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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　筒状の本体部と、
　締結部材を前記本体部の軸方向に沿って挿入するための孔が形成され、前記本体部の側
壁の一端面から一部分が突出するように前記本体部の側壁に設けられるボス部と、
　前記本体部の側壁の前記一端面の一部分が立ち上がり、前記ボス部の前記突出する部分
につながる嵩上げ部と
を有することを特徴とするランプ用の収納部材。
【請求項２】
　前記嵩上げ部は、前記ボス部の両側から、他の部品に当たらない位置まで、本体部の周
方向に延びている請求項１に記載のランプ用の収納部材。
【請求項３】
　前記ボス部の孔が、前記ボス部の前記突出する部分から、前記本体部の側壁の前記一端
面を基準に前記ボス部の前記突出する部分の反対側まで形成されたことを特徴とする請求
項１又は請求項２に記載のランプ用の収納部材。
【請求項４】
　前記ボス部は略円筒状であり、前記ボス部の外径が前記本体部の側壁の板厚よりも大き
い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ランプ用の収納部材。
【請求項５】
　前記ボス部の側壁の一部が前記本体部の側壁の外側に位置することを特徴とする請求項
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１から請求項４のいずれか一項に記載のランプ用の収納部材。
【請求項６】
　請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のランプ用の収納部材と、
　前記収納部材の本体部に収納され、光源を点灯する点灯装置と、
　前記光源が実装された基板と、
　前記基板と前記収納部材の少なくとも一部とを収容する筐体であって、前記基板と前記
収納部材とを隔てる隔壁を有する筐体と、
　前記基板と前記筐体の隔壁とを貫通して前記収納部材のボス部の孔に挿入されることで
前記基板を前記筐体の隔壁に締結する締結部材と
を備えることを特徴とするランプ。
【請求項７】
　前記収納部材は前記筐体よりも熱膨張率が大きいことを特徴とする請求項６に記載のラ
ンプ。
【請求項８】
　前記筐体の内壁に前記収納部材のボス部が嵌合する溝が形成されたことを特徴とする請
求項６又は請求項７に記載のランプ。
【請求項９】
　前記筐体は前記収納部材のボス部が前記筐体の隔壁を貫通するように前記収納部材の少
なくとも一部を収容することを特徴とする請求項６から請求項７のいずれか一項に記載の
ランプ。
【請求項１０】
　前記収納部材は、さらに、前記点灯装置と前記基板とを電気接続する電線を通すための
孔と、前記ボス部及び前記嵩上げ部の形状に合わせた切り欠きとが形成された蓋部を有す
ることを特徴とする請求項６から請求項９のいずれか一項に記載のランプ。
【請求項１１】
　前記点灯装置に電気接続された口金部と、
　前記光源を覆うカバーと
をさらに備え、
　電球形に構成されたことを特徴とする請求項６から請求項１０のいずれか一項に記載の
ランプ。
【請求項１２】
　請求項６から請求項１１のいずれか一項に記載のランプと、
　前記ランプが装着されたランプソケットと、
　外部の電源から入力される電力を、前記ランプソケットを介して前記ランプに供給する
照明器具本体と
を備えることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ランプ用の収納部材及びランプ及び照明装置に関するものである。本発明は
、例えば、電球形ランプのＬＥＤ基板を樹脂筐体に固定する構造に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤモジュールが配置された保持部材を、放熱部材にねじ込まれるネジによって固定
する構成を用いた電球形ランプがある（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　表面にＬＥＤが設けられた基板の裏面が放熱部と接するように、筐体及び放熱部にビス
で基板をねじ止めして固定する構成を用いた電球形ランプがある（例えば、特許文献２参
照）。
【先行技術文献】
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【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２２１８４７号公報
【特許文献２】特開２０１４－３８８７３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　特許文献１，２の構成では、ネジ（ビス）がねじ込まれる金属製の放熱部に、ネジ（ビ
ス）の寸法に応じた容積が必要となり、ランプの質量が大きくなる。そのため、ランプの
小型化及び軽量化が妨げられるという課題があった。
【０００６】
　本発明は、例えば、ランプの小型化及び軽量化を目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一の態様に係るランプ用の収納部材は、
　筒状の本体部と、
　締結部材を前記本体部の軸方向に沿って挿入するための孔が形成され、前記本体部の側
壁の一端面から一部分が突出するように前記本体部の側壁に設けられるボス部と、
　前記本体部の側壁の前記一端面の一部分が立ち上がり、前記ボス部の前記突出する部分
