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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　バルブと、前記バルブの後側に固定されている電源接続手段とを有する照明装置であっ
て、
　前後両端開口を有する直管状に形成されており、その前端部が前記バルブ内に収容され
ている第１のヒートシンクと、
　平板体であって、前記第１のヒートシンクの前端開口の直前に、一面が前面となり他面
が後面となり、且つ前記第１のヒートシンクの前端開口に後面が向かうように配置されて
いる第２のヒートシンクと、
　前記第１のヒートシンクの内周面と距離を置いて前記第１のヒートシンクの管内に貫挿
していると共に、前記第２のヒートシンクと熱伝導可能に配置構成されている第３のヒー
トシンクと、前記第１及び第２のヒートシンクに取り付けられている発光手段と
　を備えており、
　前記発光手段は、
　前記第１のヒートシンクの前端部の外周面に取り付けられている第１の回路基板と、
　前記第２のヒートシンクの前面に取り付けられている第２の回路基板と、
　前記第１の回路基板に、前記第１のヒートシンクの周りへ光を放射することが出来るよ
うに配置されている複数の発光ユニットと、
　前記第２の回路基板に、前記第２のヒートシンクの前方へ向けて投光することが出来る
ように配置されている少なくとも一つの発光ユニットとを有しており、
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　更に、前記第１のヒートシンクは、後管体と、前管体とからなるものであり、
　前記後管体全体は前記第１のヒートシンクの後端部になっており、前記前管体は、その
後端の一部が前記後管体に内挿し、該一部以外の部分が前記後管体から露出して前記第１
のヒートシンクの前記前端部になっていると共に、多角形断面に形成されていることを特
徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項２】
　前記電源接続手段は前記第１のヒートシンクの前記後管体に取り付けられており、
　前記バルブは前記第１のヒートシンクの前記後管体の前記電源接続手段から前側に取り
付けられていることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記バルブは、光透過材料により形成されたものであり、その内表面に蛍光塗料が更に
塗布されていることを特徴とする請求項１または請求項２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記発光ユニットは、ＬＥＤモジュールであることを特徴とする請求項１から請求項３
のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第１のヒートシンクと前記第３のヒートシンクとの間に少なくとも１枚の導熱プレ
ートが介在していて熱伝導が可能になることを特徴とする請求項４の照明装置。
【請求項６】
　前記第２のヒートシンクは、前記第１のヒートシンクの前端開口と距離を置くように配
置され、前記第３のヒートシンクと共に前記第１のヒートシンクから断熱されるようにな
っていることを特徴とする請求項４に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第１のヒートシンクの前記前管部の両端に、それぞれ断熱スリーブが一つずつ端部
から管内に挿し込まれるように取り付けられており、
　前記第２のヒートシンクは、前記第１のヒートシンクの前端にある前記断熱スリーブに
取り付けられており、
　また、前記第３のヒートシンクは、管状に形成されていると共に、前記２つの断熱スリ
ーブの間に保持されており、
　それにより前記第２のヒートシンクと前記第３のヒートシンクは、共に前記第１のヒー
トシンクから断熱されるようになっていることを特徴とする請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記電源接続手段は、前記後管体の後端部に螺合されるように固定されていることを特
徴とする請求項２に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記第１の回路基板は、フレキシブル基板であって、前記第１のヒートシンクの前端部
