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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光素子を有し、ランプ中心軸に対して平行な方向を長手方向とする細長い形状を呈す
る複数の発光ユニットと、
　ランプ外周側に向く複数の反射面を有し、前記複数の反射面が前記ランプ中心軸の周り
を囲む反射体と、
　を備え、
　各々の前記発光ユニットの発光面は、各々の前記反射面と対向し、当該反射面へ光を照
射し、
　隣り合う前記発光ユニット同士の間には、間隔があけられ、
　前記反射面で反射した光が、隣り合う前記発光ユニット同士の間を通ってランプ外周側
へ照射され、
　前記複数の反射面のそれぞれは、前記ランプ中心軸に平行な二つのエッジを有し、
　前記ランプ中心軸に対して垂直な方向から見たときに、前記反射体は、隣り合う前記発
光ユニット同士の間を通って外側へ突出し、その突出部分に前記エッジがあるランプ。
【請求項２】
　前記発光ユニットは、前記発光ユニットの長手方向に沿って並ぶ複数の前記発光素子を
有する細長い発光部を備える請求項１に記載のランプ。
【請求項３】
　前記反射面の全体において、前記反射面の法線が前記ランプ中心軸に対して垂直である
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請求項１または請求項２に記載のランプ。
【請求項４】
　前記反射体の外周を覆う透光性カバーを備え、
　前記透光性カバーは、隣り合う前記発光ユニット同士の間に設置され、
　前記発光ユニットは、前記発光面の反対側に設けられたヒートシンクを備え、
　前記ヒートシンクは、前記透光性カバーの外側の空間に面するフィンを備え、
　前記透光性カバーは、前記フィンを備える前記ヒートシンク同士の間に設置される請求
項１から請求項３のいずれか一項に記載のランプ。
【請求項５】
　前記発光ユニットは、前記発光面の反対側に位置するヒートシンクを備える請求項１か
ら請求項３のいずれか一項に記載のランプ。
【請求項６】
　前記反射面が凹面である請求項１から請求項５のいずれか一項に記載のランプ。
【請求項７】
　前記反射面が凹部を形成し、
　前記ランプ中心軸に対して垂直な平面において、前記発光ユニットの中心線が前記凹部
の最深部を通る請求項１から請求項６のいずれか一項に記載のランプ。
【請求項８】
　前記ランプ中心軸に対して垂直な平面において、各々の前記発光ユニットから出射する
光の光度分布は、複数のピークを有する請求項１から請求項７のいずれか一項に記載のラ
ンプ。
【請求項９】
　前記複数の反射面及び前記複数の前記発光ユニットは、前記ランプ中心軸の周りに等角
度間隔に配置されている請求項１から請求項８のいずれか一項に記載のランプ。
【請求項１０】
　発光素子を有し、発光面をランプ先端側に向けて配置された先端発光部を備える請求項
１から請求項９のいずれか一項に記載のランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　屋外または屋内の照明器具（街路灯器具、道路灯器具、高天井器具など）に装着される
ＨＩＤ（Ｈｉｇｈ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄ）ランプ（例えば水銀ラ
ンプなど）の代替となる、大光束のＬＥＤランプの開発が進められている（例えば、特許
文献１参照）。これは、省エネルギー、長寿命化、耐環境性等の観点からの要請によるも
のである。ＬＥＤ光源は、高温になると、発光効率が低下し、寿命も短くなる。ＬＥＤ光
源の発光効率を高くし、寿命を長くするには、ＬＥＤ光源からの放熱性を高くし、ＬＥＤ
光源の温度をなるべく低くすることが望まれる。
【０００３】
　下記特許文献１には、発光素子が実装される実装基板を有する平板状の発光ユニットの
裏面を内側に向け、ランプ中心軸の周りに、上記発光ユニットを複数配置したランプが開
示されている。
【０００４】
　下記特許文献２には、ランプ中心軸の周りに配置した複数の発光ユニットの各々におい