につながる嵩上げ部とを有する。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、ランプの小型化及び軽量化を図ることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】実施の形態１に係る照明装置を天井に設置した状態を示す断面図。
【図２】実施の形態１に係るランプの正面図。
【図３】実施の形態１に係るランプのグローブ及び口金部を除く部分の断面図。
【図４】実施の形態１に係るランプのグローブ及び口金部を除く部分の分解断面図。
【図５】実施の形態１に係るランプのＬＥＤ基板及び金属筐体の斜視図。
【図６】実施の形態１に係るランプのＬＥＤ基板の斜視図。
【図７】実施の形態１に係るランプの金属筐体の斜視図。
【図８】実施の形態１に係るランプの金属筐体の正面図。
【図９】実施の形態１に係るランプの金属筐体の上面図。
【図１０】実施の形態１に係るランプの金属筐体のＡ－Ａ断面図。
【図１１】実施の形態１に係るランプのグローブの斜視図。
【図１２】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体の斜視図。
【図１３】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体の正面図。
【図１４】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体の側面図。
【図１５】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体の背面図。
【図１６】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体の上面図。
【図１７】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体のＣ－Ｃ断面図。
【図１８】実施の形態１に係るランプの樹脂筐体のＤ－Ｄ断面図。
【図１９】実施の形態１に係るランプの蓋部の斜視図。
【図２０】実施の形態１に係るランプの蓋部の上面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、本発明の実施の形態について、図を用いて説明する。なお、各図中、同一又は相
当する部分には、同一符号を付している。実施の形態の説明において、同一又は相当する
部分については、その説明を適宜省略又は簡略化する。また、実施の形態の説明において
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、「上」、「下」、「左」、「右」、「前」、「後」、「表」、「裏」といった配置や向
き等は、説明の便宜上、そのように記しているだけであって、装置、器具、部品等の配置
や向き等を限定するものではない。装置、器具、部品等の構成について、その材質、形状
、大きさ等は、本発明の範囲内で適宜変更することができる。
【００１１】
　実施の形態１．
　図１は、本実施の形態に係る照明装置８００を天井８０１に設置した状態を示す断面図
である。
【００１２】
　図１に示すように、照明装置８００は、照明器具本体７００、ランプソケット６００、
ランプ５００を備える。照明装置８００は、例えば、ダウンライトである。
【００１３】
　照明器具本体７００は、天井８０１に設置されるとともに、商用電源に接続される。な
お、照明器具本体７００が設置される場所は、天井８０１に限らず、照明対象を照明する
任意の場所であってよい。また、照明器具本体７００が接続される外部の電源は、商用電
源に限らず、任意の電源であってよい。二次電池等の電源が照明器具本体７００に内蔵さ
れていてもよい。
【００１４】
　ランプソケット６００は、照明器具本体７００に取り付けられる。
【００１５】
　ランプ５００は、ランプソケット６００に着脱自在に装着され、照明器具本体７００か
ら商用電力の供給を受けて点灯する。
【００１６】
　このように、本実施の形態では、照明器具本体７００が、外部の電源から入力される電
力を、ランプソケット６００を介してランプ５００に供給する。これにより、ランプ５０
０が点灯する。
【００１７】
　以下では、説明の便宜のため、光の照射方向側を上側（上方）、その反対側を下側（下
方）とするが、実際の光の照射方向は重力方向、水平方向（重力方向と直交する方向）、
或いは、その他の方向（重力方向に対して斜めの方向）であってもよい。例えば、図１に
示した状態では、実際の光の照射方向が重力方向となる。
【００１８】
　図２は、本実施の形態に係るランプ５００の正面図である。
【００１９】
　図２に示すように、ランプ５００は、グローブ１００、金属筐体２００、樹脂筐体３０
０、口金部４００を備える。ランプ５００は、例えば、電球形ＬＥＤランプ（電球形に構
成されたランプ）である。
【００２０】
　グローブ１００は、光源を覆うカバーの例である。金属筐体２００は、光源が実装され
た基板と樹脂筐体３００の少なくとも一部とを収容する筐体（放熱部材）の例である。樹
脂筐体３００は、光源を点灯する点灯装置（図示していない）を収納する筐体（収納部材
）の例である。グローブ１００、金属筐体２００、樹脂筐体３００の詳細については後述
する。
【００２１】
　口金部４００は、樹脂筐体３００の下方の端部に取り付けられる。口金部４００は、前
述したランプソケット６００に接続されるとともに、樹脂筐体３００に収納された点灯装
置に電気接続され、点灯装置に電力を供給する。
【００２２】
　図３は、ランプ５００のグローブ１００及び口金部４００を除く部分の断面図である。
図４は、ランプ５００のグローブ１００及び口金部４００を除く部分の分解断面図である
