性カバーは、凸レンズ機能を有する第１の領域と、凹レンズ機能を有
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する第２の領域とを含む。前記ベースユニットは、前記第２の領域を前記第１の領域より
前記光源ユニットに近い位置に配置させるように、前記光源ユニットおよび前記透光性カ
バーを支持する。
【選択図】図４

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図８】 【図９】
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【図５】
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【図６】
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【図７】
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