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(57) Abstract: Provided is an LED lamp wherein the number of LEDs is reduced by using high luminance LEDs and a point light
source can be converted into a linear light source and the like by using a light diffusion sheet. The LED lamp is provided with an
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opened section in the outer case (2), opened in the same direction as the outer case (2) and has a trapezoidal cross-section; a plurality
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circuit (6), which is arranged at the bottom s㏄tion inside the outer case (2) and lights the LEDs (5a).

(57) 要約 高輝度の」E D を使用 して」E D の数を少な するとともに、光拡散シー トによ り点光源を線状光源
などに変換できる」E D ランプを提供することを目的とする。 一面が開口した断面コ字状の外郭ケース と、こ
の外郭ケース 内の開口部側に設けられ、外郭ケース 2 と同方向に開口する断面台形状の反射板 と、反射板 3 の
短辺である底部に取 り付けられる、高輝度の」E D 5 a を用いた複数個の」E D モジ ール と、外郭ケース 2 の
開口部付近に設けられ、光を拡散する拡散シー ト4 と、外郭ケース 内の底部に設けられ、」E D 5 a を点灯 させ
る点灯回路 とを備えたことを特徴 とする。
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目主

技術分野

０００1 この発明は、発光ダイオード( )を光源に用いた ランプに関する。

背景技 術

０００2 既製の蛍光灯照明器具に、その蛍光灯に代えて取り付けて使用する蛍光灯型

ランプとして、複数の の取付姿勢を容易かつ的確に保持すること、その各

を点灯させるための電力の取り入れやその電力の変換、調整をょり簡易な構成で

実現することなどが可能な ランプを提供するために、足を有する複数の と、

この各 をその足にょり起立させた状態で取付ける某板と、この某板に取付けら

れた各 を差し込んでその各取付け姿勢を保持する複数の貫通孔がその各取付

け角度に応じて形成された外装材と、蛍光灯照明器具のソケットの差込孔に嵌め入

れる装着用突起と、外部の電源から電源コードを用いて取り入れる電力を各 が

点灯する電圧電流に調整してその各 に供給する点灯回路とを備えた ラン

プが提案されている (例えば、特許文献 参照 )。

特許文献 1 :特開2００4 ０36 4号公報

発明の開示

発明が解決しようとする課題

０００3 しかしながら、上記提案の蛍光灯型 ランプは、次のょぅな課題がある。

０００4 複数の が間隔を置いて配置されているので、物に光が当たったときの影がず

れるため、複数の影ができる。

０００5 また、再輝度の を使用していないため、多数個の を使用する必要がある

。そのため、形状も大きくなるとともに、重最も増す。

０００6 この発明は、上記のょぅな課題を解決するためになされたもので、再輝度の を

使用して の数を少なくするとともに、光拡散シートにょり点光源を線状光源など

に変換できる ランプを提供することを目的とする。

課題を解決するための手段



０００7 この発明に係る ランプは、一面が開口した断面コ字状の外郭ケースと、この外

郭ケース内の開口部側に設けられ、外郭ケースと同方向に開口する断面台形状の

反射板と、反射板の短辺である底部に取り付けられる、再輝度の を用いた複数

個の モジュールと、外郭ケースの開口部付近に設けられ、光を拡散する拡散シ

ートと、外郭ケース内の底部に設けられ、 を点灯させる点灯回路とを備えたこと

を特徴とする。

０００8 また、この発明に係る ランプは、拡散シートの上に、拡散ブリズムを設けたこと

を特徴とする。

０００9 また、この発明に係る ランプは、拡散シートの形状を蒲鉾状としたことを特徴と

する。

００1０ また、この発明に係る ランプは、外郭ケースは直線状をなし、拡散シートに一

方向の拡散角度が他方向の拡散角度より大きい拡散シートを用いた直線状 ラ

ンプであることを特徴とする。

００11 また、この発明に係る ランプは、外郭ケースは円形をなし、拡散シートに全方

向に拡散角度が大きい拡散シートを用いた円形 ランプであることを特徴とする。

発明の効)果

００12 この発明に係る ランプは、再輝度の モジュールを使用するので、 の

数を減らすことができ、小型・軽量化が可能となる。

００13 また、外郭ケースの開口部に拡散シートを設けることにより、 の月光源が、線

状の光源に変換され、光が物に当たったときの影にずれがなく、蛍光灯とほぼ同等

の光源になる。

００14 また、拡散シートの上に拡散ブリズムを迫加することにより、光を拡散ブリズムに沿っ
て引き伸ばすことができる。

００15 また、拡散シートを蒲鉾状にすることにより、拡散シートと との距離が大きくなる

ので、 の月光源が、より一屑線状の光源に変換され、その光が物に当たったと

きの影もずれがなく、蛍光灯とほぼ同等の光源になる。

図面の簡単な説明

００16 図 実施の形態 を示す図で、直線形 ラン の平面図 (a) と、側面図 (b)であ



る。

図2 実施の形態 を示す図で、図 の 断面図である。

図3 実施の形態 を示す図で、直線形 ラン の外観図である。

図4 実施の形態2を示す図で、直線形 ラン の断面図である。

図5 実施の形態3を示す図で、円形 ラン ０の平面図 (a) と側面図 (b)である

図6 実施の形態3を示す図で、 断面図である。

符号の説明

００17 直線形 ランプ、 2 外郭ケース、 3 反射板、 4 拡散シート、 5

モジュール、 5a 5b 某板、 5c リフレクター、 6 点灯回路、 7 拡散

ブリズム、 ０ 口金、 ０a 口金ピン、 蒲鉾状拡散シート、 2０ 円形 ラ

ンプ、 2 全方向拡散シート

発明を実施するための最良の形態

００18 実施の形態 ・

図 乃至図3は実施の形態 を示す図で、図 は直線形 ラン の平面図 (a)