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。
【００２３】
　図３及び図４に示すように、ランプ５００は、前述した金属筐体２００、樹脂筐体３０
０のほかに、ＬＥＤ基板２５０、基板締結用ネジ２６０、蓋部３５０を備える。
【００２４】
　ランプ５００が組み立てられる際には、まず、樹脂筐体３００に蓋部３５０が装着され
る。そして、その樹脂筐体３００の一部が金属筐体２００に収容される。ＬＥＤ基板２５
０は、金属筐体２００に載せられ、樹脂筐体３００の金属筐体２００に収容された部分に
基板締結用ネジ２６０でねじ止めして固定される。
【００２５】
　図５は、ランプ５００のＬＥＤ基板２５０及び金属筐体２００の斜視図である。
【００２６】
　図５に示すように、金属筐体２００には、ＬＥＤ基板２５０が取り付けられる。ＬＥＤ
基板２５０は、基板締結用ネジ２６０により金属筐体２００に締結される。ただし、後述
するように、基板締結用ネジ２６０は、金属筐体２００ではなく、樹脂筐体３００にねじ
込まれる。本実施の形態では、ＬＥＤ基板２５０を金属筐体２００にネジ（ビス）で固定
するのではなく、樹脂筐体３００に基板締結用ネジ２６０で固定するため、ランプ５００
の小型化及び軽量化を図ることができる。
【００２７】
　ＬＥＤ基板２５０には、光源としてＬＥＤ２５１が実装される。なお、ＬＥＤ基板２５
０は、光源が実装された基板の例であり、ＬＥＤ２５１以外の光源が実装された基板に置
き換えられてもよい。ＬＥＤ２５１以外の光源としては、例えば、レーザーダイオード、
有機ＥＬを用いることができる。
【００２８】
　図６は、ランプ５００のＬＥＤ基板２５０の斜視図である。
【００２９】
　図６に示すように、ＬＥＤ基板２５０は、円盤状の基板である。ＬＥＤ基板２５０の円
形板面（ＬＥＤ２５１の実装面）の中央部には、リード線等を通す基板孔２５２が形成さ
れる。ＬＥＤ基板２５０の円形板面の周縁近傍には、基板孔２５２を挟んでＬＥＤ基板２
５０の円形板面の径方向に並ぶように２つの貫通孔２５３が形成される。ＬＥＤ基板２５
０の周縁近傍には、さらに、１２個のＬＥＤ２５１が実装される。ＬＥＤ２５１は、２つ
の貫通孔２５３を結ぶ直線（径）の両側に、６個ずつ配置される。なお、ＬＥＤ基板２５
０の形状、ＬＥＤ２５１の配置、個数等は適宜変更可能である。
【００３０】
　図７は、ランプ５００の金属筐体２００の斜視図である。図８は、金属筐体２００の正
面図である。図９は、金属筐体２００の上面図である。図１０は、金属筐体２００のＡ－
Ａ断面図である。
【００３１】
　図７から図１０に示すように、金属筐体２００は、光源取付部２１０、フィン２３０、
本体部２４０を備える。金属筐体２００は、例えば、アルミニウム等の熱伝導性のよい金
属で形成される。ただし、熱伝導性のよい材質であれば、金属でなくても構わない。金属
筐体２００は、例えば、型抜き製法等により、一体成形される。
【００３２】
　本体部２４０は、下面側よりも上面側の面積が広い円錐台状である。なお、本体部２４
０は、円錐台状に限らず、円柱状、楕円柱状、角柱状等でもよい。
【００３３】
　光源取付部２１０は、本体部２４０の上面（一方の端面）側に設けられる。光源取付部
２１０には、ＬＥＤ基板２５０が取り付けられる。光源取付部２１０は、ＬＥＤ基板２５
０に当接する円形の光源取付面２１３を有する。光源取付面２１３には、ＬＥＤ基板２５
０のＬＥＤ２５１が実装される実装面の裏面が接着剤等により接着される。光源取付面２
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１３の中央部には、リード線等を通す電線挿通孔２１１が形成される。光源取付面２１３
の周縁近傍には、電線挿通孔２１１を挟んで光源取付面２１３の径方向に並ぶように２つ
の貫通孔２１２が形成される。それぞれの貫通孔２１２は、後述する空洞２２７と連通す
る。なお、光源取付面２１３は、円形に限らず、長方形、楕円形等でもよい。
【００３４】
　光源取付部２１０の周囲には、グローブ１００を取り付けるための環状の取付溝２２０
が形成される。取付溝２２０は、内周側の溝内周壁２２４、外周側の溝外周壁２２１、溝
内周壁２２４と溝外周壁２２１との間の溝底部２２３から形成される。溝外周壁２２１の
上端縁の近傍には、溝外周壁２２１に沿って環状の係合凹部２２２が形成される。
【００３５】
　フィン２３０は、金属筐体２００の側面から複数立設する。フィン２３０は、本体部２
４０の径方向外側に突出するように本体部２４０と一体成形される。フィン２３０は、例
えば、等間隔に２０枚設けられる。フィン２３０は、光源取付部２１０に取り付けられる
ＬＥＤ基板２５０の熱（ＬＥＤ基板２５０に実装されるＬＥＤ２５１等が発する熱）を放
熱し、温度上昇によるＬＥＤ２５１等の部品の劣化を防止する。なお、フィン２３０の配
置、枚数等は適宜変更可能である。
【００３６】
　フィン２３０は、本体部２４０の上面（一方の端面）側から本体部２４０の下面（他方
の端面）側に向かって、湾曲面２３１、連続面２３２を有する。湾曲面２３１は、本体部
２４０の外側に凸状に湾曲する。連続面２３２は、湾曲面２３１に連続し、湾曲面２３１
の頂上Ｘより低くなっている。このように、本実施の形態では、フィン２３０の高さが本
体部２４０の外側に凸状の湾曲面２３１の頂上Ｘで最も高くなっているため、ランプ５０
０でグローブ１００から斜め下方に出射される光のほとんどがフィン２３０によって妨げ
られることなく外部に照射される。よって、ランプ５００で広い配光角が得られる。
【００３７】
　フィン２３０は、羽形状であり、湾曲面２３１が帯状の曲面、連続面２３２が帯状の曲