て、ＬＥＤ光源から側方へ出た光を反射させる反射板を備えた構成が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
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【特許文献１】国際公開第２０１３／０６９４４６号
【特許文献２】特表２０１２－５０１５１６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１のランプは、発光ユニットの裏面側に、放熱フィン（ヒートシンク）を設け
ている。しかしながら、特許文献１のランプでは、複数の発光ユニットで囲まれた、空気
が流れづらい空間に放熱フィンがあるため、当該空間に熱がこもり易く、放熱フィンから
の放熱性が良くない。特許文献１のランプでは、放熱フィンを大型にする必要があり、重
量が重くなるという問題がある。
【０００７】
　特許文献２のランプでは、光源と反射面との位置関係から、反射効果が低い。特許文献
２のランプでは、ＬＥＤ光源からそのままランプ外周側へ出射する光と、ＬＥＤ光源から
出て反射面で反射されてランプ外周側へ出射する光との双方がある。ＬＥＤ光源から光が
そのままランプ外周側へ出射する位置では、輝度が高く、ＬＥＤ光源から出て反射面で反
射された光がランプ外周側へ出射する位置では、輝度が低い。このため、ランプの周方向
の輝度のむらが大きく、不快なグレアが発生しやすい。また、特許文献２のランプでは、
複数の反射面を有するフレームに、発光面を外側に向けて光源を配置する。特許文献２の
ランプでは、複数の反射面を有するフレームで囲まれた、空気が流れづらい空間に熱がこ
もり易く、光源の効率的な放熱が困難である。
【０００８】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、光源部の放熱性に優れ
、エネルギー効率が良く、ランプの周方向の輝度のむらが小さく、大光束化に有利なラン
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】
【０００９】
　本発明に係るランプは、発光素子を有し、ランプ中心軸に対して平行な方向を長手方向
とする細長い形状を呈する複数の発光ユニットと、ランプ外周側に向く複数の反射面を有
し、複数の反射面がランプ中心軸の周りを囲む反射体と、を備え、各々の発光ユニットの
発光面は、各々の反射面と対向し、当該反射面へ光を照射し、隣り合う発光ユニット同士
の間には、間隔があけられ、反射面で反射した光が、隣り合う発光ユニット同士の間を通
ってランプ外周側へ照射され、複数の反射面のそれぞれは、ランプ中心軸に平行な二つの
エッジを有し、ランプ中心軸に対して垂直な方向から見たときに、反射体は、隣り合う発
光ユニット同士の間を通って外側へ突出し、その突出部分にエッジがあるものである。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明によれば、ランプ中心軸に対して平行または傾斜した方向を長手方向とする形状
を呈する複数の発光ユニットと、ランプ外周側に向く複数の反射面がランプ中心軸の周り
を囲む反射体とを備え、各々の発光ユニットの発光面が、各々の反射面と対向するように
したことで、光源部の放熱性に優れ、エネルギー効率が良く、ランプの周方向の輝度のむ
らが小さく、大光束化に有利なランプを提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本発明の実施の形態１のランプを示す斜視図である。
【図２】図１に示すランプが備える発光ユニットの分解斜視図である。
【図３】発光ユニットが備える透光性カバーの変形例を示す斜視図である。
【図４】図１に示すランプの先端側支持体の図示を省略した斜視図である。
【図５】図１に示すランプの先端側支持体の図示を省略し、先端側から見た図である。
【図６】本発明の実施の形態２のランプを示す斜視図である。
【図７】本発明の実施の形態３のランプを示す斜視図である。