の外周面に密接するように固定されていることを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関し、特に照明範囲が広く使用寿命が長い照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　図８、９では台湾実用新案Ｍ３７７５２５号明細書により開示された照明装置が示され
ており図８は分解図であり図９は斜視図である。
【０００３】
　該照明装置はＬＥＤ（発光ダイオード）を用いた電球型照明装置であって後側（図中の
下側）に電源接続手段が取り付けてある、バルブ１４内に前後方向（図中の上下方向）に
沿って延伸する回路基板１２が配置されていると共に回路基板１２に複数の発光ダイオー
ドモジュール１３が取り付けられている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】台湾実用新案Ｍ３７７５２５
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　上記従来の電球型照明装置では先端に斜めに配置されている３つの発光ダイオードモジ
ュール１３により前方（図中の上方）を照明しているが周り方向への照明と比べると明ら
かに明るさが不足しているため例えば天井に配置されている場合、電球型照明装置の真下
が比較的暗くなることになる。
【０００６】
　また、従来の電球型照明装置では熱対策が足りず、使用寿命が短い問題がある。
【０００７】
　上記問題点に鑑みて本発明は照明範囲が広く、又使用寿命が長い照明装置の提供を目的
とする。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記目的を達成すべく本発明はバルブと前記バルブの後側に固定されている電源接続手
段とを有する照明装置であって前後両端開口を有する直管状に形成されており、その前端
部が前記バルブ内に収容されている第１のヒートシンクと、平板体であって前記第１のヒ
ートシンクの前端開口の直前に、一面が前面となり他面が後面となり、且つ前記第１のヒ
ートシンクの前端開口に後面が向かうに配置されている第２のヒートシンクと前記第１の
ヒートシンクの内周面と距離を置いて前記第１のヒートシンクの管内に貫挿していると共
に、前記第２のヒートシンクと熱伝導可能に配置構成されている第３のヒートシンクと、
前記第１及び第２のヒートシンクに取り付けられている発光手段とを備えており、前記発
光手段は、前記第１のヒートシンクの前端部の外周面に取り付けられている第１の回路基
板と、前記第２のヒートシンクの前面に取り付けられている第２の回路基板と、前記第１
の回路基板に、前記第１のヒートシンクの周りへ光を放射することが出来るように配置さ
れている複数の発光ユニットと、前記第２の回路基板に、前記第２のヒートシンクの前方
へ向けて投光することが出来るように配置されている少なくとも一つの発光ユニットとを
有しており、更に、前記第１のヒートシンクは後管体と、前管体とからなるものであり、
前記後管体全体は前記第１のヒートシンクの後端部になっており、前記前管体はその後端
の一部が前記後管体に内挿し、一部以外の部分が前記後管体から露出して前記第１のヒー
トシンクの前記前端部になっていると共に、多角形断面に形成されていることを特徴とす
る照明装置を提供する。
【００１０】
　上記照明装置において、前記電源接続手段は前記第１のヒートシンクの前記後管体に取
り付けられており、前記バルブは前記第１のヒートシンクの前記後管体の前記電源接続手
段から前側に取り付けられていることが好ましい。
【００１１】
　上記照明装置において、前記バルブは光透過材料により形成されたものであり、その内
表面に蛍光塗料が更に塗布されていることが好ましい。
【００１２】
　上記照明装置において、前記発光ユニットはＬＥＤモジュールであることが好ましい。
【００１３】
　また本発明の照明装置の第１の実施形態では、上記照明装置において、前記第１のヒー
トシンクと前記第３のヒートシンクとの間に少なくとも１枚の導熱プレートが介在してい
て熱伝導が可能になっている。
【００１４】
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　また、本発明の照明装置の第２の実施形態では、上記照明装置において、前記第２のヒ
ートシンクは、前記第１のヒートシンクの前端開口と距離を置くように配置され、前記第
３のヒートシンクと共に前記第１のヒートシンクから断熱されるようになっている。
【００１５】
　更に詳しく説明すると、本発明の照明装置の第２の実施形態では、前記第１のヒートシ
ンクの前記前管部の両端に、それぞれ断熱スリーブが一つずつ端部から管内に挿し込まれ