面と帯状の傾斜平面とがつながった面、両側面が本体部２４０の側面から本体部２４０の
外側に向かって延びる平面となっている。フィン２３０の側面は、輪郭が略Ｄ字状である
。なお、連続面２３２は、曲面を含んでいなくてもよいし、逆に、全体が曲面であっても
よい。また、連続面２３２は、傾斜しない平面（垂直平面）を含んでいてもよい。
【００３８】
　フィン２３０の湾曲面２３１と本体部２４０の上面とのなす角度Ｒ１は、１５度以上２
５度以下である。つまり、１５°＜Ｒ１＜２５°である。ここで、フィン２３０の湾曲面
２３１と本体部２４０の上面とのなす角度Ｒ１とは、本体部２４０の上面から本体部２４
０の外側下方を臨める角度のことである。より具体的には、金属筐体２００を正面から見
たときに、フィン２３０の湾曲面２３１と本体部２４０の上面との境界位置（接続点）を
通るフィン２３０の湾曲面２３１の接線と、本体部２４０の上面に対して平行な直線との
なす角度のことである。１５°＜Ｒ１＜２５°の関係が満たされれば、十分な放熱性を確
保しつつ、ランプ５００で広い配光角が得られる。計算上、１５°＜Ｒ１＜２５°の関係
が満たされれば、ランプ５００で２００度以上の１／２ビーム角（配光角）を得ることが
できる。実際に、フィン２３０の湾曲面２３１と本体部２４０の上面とのなす角度Ｒ１を
２０度としたところ、ランプ５００で２３０度の１／２ビーム角を得ることができた。な
お、１／２ビーム角とは、配光曲線において、中心に対し、明るさが半分になる角度のこ
とである。例えば、１／２ビーム角が２３０度のランプ５００では、光軸の両側に広がる
２３０度の範囲において、光軸上で得られる明るさの少なくとも半分の明るさが得られる
ことになる。
【００３９】
　フィン２３０の湾曲面２３１は、本体部２４０の側面の上端縁から、徐々に高くなるよ
うに湾曲して下方に延びていき、頂上Ｘで連続面２３２につながる。本実施の形態では、
フィン２３０が本体部２４０の上端から設けられているため、放熱性が向上する。なお、
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湾曲面２３１は、本体部２４０の側面の上端縁より下の位置から形成されていてもよい。
つまり、フィン２３０は、本体部２４０の上端より下の位置から設けられていてもよい。
【００４０】
　フィン２３０の連続面２３２は、湾曲面２３１の頂上Ｘにつながり、徐々に低くなるよ
うに傾斜して本体部２４０の側面の下端縁より上の位置まで延びる。本実施の形態では、
フィン２３０の高さが下方に向かって徐々に低くなっているため、ランプ５００を挿入す
るための開口部が狭い器具にもランプ５００を取り付けることができる。即ち、器具適合
率が上がる。また、フィン２３０が本体部２４０の下端より上の位置までしか設けられて
いないため、さらに、器具適合率が上がる。なお、連続面２３２は、本体部２４０の側面
の下端縁まで形成されていてもよい。つまり、フィン２３０は、本体部２４０の下端まで
設けられていてもよい。
【００４１】
　フィン２３０の上端から頂上Ｘまでの垂直距離Ｌ１（フィン２３０の湾曲面２３１の上
下方向における長さ）は、本体部２４０の上端から下端までの垂直距離Ｌ３（本体部２４
０の側面の上下方向における長さ）の０．１倍以上０．２倍以下であることが望ましい。
つまり、（Ｌ３×０．１）≦Ｌ１≦（Ｌ３×０．２）であることが望ましい。
【００４２】
　フィン２３０の頂上Ｘから下端までの垂直距離Ｌ２（フィン２３０の連続面２３２の上
下方向における長さ）は、本体部２４０の上端から下端までの垂直距離Ｌ３の０．７倍以
上０．８倍以下であることが望ましい。つまり、（Ｌ３×０．７）≦Ｌ２≦（Ｌ３×０．
８）であることが望ましい。
【００４３】
　ここで、フィン２３０の上端から頂上Ｘまでの垂直距離Ｌ１は、例えば５．６ｍｍであ
る。フィン２３０の頂上Ｘから下端までの垂直距離Ｌ２は、例えば２５．３ｍｍである。
本体部２４０の上端から下端までの垂直距離Ｌ３は、例えば３３．９ｍｍである。このと
き、（Ｌ３×０．１）≦Ｌ１≦（Ｌ３×０．２）の関係、（Ｌ３×０．７）≦Ｌ２≦（Ｌ
３×０．８）の関係はいずれも満たされる。
【００４４】
　フィン２３０は、本体部２４０の上面側から本体部２４０の下面側に向かって幅が徐々
に狭まる。例えば、フィン２３０の上端の幅Ｗ１を下端の幅Ｗ２の約１．５倍とする。こ
れにより、例えば、金属筐体２００を金型で成形する際に、成形後の金属筐体２００を金
型から取り出しやすくなる。
【００４５】
　フィン２３０間の距離は、どの位置においても等しい。つまり、隣接するフィン２３０
の側面同士は、互いに平行である。なお、フィン２３０間の距離が本体部２４０の上面側
から本体部２４０の下面側に向かって徐々に短くなっていてもよい。
【００４６】
　本体部２４０の隣接するフィン２３０に挟まれた部分は、その隣接するフィン２３０の
湾曲面２３１の頂上Ｘと同じ位置で最も外側に出る。例えば、本体部２４０の側面は、上
端縁から頂上Ｘまで垂直であり（又は徐々に高くなり）、頂上Ｘから下端縁まで徐々に低
くなる。つまり、本体部２４０の側面は「く」字状である。これにより、例えば、金属筐
体２００を金型で成形する際に、頂上Ｘに相当する位置で上型と下型を分離するようにす
れば、成形後の金属筐体２００を金型から取り出しやすくなる。
【００４７】
　金属筐体２００の内部には、樹脂筐体３００の一部を収納するための円柱状の空洞２２
７が形成される。空洞２２７の周壁（金属筐体２００の内壁）には、空洞２２７の軸方向
に沿って延びる２つの嵌合溝２２８と１つのガイド溝２２９が形成される。２つの嵌合溝