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【図８】本発明の実施の形態４のランプを示す斜視図である。
【図９】図８に示すランプの反射体及び先端側支持体の図示を省略した斜視図である。
【図１０】図８に示すランプが備える発光ユニットの斜視図である。
【図１１】図８に示すランプの先端側支持体の図示を省略し、先端側から見た図である。
【図１２】本発明の実施の形態５のランプを示す斜視図である。
【図１３】本発明の実施の形態６のランプを示す斜視図である。
【図１４】本発明の実施の形態７のランプを示す斜視図である。
【図１５】本発明の実施の形態８のランプを示す斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において共通
する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００１３】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１のランプを示す斜視図である。図１に示す本実施の形態
１のランプ１Ａは、ねじ込み式の口金２と、口金装着部３と、複数の発光ユニット４と、
反射体５と、基端側支持体６と、先端側支持体７とを備える。本実施の形態のランプ１Ａ
は、屋内及び屋外の照明器具（例えば街路灯器具、道路灯器具、高天井器具など）におい
て、従来のＨＩＤ（Ｈｉｇｈ　Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ　Ｄｉｓｃｈａｒｇｅｄ）ランプの代
替として使用することができる。ランプ１Ａは、設置状態で、口金２が上向きまたは斜め
上向き、口金２が下向きまたは斜め下向き、口金２が横向きなど、いずれの向きでも使用
できる。以下の説明では、口金２側を「基端側」とし、その反対側を「先端側」とする。
本実施の形態では、口金２の中心軸に相当する仮想直線が「ランプ中心軸」に相当する。
【００１４】
　口金２は、口金装着部３に装着されている。口金装着部３は、耐熱性に優れた樹脂材料
、放熱性に優れた樹脂材料、金属材料、またはこれらの組み合わせなどで構成されること
が好ましい。本実施の形態のランプ１Ａは、３個の発光ユニット４を備える。各々の発光
ユニット４は、互いに同じ構成である。各々の発光ユニット４は、ランプ中心軸に対して
平行な方向を長手方向とする形状を呈する。各々の発光ユニット４は、その発光面（光が
出射する面）をランプ内周側に向けて配置される。隣り合う発光ユニット４同士の間には
、間隔があけられている。本実施の形態では、これらの発光ユニット４は、ランプ１Ａの
周方向に関して、等間隔に配置されている。これらの発光ユニット４は、ランプ中心軸か
ら等距離、かつ、ランプ中心軸の周りに、等角度間隔（図示の構成では１２０°間隔）で
配置されている。
【００１５】
　各々の発光ユニット４は、ヒートシンク４ａを有する。ヒートシンク４ａは、発光ユニ
ット４の発光面の反対側に位置する。ヒートシンク４ａは、ランプ外周側を向く。ヒート
シンク４ａは、金属材料（例えば、アルミニウム、アルミニウム系合金、ステンレス鋼な
ど）で構成されることが好ましい。
【００１６】
　反射体５は、複数の反射面５ａを有する。各々の反射面５ａは、ランプ外周側を向く。
本実施の形態では、反射体５は、３個の反射面５ａを有する。各々の反射面５ａは、互い
に同じ構成である。本実施の形態では、これらの反射面５ａは、ランプ中心軸から等距離
、かつ、ランプ中心軸の周りに、等角度間隔（図示の構成では１２０°間隔）で配置され
ている。各々の発光ユニット４の発光面は、各々の反射面５ａと対向する。反射面５ａの
、ランプ中心軸に平行なエッジは、当該反射面５ａに隣り合う反射面５ａの、ランプ中心
軸に平行なエッジに対して、近接している。
【００１７】
　本実施の形態における反射体５は、複数の反射面５ａを形成するように一体的に構成さ
れたユニットである。本実施の形態では、複数の反射面５ａを有する反射体５を一体的な