るように取り付けられており、前記第２のヒートシンクは、前記第１のヒートシンクの前
端にある前記断熱スリーブに取り付けられており、また、前記第３のヒートシンクは、管
状に形成されていると共に、前記２つの断熱スリーブの間に保持されており、それにより
、前記第２のヒートシンクと前記第３のヒートシンクは、共に前記第１のヒートシンクか
ら断熱されるようになるように構成されている。
【００１６】
　ちなみに、前記電源接続手段は、前記後管体の後端部に螺合されるように固定されるこ
とが好ましい。
【００１７】
　前記第１の回路基板は、フレキシブル基板であって、前記第１のヒートシンクの前端部
の外周面に密接するように固定されていることが好ましい。
【発明の効果】
【００１８】
　上記構成による本発明の照明装置は、直管状の第１のヒートシンクの前端部の外周面に
取り付けられている第１の回路基板と、第１のヒートシンクの前側にある第２のヒートシ
ンクに取り付けられている第２の回路基板との２つの回路基板に、それぞれ第１のヒート
シンクの周りへの光の放射と第２のヒートシンクの前方への投光が可能な複数の発光ユニ
ットを配置しているので、従来より照明範囲が広く、その上第１、第２のヒートシンクの
熱対策により高い熱容量を有するので従来より使用寿命が長い照明装置を提供することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の第１の実施形態の照明装置の分解断面図である。
【図２】本発明の第１の実施形態のバルブ２を省略した分解図である。
【図３】本発明の第１の実施形態の組み立てた状態の断面図である。
【図４】本発明の第２の実施形態の一部構成を示す分解図である。
【図５】本発明の第２の実施形態の一部構成の分解断面図である。
【図６】本発明の第２の実施形態の組み立てた状態の断面図である。
【図７】本発明の第３の実施形態の組み立てた状態の断面図である。
【図８】従来のＬＥＤ照明装置の一例が示されている分解図である。
【図９】同ＬＥＤ照明装置の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下は図面を参照しながら、本発明の各好ましい実施形態の製造方法及び構成について
説明する。
【００２１】
　図１は本発明の第１の実施形態の照明装置の分解断面図であり、図２はバルブ２を省略
した分解図であり、図３は組み立てた状態の断面図である。
【００２２】
　図１～図３に示されているように、本発明の照明装置は、前後両端開口を有する直管状
の第１のヒートシンク３１と、第１のヒートシンク３１の前端開口の直前に配置される平
板状の第２のヒートシンク３２と、第１のヒートシンク３１の管内に貫挿している第３の
ヒートシンク３３と、第１のヒートシンク３１に取り付けられている電源接続手段６と、
第１及び第２のヒートシンクに取り付けられている発光手段４と、環状カバー５と、バル
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ブ２とを備えている。
【００２３】
　第１のヒートシンク３１は、熱伝導に優れたアルミニウム材料により作製されたもので
あって、後管体３１Ａと、前管体３１Ｂとからなっている。そして、図３を詳細にみると
、後管体３１Ａ全体は第１のヒートシンク３１の後端部になっており、前管体３１Ｂはそ
の後端の一部が後管体３１Ａに内挿しており、一部以外の部分が後管体３１Ａから露出し
て第１のヒートシンク３１の前端部になっていると共に、六角形断面に形成されている。
また、後管体３１Ａと前管体３１Ｂの重なっている部分に、それぞれねじ孔３１１、３１
２が対応するように形成されており、ねじ孔３１１、３１２を同時に貫挿するねじ３１３
によって一体に固定されている。
【００２４】
　第２のヒートシンク３２は第１のヒートシンク３１と同じくアルミニウム材料により作
製された平板体であって、第１のヒートシンク３１の前端開口の直前に、一面が前面とな
り他面が後面となり、且つ前端開口と距離を置いて、第１のヒートシンク３１の開口に後
面が向かうように配置されている。
【００２５】
　第３のヒートシンク３３もアルミニウム材料により作製されたものであって、第１のヒ
ートシンク３１の内周面と距離を置いて第１のヒートシンク３１の管内に貫挿していると
共に、導熱ワッシャ―３５を介して第２のヒートシンク３２と熱伝導可能になっている。
また、この実施形態において、第３のヒートシンク３３と第１のヒートシンク３１との間
には６枚の導熱プレート３４が介在し、第１のヒートシンク３１とも熱伝導が可能になっ