と、側面図 (b) 、図2は図 の 断面図、図3は直線形 ラン の外観図であ

る。

００19 図 に示すように、直線形 ランプ ( ランプの一例) は、断面コ字状の細長

い外郭ケース2内に、 モジュール5、点灯回路 6などを収納している。図 の直線

形 ラン は、2０Wの直管形蛍光ランプ相当の明るさを得ることを目標としてい
て、再輝度の モジュール5を 5個使用している。外郭ケース2の大きさは、一例

では、長さが 58０ 、幅4０ 、高さ2０ である。外郭ケース2の材質はアルミニ

ュームで、厚刮ま 以上である。

００2０ 外郭ケース2の底部付近に、 モジュール5を点灯させるための点灯回路 6を設

ける。点灯回路 6は、商用電源から取り入れる電力を各 モジュール5が点灯する

電圧電流に調整して各 モジュール5に供給する、公知のものである。

００2 1 再輝度の モジュール5を 5個直線状に、断面が台形状の反射板 3の短辺で

ある底部に並べて配置する。 モジュール5は、夫々が某板 5bを有し、この某板 5



bに 5aが装若されている。 モジュール5の某板 5bを両面テープを用いて反

射板 3の底部に固定する。 モジュール5は、 5aの周囲に、前方向に効率よ

く光を反射させるように最適に設計された樹脂または金属製のリフレクター5cを有す

る (図2参照 )。

００22 反射板 3は、外郭ケース2の開口部側に、この開口部に向けて上が出るように配置

される。再輝度の モジュール5の明るさは、現状では約2０ (ルーメン)で、これ

を 5個使用しても、約3００ 程度であるが、後述する拡散シート4などを用いて最適

設計することにより、光源からのある位置での面照度を確保する。

００23 外郭ケース2の開口部に、一方向の拡散角度がその直角方向の拡散角度より大き

い、一方向性の拡散シート4を取り付ける。拡散シート4の拡散角度の大きい方向を、

外郭ケース2の長手方向に合わせる。一方向性の拡散シート4の拡散角度は、拡散

角度の大きい方
。

向で3 5 以上、その直角方向が2０。以下である。

００24 尚、拡散シート4と 5aとの距離は、5 以上とする。 5aからの光を拡散さ

せるには、 5aから拡散シート4をできるだけ離す方がよい。このように構成するこ

とにより、 5個の 5aの月光源が、線状の光源に変換される。その光が物に当た

ったときの影もずれがなく、蛍光ランプとほぼ同等の光源になる。

００25 図 に示すように、拡散シート4の上に拡散ブリズム7を迫加してもよい。拡散ブリズ

ム7を迫加することにより、光を長手方向に引き伸ばすことができる。

００26 既製の蛍光灯照明器具に、その蛍光灯に代えて直線形 ラン を取り付けて

使用できるようにするために、図3に示すように、直管形蛍光ランプの口金 ０を外郭

ケース2の長手方向両端部に取付ける。蛍光灯の口金は、通常フイラメントを加熱す

るために2木の口金ピンを有するので、直線形 ラン では口金ピン ０aは 本

でよいが、蛍光灯の口金に合わせて2木の口金ピン ０aを設ける。

００27 以上のように、本実施の形態 による直線形 ラン は、再輝度の モジュ
ール5を使用するので、 5aの数を減らすことができ、小型・軽呈ィヒが可能となる

００28 また、外郭ケース2の開口部に一方向の拡散角度が他方向の拡散角度より大きい



拡散シート4を使用することにより、 5aの月光源が、線状の光源に変換される。

その光が物に当たったときの影もずれがなく、蛍光灯とほぼ同等の光源になる。

００29 また、拡散シート4の上に拡散ブリズム7を迫加することにより、光を長手方向に引き

伸ばすことができる。

００3０ 実施の形態2・

図4は実施の形態2を示す図で、直線形 ラン の断面図である。

００3 1 実施の形態 では、平板状の拡散シート4を使用したが、ここでは、図4に示すよう