２２８は、光源取付部２１０の２つの貫通孔２１２に１対１で対応する。それぞれの嵌合
溝２２８の内径は、対応する貫通孔２１２の内径に一致し、それぞれの嵌合溝２２８は、
対応する貫通孔２１２と連続して、金属筐体２００の下端まで延びる。よって、２つの嵌
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合溝２２８は、空洞２２７の径方向に沿って対向する位置にある。別の言い方をすれば、
２つの嵌合溝２２８のうち一方の嵌合溝２２８が、空洞２２７の円形底壁（内側の上面）
の中心に対して０度の位置にあるとしたとき、他方の嵌合溝２２８は、空洞２２７の円形
底壁の中心に対して１８０度の位置にある。このとき、ガイド溝２２９は、空洞２２７の
円形底壁の中心に対して９０度の位置にある。ガイド溝２２９は、空洞２２７の周壁の上
端縁より下の位置から金属筐体２００の下端まで延びる。
【００４８】
　本実施の形態において、光源取付部２１０は、光源取付部２１０に取り付けられるＬＥ
Ｄ基板２５０と、空洞２２７に一部が収納される樹脂筐体３００とを隔てる隔壁となる。
【００４９】
　図１１は、ランプ５００のグローブ１００の斜視図である。
【００５０】
　図１１に示すように、グローブ１００は、光透過部１１０、取付筒部１２０、係合凸部
１３０、固定部１４０を備える。
【００５１】
　光透過部１１０は、透明或いは半透明の樹脂により形成される。樹脂としては、例えば
ポリカーボネートやアクリル等の材料が製品仕様に応じて選択される。光透過部１１０は
、所定の板厚を有する樹脂を、球形に成形したものである。光透過部１１０は、正確には
、内部が空洞の球の一部が欠けた形状である。光透過部１１０は、ＬＥＤ基板２５０に実
装されたＬＥＤ２５１が発する光を内部から外部に透過させる。光透過部１１０は、製品
仕様に応じて、光を拡散、集光、反射させる機能を備えてもよい。これらの機能について
は、光透過部１１０の基材である樹脂を成形する際に拡散層（或いは拡散面）、レンズ、
反射層（或いは反射面）等を形成して基材自体が当該機能を直接有するようにしてもよい
し、基材の表面に当該機能を有する光学フィルム等の別の部材を貼合する等の方法で実現
してもよい。なお、光透過部１１０の形状は、球形に限らず、半球形、長球形、直方体形
、ドーム型等でもよい。
【００５２】
　取付筒部１２０は、光透過部１１０と一体に形成される。取付筒部１２０は、所定の板
厚の樹脂を、筒状に成形したものである。つまり、取付筒部１２０は、光透過部１１０の
球の欠けた部分を筒状に突き出るようにしたものである。
【００５３】
　係合凸部１３０は、取付筒部１２０の外周面から突き出るように所定の数形成される。
【００５４】
　固定部１４０は、取付筒部１２０の下方の端部から外側に鍔状に突き出るように形成さ
れる。
【００５５】
　取付筒部１２０は、金属筐体２００の取付溝２２０に挿入される。取付筒部１０が取付
溝２２０に挿入されると、係合凸部１３０が取付溝２２０に形成された係合凹部２２２に
係合する。固定部１４０は、取付溝２２０の底部である溝底部２２３近傍に固定される。
これにより、グローブ１００が金属筐体２００に固定される。
【００５６】
　図１２は、ランプ５００の樹脂筐体３００の斜視図である。図１３は、樹脂筐体３００
の正面図である。図１４は、樹脂筐体３００の側面図である。図１５は、樹脂筐体３００
の背面図である。図１６は、樹脂筐体３００の上面図である。図１７は、樹脂筐体３００
のＣ－Ｃ断面図である。図１８は、樹脂筐体３００のＤ－Ｄ断面図である。
【００５７】
　図１２から図１８に示すように、樹脂筐体３００は、本体部３１０、ボス部３２０、鍔
部３３０、ネジ部３４０、嵩上げ部３６０を有する。本体部３１０、ボス部３２０、鍔部
３３０、ネジ部３４０、嵩上げ部３６０は、例えば、ポリエチレンテレフタレート等の樹
脂により一体成形される。
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【００５８】
　本体部３１０は、略円筒状である。本体部３１０の内部には、ＬＥＤ基板２５０に実装
されたＬＥＤ２５１を点灯させるために、いくつかの電子部品が実装された点灯装置等が
収納される。本体部３１０の側壁（外周壁）には、直方形状の挿入ガイド３１１が設けら
れる。挿入ガイド３１１は、本体部３１０の上端より下の位置から本体部３１０の下端よ
り上の位置まで本体部３１０の軸方向に沿って延びる。本体部３１０の上方の端部には、
４本の嵌合ガイド３１２が互いに等間隔に設けられる。それぞれの嵌合ガイド３１２は、
円柱状であり、本体部３１０の環状の上端面から上方に突出する。
【００５９】
　ボス部３２０は、略円筒状であり、本体部３１０の側壁に２つ設けられる。２つのボス
部３２０は、互いに等間隔に設けられる。つまり、２つのボス部３２０は、本体部３１０
の周方向において１８０度離れた位置に設けられる。なお、２つのボス部３２０は、１８
０度以外の角度で離れた位置に設けられてもよい。ボス部３２０の個数は、２つに限らず
、１つでもよいし、３つ以上でもよい。
【００６０】
　ボス部３２０には、前述した基板締結用ネジ２６０を本体部３１０の軸方向に沿って挿
入するための孔３２１が形成される。基板締結用ネジ２６０は、ＬＥＤ基板２５０と金属
筐体２００の光源取付部２１０（ＬＥＤ基板２５０と樹脂筐体３００とを隔てる隔壁）と
を貫通してボス部３２０の孔３２１に挿入されることでＬＥＤ基板２５０を金属筐体２０
０の光源取付部２１０に締結する。基板締結用ネジ２６０は、締結部材の例であり、代わ
りに、リベットや圧入ボルト等、他の種類の締結部材が用いられてもよい。
【００６１】