ている。更にこの実施形態では第１のヒートシンク３１と各導熱プレート３４と第３のヒ
ートシンク３３とを一体的に形成することができる。また、第２のヒートシンク３２は、
第１のヒートシンク３１の前端開口との距離を導熱ワッシャ―３５の厚さによって形成し
、導熱材からなったねじ３６により第３のヒートシンク３３に固定されている。
【００２６】
　電源接続手段６は後管体３１Ａの後端部に取り付けられており、この実施形態では黄銅
を使用し、従来の電球ソケットに使用することができる口金として形成され、後管体３１
Ａの後端部に螺合されている。また、電源接続手段６はパンチング加工により、後管体３
１Ａの後端部と一体化することもできる。更にまた、電源接続手段６は、必要に応じて他
の電源端子として形成されたり、交流／直流変換回路６１を備えたりすることもできる。
更に、電源接続手段６の後端部には、後管体３１Ａの管内に連通して管内で加熱された空
気を外部に逃す通気孔６２が形成されている。
【００２７】
　バルブ２は、第１のヒートシンク３１の前端部（前管体３１Ｂの後管体３１Ａから露出
している部分）がその内部に収まるように第１のヒートシンク３１の後端部（後管体３１
Ａ）の電源接続手段６から前側に取り付けられている。バルブ２は、光透過材料により形
成されたものであると共に、その内表面に例えば青色光から白色光を作り出すことができ
る特殊蛍光塗料２２が塗布されている。
【００２８】
　環状カバー５は後管体３１Ａの電源接続手段６とバルブ２との間の部分に取り付けられ
ており、バルブ２の後端縁を覆うように構成されている。
【００２９】
　発光手段４は、第１のヒートシンク３１の前管体３１Ｂの外周面に取り付けられている
第１の回路基板４１と、第２のヒートシンク３２の前面に取り付けられている第２の回路
基板４２と、第１の回路基板４１に第１のヒートシンク３１の周りへ光を放射することが
出来るように配置されている複数の発光ユニット４３と、第２の回路基板４２に第２のヒ
ートシンク３２の前方へ向けて投光することが出来るように配置されている複数の発光ユ
ニット４３とを有している。
【００３０】
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　第１の回路基板４１は、フレキシブル基板からなり、前管体３１Ｂの外周面に密接して
同様に六角形断面になっている。
【００３１】
　各発光ユニット４３は、ＬＥＤモジュールであり、特に青色光を生成することができる
ＬＥＤモジュールを使用することが好ましい。
【００３２】
　また、第１及び第２のヒートシンク３１、３２と第１及び第２の回路基板４１、４２と
の間には、それぞれ電気絶縁材料が介在している。また、第１ヒートシンク３１と電源接
続手段６との間にも電気絶縁材料が介在している。
【００３３】
　上記構成により、本発明の照明装置は、直管状の第１のヒートシンク３１の前端部の外
周面に取り付けられている第１の回路基板４１と、第１のヒートシンク３１の前側にある
第２のヒートシンク３２に取り付けられている第２の回路基板４２との２つの回路基板に
、それぞれ第１のヒートシンク３１の周りへの光の放射と第２のヒートシンク３２の前方
へ投光が可能な複数の発光ユニット４３を配置しているので、従来より照明範囲が広く、
その上第１、第２、第３のヒートシンク３１、３２、３３の熱対策により、高い放熱性を
有するので従来より使用寿命が長い照明装置を提供することができる。
【００３４】
　更に、本発明の第１のヒートシンク３１後管体３１Ａは、熱伝導に優れた黄銅製の口金
である電源接続手段６を介して熱を電球ソケットなどに伝達することができる。即ち、後
管体３１Ａは電球ソケットに固定される取り付け機能と、熱を一時収容して熱容量を高め
る機能と、収容した熱を電球ソケットなどに伝達する機能とを兼ね備えている。
【００３５】
　図４～図６では本発明の第２の実施形態の照明装置が示されており、図４はその一部構
成を示す分解図であり、図５は同部分の分解断面図であり、図６は組み立てた状態の断面
図である。
【００３６】
　図４～図６に示されているように、本発明の第２の実施形態は第１の実施形態と類似す
る構成を有しているので、以下ではその相違点のみについて詳しく説明する。
【００３７】
　第１のヒートシンク３１の前管部３１Ｂの両端に、それぞれ断熱スリーブ３０が一つず
つ端部から管内に挿し込まれるように取り付けられている。
【００３８】
　断熱スリーブ３０は、断熱材料により形成されているものであって、前管部３１Ｂの管