に、蒲鉾状拡散シート を用いる。その他は実施の形態 と同じである。この場合、

直線形 ラン の高さは、4０ 程度とする。

００32 既に述べたように、拡散シートは 5aからできるだけ離す方が、光拡散効果があ

る。蒲鉾状拡散シート にすることにより、平板状の拡散シート4より 5aとの距離

が大きくなるので、 5aの月光源が、より一屑線状の光源に変換され、その光が

物に当たったときの影もずれがなく、蛍光灯とほぼ同等の光源になる。

００33 実施の形態3・

図5は実施の形態3を示す図で、図5は円形 ラン 2０の平面図 (a) と側面図 (

b) 、図6は 断面図である。

００34 図5に示す円形 ラン 2０( ランプの一例) は、某本的な構造は実施の形

態 の直線形 ラン と同じである。図5の円形 ラン ０は、 Wの円形

蛍光ランプ相当の明るさを得ることを目標としていて、再輝度の モジュール5を

6個使用している。環状 (円形 ) の外郭ケース2の大きさは、一例では、外径が2０5

、内径が 、高さ2０ である。外郭ケース2の材質はアルミニュームで、厚

さは 以上である。

００35 円形 ラン 2 では、外郭ケース2の開口部に設けられる拡散シートは、全方

向に光が拡散する全方向拡散シート2 である。全方向拡散シート2 は、全方向に
。光拡散角度が2０ 以上である。

００36 図6の断面図に示すように、円形 ラン ０の構成は、全方向拡散シート2 以

外は、直線形 ラン と同じである。

００37 円形 ラン 2 は、全方向拡散シート2 を使用することにより、 5aの光を



円周方向に拡散し点光源が環状 (円) につながって見える環状光源 (円形光源 ) に変

換される。

００38 実施の形態 と同様、全方向拡散シート2 の上に拡散ブリズム7を迫加してもよい。

拡散ブリズム7の最適化により、円周方向に効率よく光を拡散できる。

００39 以上のよぅに、本実施の形態3による円形 ラン 2０は、再輝度の モジュ
ール5を使用するので、 5aの数を減らすことができ、小型・軽量化が可能となる

００4０ また、外郭ケース2の開口部に全方向拡散シート2 を使用することにより、 5a

の光を円周方向に拡散し点光源が環状 (円) につながって見える環状光源 (円形光

源 ) に変換される。

００4 1 また、全方向拡散シート2 の上に拡散ブリズム7を迫加し、拡散ブリズム7の最適化

により、円周方向に効率よく光を拡散できる。

００42 尚、本実施の形態においても、全方向拡散シート2 の形状を蒲鉾状としてもよい。

それにより、光拡散効果が増す。



請求の範囲

一面が開口した断面コ字状の外郭ケースと、

この外郭ケース内の開口部側に設けられ、前記外郭ケースと同方向に開口する断

面台形状の反射板と、

前記反射板の短辺である底部に取り付けられる、再輝度の を用いた複数個の

モジュールと、

前記外郭ケースの開口部付近に設けられ、光を拡散する拡散シートと、

前記外郭ケース内の底部に設けられ、前記 を点灯させる点灯回路とを備えた

ことを特徴とする ランプ。

2 前記拡散シートの上に、拡散ブリズムを設けたことを特徴とする請求項 記載の

ランプ。

3 前記拡散シートの形状を蒲鉾状としたことを特徴とする請求項 記載の ランプ

4 前記外郭ケースは直線状をなし、前記拡散シートに一方向の拡散角度が他方向の

拡散角度より大きい拡散シートを用いた直線状 ランプであることを特徴とする請

求項 乃至3のいずれかに記載の ランプ。

5 前記外郭ケースは円形をなし、前記拡散シートに全方向に拡散角度が大きい拡散

シートを用いた円形 ランプであることを特徴とする請求項 乃至3のいずれかに

記載の ランプ。
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