　ボス部３２０の側壁の一部である外側部３２２は、本体部３１０の側壁の外側に位置す
る。つまり、ボス部３２０の側壁の最も外側の部分（ボス部３２０の最外部）は、本体部
３１０の側壁の最も外側の部分（本体部３１０の最外部）よりも外側に位置する。ここで
、ボス部３２０の太さは、基板締結用ネジ２６０を挿入するための孔３２１が形成できる
程度の太さでなければならない。よって、ボス部３２０があることで、本体部３１０の内
部の点灯装置等を収容するスペースが狭くなってしまうおそれがある。しかし、本実施の
形態では、ボス部３２０が本体部３１０の外側にずれているため、その分、本体部３１０
の内部のスペースが広くなる。即ち、本実施の形態によれば、樹脂筐体３００の内部に広
いスペースを確保することができる。
【００６２】
　ボス部３２０の（外側部３２２と反対側の）側壁の一部である内側部３２３は、本体部
３１０の側壁の内側に位置する。つまり、ボス部３２０の側壁の最も内側の部分（ボス部
３２０の最内部）は、本体部３１０の側壁の最も内側の部分（本体部３１０の最内部）よ
りも内側に位置する。このように、本実施の形態では、２つのボス部３２０が本体部３１
０の内側に張り出しているため、内側に張り出した部分（内側部３２３）を、本体部３１
０の内部における点灯装置等の位置決めに利用することができる。
【００６３】
　ボス部３２０の外径Ｄ１は、本体部３１０の側壁の板厚Ｄ２よりも大きい。つまり、Ｄ
１＞Ｄ２である。Ｄ１＞Ｄ２の関係が満たされれば、ボス部３２０の外側部３２２が本体
部３１０の側壁の外側に位置し、かつ、ボス部３２０の内側部３２３が本体部３１０の側
壁の内側に位置する構造を実現することができる。
【００６４】
　ボス部３２０の外径Ｄ１は、本体部３１０の側壁の板厚Ｄ２の２倍以上３倍以下である
ことが望ましい。つまり、（Ｄ２×２）≦Ｄ１≦（Ｄ２×３）であることが望ましい。
【００６５】
　ここで、絶縁性の確保と本体部３１０の小型化との両立を図るため、本体部３１０の側
壁の板厚Ｄ２は、例えば１．６６ｍｍとする。基板締結用ネジ２６０として一般的なＭ２
タッピングネジを用いるとして、ボス部３２０の内径Ｄ３（孔３２１の直径）は、例えば
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１．７ｍｍとする。ボス部３２０の強度の確保とボス部３２０の小型化との両立を図るた
め、ボス部３２０の側壁の板厚は、例えば１．０ｍｍとする。このとき、Ｄ１＝Ｄ３＋１
．０×２＝３．７ｍｍとなるから、Ｄ１＞Ｄ２の関係は満たされる。さらに、（Ｄ２×２
）≦Ｄ１≦（Ｄ２×３）の関係も満たされる。
【００６６】
　ボス部３２０の孔３２１の中心は、本体部３１０の側壁の中央に位置する。このため、
ボス部３２０の外側部３２２と内側部３２３は、本体部３１０の側壁から略同じ幅だけ張
り出している。つまり、ボス部３２０は、本体部３１０の側壁の両側に均等に張り出して
いる。
【００６７】
　ボス部３２０の一部分である先端部３２４は、本体部３１０の側壁の一端面（本体部３
１０の上端面）から突出する。
【００６８】
　ボス部３２０の高さＨ１は、ボス部３２０の本体部３１０から上方に突出した部分（ボ
ス部３２０の先端部３２４）の高さＨ２の１．５倍以上２．５倍以下であることが望まし
い。つまり、（Ｈ２×１．５）≦Ｈ１≦（Ｈ２×２．５）であることが望ましい。
【００６９】
　ここで、ボス部３２０の高さＨ１は、例えば１０．９ｍｍである。ボス部３２０の本体
部３１０から上方に突出した部分の高さＨ２は、例えば６．１ｍｍである。このとき、（
Ｈ２×１．５）≦Ｈ１≦（Ｈ２×２．５）の関係は満たされる。
【００７０】
　ボス部３２０の孔３２１の深さＨ３は、任意であるが、ボス部３２０の本体部３１０か
ら上方に突出した部分の高さＨ２よりも大きいことが望ましい。つまり、Ｈ３＞Ｈ２が好
適である。Ｈ３＞Ｈ２が満たされる場合、ボス部３２０の孔３２１は、ボス部３２０の先
端部３２４から、本体部３１０の側壁の一端面（本体部３１０の上端面）を基準にボス部
３２０の先端部３２４の反対側まで形成されているということになる。このように、ボス
部３２０の孔３２１を深く開けることによって、長尺の基板締結用ネジ２６０を深くねじ
込むことができるようになる。長尺の基板締結用ネジ２６０が本体部３１０の上端面を跨
ぐようにねじ込まれていれば、基板締結用ネジ２６０によって（樹脂製の）ボス部３２０
全体の強度を向上させることができる。
【００７１】
　ここで、ボス部３２０の孔３２１の深さＨ３は、例えば７．３ｍｍである。前述したよ
うに、ボス部３２０の本体部３１０から上方に突出した部分の高さＨ２は、例えば６．１
ｍｍである。このとき、Ｈ３＜Ｈ２の関係は満たされる。
【００７２】
　本体部３１０の側壁の外周面は、上端縁から下端縁まで垂直に延びている。上から見た
ときにボス部３２０がない部分では、本体部３１０自体の上端が本体部３１０の側壁の外
周面の上端縁となる。ボス部３２０がある部分では、ボス部３２０の下端が本体部３１０
の側壁の外周面の上端縁となる。ボス部３２０の外側部３２２と本体部３１０の側壁は段
差３２５を介して連続している。一方、本体部３１０の側壁の内周面は、一部が上端縁か
ら下端縁まで斜めに延びている。斜めに延びている部分の角度Ｒ２は、例えば９０．５度
である。その他の部分の角度Ｒ３は９０度である。上から見たときにボス部３２０がない
部分では、本体部３１０自体の上端が本体部３１０の側壁の内周面の上端縁となる。ボス
部３２０がある部分では、ボス部３２０の下端が本体部３１０の側壁の内周面の上端縁（
図１４の点線Ｙ）となる。このボス部３２０がある部分では、本体部３１０の側壁の内周