内に挿し込むことができるように構成されている円環状のスリーブ部３０１と、スリーブ
部３０１の一端から第１のヒートシンク３１の前管部３１Ｂの形状に対応する六角形の周
縁を有するように張り出し、且つスリーブ部３０１が他端から前管部３１Ｂの管内に挿し
込まれるとその内面が第１のヒートシンク３１の前管部３１Ｂの前端面または後端面に当
接してその六角形の周縁が前管部３１Ｂの六角形の周縁と一致することができるように構
成されている取付板部３０２とを有する。
【００３９】
　前管部３１Ｂの前端に取り付けられている断熱スリーブ３０の前端に第２のヒートシン
ク３２が当接するように取り付けられており、前管部３１Ｂの後端に取り付けられている
断熱スリーブ３０の後端には、複数の放熱孔３９１を有する放熱プレート３９が当接して
いる。
【００４０】
　第３のヒートシンク３３は、断熱スリーブ３０のスリーブ部３０１より小径な管状に形
成され、２つの断熱スリーブ３０の間に保持されると共に、その外側から第２のヒートシ
ンク３２と放熱プレート３９とにより挟まれている。
【００４１】
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　また、第２のヒートシンク３２には、第３のヒートシンク３３の管内空間と連通できる
複数の通気孔３２１が形成されており、第２のヒートシンク３２に取り付けられている第
２の回路基板４２にも通気孔３２１と連通できる通気孔４２１が形成されている。
【００４２】
　この構成により、第２のヒートシンク３２と第３のヒートシンク３３は、共に第１のヒ
ートシンク３１から断熱されるようになり、発光ユニット４３から第１のヒートシンク３
１に伝わった熱は直接に第２のヒートシンク３２及び第３のヒートシンク３３に伝わらず
、第１のヒートシンク３１との間に温度差を作り出すことが出来、第１のヒートシンク３
１の管内の第３のヒートシンク３３との間の空間における空気の対流効果を高めることが
出来る。また、第１のヒートシンク３１の管内の第３のヒートシンク３３との間の対流空
間３８において加熱される空気は、第３のヒートシンク３３と断熱スリーブ３０のスリー
ブ部３０１との間の隙間と、第２のヒートシンク３２にある通気孔３２１と、第２の回路
基板４２にある通気孔４２１とを経由して、第１のヒートシンク３１の管外へ流れること
ができ、更に高い放熱性を有することができる。
【００４３】
　図７では本発明の第３の実施形態の照明装置の断面図が示されており、図示されている
ように、この第３の実施形態は第１の実施形態とほぼ同じ構成を有しており、その相違点
はバルブ２の形状が異なっていることにある。即ち、本発明の照明装置におけるバルブの
形状には特に制限がなく、様々な形状に形成することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４４】
　上記構成による本発明の照明装置は、直管状の第１のヒートシンクの前端部の外周面に
取り付けられている第１の回路基板と、第１のヒートシンクの前側にある第２のヒートシ
ンクに取り付けられている第２の回路基板との２つの回路基板に、それぞれ第１のヒート
シンクの周りへの光の放射と第２のヒートシンクの前方への投光が可能な複数の発光ユニ
ットを配置しているので、従来より照明範囲が広く、その上第１、第２のヒートシンクの
熱対策により高い放熱性を有するので従来より使用寿命が長い照明装置を提供することが
できる。
【符号の説明】
【００４５】
　　２　バルブ
　　２２　特殊蛍光塗料
　　３０　断熱スリーブ
　　３０１　スリーブ部
　　３０２　取付板部
　　３１　第１のヒートシンク
　　３１１、３１２　ねじ孔
　　３１３　ねじ
　　３１Ａ　後管体
　　３１Ｂ　前管体
　　３２　第１のヒートシンク
　　３２１　通気孔
　　３３　第３のヒートシンク
　　３４　導熱プレート
　　３５　導熱ワッシャ―
　　３６　ねじ
　　３８　対流空間
　　３９　放熱プレート
　　３９１　放熱孔
　　４　発光手段
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　　４１　第１の回路基板
　　４２　第２の回路基板
　　４２１　通気孔
　　４３　発光ユニット
　　５　環状カバー
　　６　電源接続手段
　　６１　交流／直流変換回路
　　６２　通気孔

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【図９】
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