面がボス部３２０の内側部３２３と同様の形状で内側に凸状に湾曲している。ボス部３２
０の内側部３２３と本体部３１０の側壁は連続しており、同じ角度Ｒ２で傾斜している。
つまり、ボス部３２０は、下端から上端に向かって徐々に細くなる（前述した外径Ｄ１は
、例えば上端の外径とする）。これにより、ボス部３２０の先端部３２４を金属筐体２０
０の光源取付部２１０の貫通孔２１２に挿入しやすくなる。
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【００７３】
　嵩上げ部３６０は、本体部３１０の側壁の一端面（本体部３１０の上端面）から立ち上
がり、ボス部３２０の先端部３２４につながっている。嵩上げ部３６０の高さ（本体部３
１０の軸方向における幅）、長さ（本体部３１０の周方向における幅）、厚さ（本体部３
１０の径方向における幅）は、いずれも任意である。例えば、嵩上げ部３６０の高さは、
ボス部３２０の本体部３１０から上方に突出した部分の高さＨ２の０．１倍以上０．５倍
以下であることが望ましい。嵩上げ部３６０の長さは、嵌合ガイド３１２に当たらない位
置までボス部３２０の両側で同じだけ延びていることが望ましい。嵩上げ部３６０の厚さ
は、本体部３１０の側壁の板厚Ｄ２と同じであることが望ましい。
【００７４】
　本実施の形態では、嵩上げ部３６０によって、ボス部３２０の先端部３２４の基端（付
け根）が補強される。そのため、ボス部３２０が折れたり、曲がったりする等の不具合が
発生しにくくなる。嵩上げ部３６０は、樹脂筐体３００の成形性を高めるため、本体部３
１０の側壁に沿って形成される。
【００７５】
　ここで、樹脂筐体３００と金属筐体２００とは異なる膨張係数を有し、その値は樹脂筐
体３００が金属筐体２００に対して大きくなる。即ち、樹脂筐体３００は金属筐体２００
よりも熱膨張率が大きい。このため、樹脂筐体３００が金属筐体２００に装着された状態
において、ランプ５００の動作環境温度が高いときは樹脂筐体３００に押圧応力が加わり
、ランプ５００の動作環境温度が低いときは樹脂筐体３００に引張応力が加わることにな
る。ボス部３２０の先端部３２４の基端（付け根）は、両側に嵩上げ部３６０が形成され
て補強されているため、このような応力に対しても充分な強度を有する。
【００７６】
　ランプ５００は、点灯動作によって発熱し、消灯によって冷却する。また、ランプ５０
０は、製品の性格上、点灯と消灯とが頻繁に繰り返されて使用される。そのため、上記の
ような構造を採用することで、ランプ５００の信頼性を高めることが有効である。
【００７７】
　樹脂筐体３００は、以下のような方法（ランプ５００の筐体部の組立方法、即ち、ラン
プ５００の製造方法）で、金属筐体２００に装着される。
【００７８】
　まず、樹脂筐体３００の２つのボス部３２０が金属筐体２００の２つの嵌合溝２２８に
挿入でき、かつ、樹脂筐体３００の本体部３１０の挿入ガイド３１１が金属筐体２００の
ガイド溝２２９に挿入できるように、２つのボス部３２０と挿入ガイド３１１の位置が調
整される。次に、樹脂筐体３００の上端部が金属筐体２００の空洞２２７の奥まで挿入さ
れる。これにより、２つのボス部３２０の外側部３２２が金属筐体２００の２つの嵌合溝
２２８に嵌合する。また、２つのボス部３２０の先端部３２４が金属筐体２００の光源取
付部２１０の２つの貫通孔２１２を貫通する。このとき、先端部３２４の上端面の高さは
、金属筐体２００の光源取付面２１３の高さに一致する。つまり、先端部３２４の上端面
の高さは、ＬＥＤ基板２５０の裏面の高さに一致する。続いて、２本の基板締結用ネジ２
６０が、光源取付部２１０の２つの貫通孔２１２を貫通している２つのボス部３２０の孔
３２１に挿入される。このとき、２つの基板締結用ネジ２６０は、金属筐体２００の光源
取付部２１０に取り付けられたＬＥＤ基板２５０の２つの貫通孔２５３と、光源取付部２
１０の２つの貫通孔２１２とを順番に貫通する。これにより、ＬＥＤ基板２５０が、金属
筐体２００の光源取付部２１０に締結される。
【００７９】
　上記のように、本実施の形態では、樹脂筐体３００が金属筐体２００に装着される際に
、２つのボス部３２０の外側部３２２が金属筐体２００の２つの嵌合溝２２８に嵌合する
ため、金属筐体２００に対する樹脂筐体３００の回動を防止することができる。なお、基
板締結用ネジ２６０によって、金属筐体２００と樹脂筐体３００とが締結されれば、金属
筐体２００に対する樹脂筐体３００の回動を防止できる。この場合、ＬＥＤ基板２５０の
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裏面と光源取付面２１３とは接着部材等を用いて接着されてもよい。
【００８０】
　また、本実施の形態では、２つのボス部３２０の位置を金属筐体２００の２つの嵌合溝
２２８に合わせなければ、樹脂筐体３００を金属筐体２００に挿入できないようになって
いるため、樹脂筐体３００が間違った向きで挿入されることを防止できる。ただし、２つ
のボス部３２０だけでは、樹脂筐体３００が正しい向きから１８０度回転した向きでも挿
入できてしまう。そのため、本実施の形態では、さらに、本体部３１０に挿入ガイド３１
１を設けている。即ち、本実施の形態では、挿入ガイド３１１の位置を金属筐体２００の
ガイド溝２２９に合わせなければ、樹脂筐体３００を金属筐体２００に挿入できないよう
になっているため、樹脂筐体３００が間違った向きで挿入されることを確実に防止できる
。なお、挿入ガイド３１１を設けることに代えて、２つのボス部３２０を１８０度以外の
角度で離れた位置に設けるようにしても、同様の効果を得ることができる。
【００８１】
　本実施の形態において、本体部３１０は、筒状であれば、略円筒状に限らず、他の形状
であってもよい。金属筐体２００の空洞２２７の形状は、本体部３１０の形状に合わせて
適宜変更すればよい。
【００８２】
　ボス部３２０は、基板締結用ネジ２６０を挿入するための孔３２１が形成されていれば
、略円筒状に限らず、他の形状であってもよい。光源取付部２１０の貫通孔２１２の形状
は、ボス部３２０の形状に合わせて適宜変更すればよい。
【００８３】
　ボス部３２０の側壁において、本体部３１０の側壁の内側に位置する部分（内側部３２
３）はなくてもよい。例えば、ボス部３２０の最内部は、本体部３１０の最内部と同じ位
置にあってもよい。この場合、ボス部３２０が本体部３１０の内側に張り出さないため、
樹脂筐体３００の内部に、より一層広いスペースを確保することができる。
【００８４】
　鍔部３３０は、本体部３１０の下方の端部から外側に鍔状に突き出るように形成される
。鍔部３３０の外径は、金属筐体２００の下方の端部の内径よりも大きくなければならな
い。意匠性の向上のため、鍔部３３０の外径は、金属筐体２００の下方の端部の外径と同
じであることが望ましい。本実施の形態では、ボス部３２０が鍔部３３０の内側に設けら
れるが、鍔部３３０の外側に設けられてもよい。
【００８５】
　樹脂筐体３００が金属筐体２００に装着される際には、鍔部３３０が、金属筐体２００
の下方の端部に当接し、樹脂筐体３００が必要以上に金属筐体２００の空洞２２７の奥に
挿入されることを阻止する。
【００８６】
　ネジ部３４０は、鍔部３３０の下方に形成される。ネジ部３４０には、口金部４００が
螺合される。
【００８７】
　図１９は、ランプ５００の蓋部３５０の斜視図である。図２０は、蓋部３５０の上面図
である。
【００８８】
　蓋部３５０は、例えば、樹脂筐体３００の本体部３１０等と同じ樹脂により成形され、
樹脂筐体３００の本体部３１０の上方の開口部を覆うように本体部３１０に装着される。
【００８９】
　図１９及び図２０に示すように、蓋部３５０には、通線筒部３５１、２つの嵌合凹部３
５２、４つの嵌合孔部３５３、４つの切り欠き部３５４が形成される。
【００９０】
　通線筒部３５１は、円筒状であり、樹脂筐体３００の本体部３１０に収納される点灯装
置とＬＥＤ基板２５０とを電気接続する電線を通すための穴が形成されたものである。樹
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の光源取付部２１０の電線挿通孔２１１を貫通する。
【００９１】
　２つの嵌合凹部３５２は、樹脂筐体３００の２つのボス部３２０の位置及び形状（太さ
）に合わせた切り欠きであり、２つのボス部３２０と嵌合する。それぞれの嵌合凹部３５
２の両側には切り欠き部３５４がある。それぞれの切り欠き部３５４は、樹脂筐体３００
のそれぞれの嵩上げ部３６０の位置及び形状（太さ）に合わせた切り欠きであり、それぞ
れの嵩上げ部３６０と嵌合する。
【００９２】
　４つの嵌合孔部３５３は、樹脂筐体３００の本体部３１０の４本の嵌合ガイド３１２の
位置及び形状（太さ）に合わせた穴であり、４本の嵌合ガイド３１２と嵌合する。なお、
４本の嵌合ガイド３１２を蓋部３５０に、４つの嵌合孔部３５３を本体部３１０にそれぞ
れ形成して、互いに嵌合できるようにしてもよい。
【００９３】
　なお、蓋部３５０は、樹脂筐体３００の本体部３１０と一体成形されてもよいし、省略
されてもよい。
【００９４】
　以上説明したように、本実施の形態によれば、基板締結用ネジ２６０とボス部３２０と
によって、単にＬＥＤ基板２５０、金属筐体２００、樹脂筐体３００を一体的に固定する
に留まらず、基板締結用ネジ２６０、或いは、ボス部３２０の先端部３２４の基端（付け
根）につながる嵩上げ部３６０によって、ランプ５００を組み立てる際のねじ込みの応力
や動作環境温度による応力（押圧応力又は引張応力）等に十分対応できる強度が得られる
。
【００９５】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、この実施の形態を部分的に実施しても
構わない。例えば、この実施の形態の説明において「部」として説明するもののうち、い
ずれか１つのみを採用してもよいし、いくつかの任意の組み合わせを採用してもよい。な
お、本発明は、この実施の形態に限定されるものではなく、必要に応じて種々の変更が可
能である。
【符号の説明】
【００９６】
　１００　グローブ、１１０　光透過部、１２０　取付筒部、１３０　係合凸部、１４０
　固定部、２００　金属筐体、２１０　光源取付部、２１１　電線挿通孔、２１２　貫通
孔、２１３　光源取付面、２２０　取付溝、２２１　溝外周壁、２２２　係合凹部、２２
３　溝底部、２２４　溝内周壁、２２７　空洞、２２８　嵌合溝、２２９　ガイド溝、２
３０　フィン、２３１　湾曲面、２３２　連続面、２４０　本体部、２５０　ＬＥＤ基板
、２５１　ＬＥＤ、２５２　基板孔、２５３　貫通孔、２６０　基板締結用ネジ、３００
　樹脂筐体、３１０　本体部、３１１　挿入ガイド、３１２　嵌合ガイド、３２０　ボス
部、３２１　孔、３２２　外側部、３２３　内側部、３２４　先端部、３２５　段差、３
３０　鍔部、３４０　ネジ部、３５０　蓋部、３５１　通線筒部、３５２　嵌合凹部、３
５３　嵌合孔部、３５４　切り欠き部、３６０　嵩上げ部、４００　口金部、５００　ラ
ンプ、６００　ランプソケット、７００　照明器具本体、８００　照明装置、８０１　天
井。
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