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ユニットとしたことで、部品点数を少なくでき、組み立ても容易になる。反射体５の材質
は、特に限定されるものではなく、例えば、金属材料、プラスチック材料などを使用でき
る。耐候性を向上する観点からは、反射体５の表面を保護する樹脂コートなどの被覆層が
備えられていることが望ましい。
【００１８】
　口金装着部３は、口金２と反対側において、基端側支持体６と固定されている。基端側
支持体６は、発光ユニット４及び反射体５の基端部を支持する。先端側支持体７は、発光
ユニット４及び反射体５の先端部を支持する。口金装着部３及び基端側支持体６に配設さ
れた給電線（図示省略）を介して、各々の発光ユニット４に給電される。
【００１９】
　基端側支持体６は、枠状の部材である。基端側支持体６の概略形状は、隣り合う発光ユ
ニット４の基端部の間を直線的につなぐ辺を有する多角形状である。先端側支持体７は、
枠状の部材である。先端側支持体７の概略形状は、隣り合う発光ユニット４の先端部の間
を直線的につなぐ辺を有する多角形状である。発光ユニット４及び反射体５と、基端側支
持体６及び先端側支持体７との間の固定方法は、特に限定されず、例えば、差し込み、ス
ライド、ネジ止め、溶接、ろう接、接着、嵌合、あるいはそれらを複合させた方法など、
いかなる方法でも良い。
【００２０】
　発光ユニット４のヒートシンク４ａと、基端側支持体６及び先端側支持体７の少なくと
も一方とは、熱伝導可能に接続されることが望ましい。これにより、ヒートシンク４ａの
熱を基端側支持体６及び先端側支持体７の少なくとも一方へ伝えることで、発光ユニット
４の温度をより低くできる。
【００２１】
　基端側支持体６及び先端側支持体７の少なくとも一方は、金属材料で構成することが好
ましい。基端側支持体６及び先端側支持体７の少なくとも一方を、熱伝導率の高い金属材
料で構成することで、発光ユニット４の熱が基端側支持体６及び先端側支持体７の少なく
とも一方へ効率良く伝わり、基端側支持体６及び先端側支持体７の少なくとも一方の表面
からの放熱を促進できる。その結果、発光ユニット４の温度をより低くできる。
【００２２】
　基端側支持体６及び先端側支持体７の少なくとも一方と、反射体５とは、熱伝導可能に
接続されることが望ましい。これにより、発光ユニット４から、基端側支持体６及び先端
側支持体７の少なくとも一方に伝わった熱を、さらに反射体５へ伝えることができる。そ
の結果、発光ユニット４の温度をより低くできる。この場合、反射体５を、熱伝導率の高
い材料（例えば金属材料）で構成することで、反射体５の表面からの放熱を促進でき、発
光ユニット４の温度をより低くできる。
【００２３】
　口金装着部３、ヒートシンク４ａ、基端側支持体６、及び先端側支持体７等の表面特性
は、光拡散性及び高反射性を有することが望ましい。これらの表面に、光拡散性及び高反
射性を有する塗膜を形成しても良い。これらの表面が光拡散性及び高反射性を有すること
で、ランプ１Ａの周囲への光の拡散を向上でき、広配光化が図れる。
【００２４】
　図２は、図１に示すランプ１Ａが備える発光ユニット４の分解斜視図である。図２に示
すように、発光ユニット４は、ヒートシンク４ａに加えて、ＬＥＤ光源４ｂ（発光素子）
と、光源基板４ｃと、透光性カバー４ｄとを備える。ＬＥＤ光源４ｂは、光源基板４ｃの
表面側に実装されている。光源基板４ｃを介してＬＥＤ光源４ｂに給電される。本実施の
形態では、光源基板４ｃ上に、複数のＬＥＤ光源４ｂが２列に並んで配置されている。光
源基板４ｃは、例えば、ＦＲ－４、ＣＥＭ－３などのガラスエポキシ素材基板、または、
アルミニウムなどの金属基板を用いたものであることが好ましい。
【００２５】
　本実施の形態の発光ユニット４の、光源基板４ｃに垂直な方向から見た概略形状は、細
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長い長方形である。発光ユニット４の長手方向の長さを長くすることで、必要とされる光
束に応じた量のＬＥＤ光源４ｂを発光ユニット４に搭載できる。このため、ランプ１Ａは
、大光束化に有利である。本実施の形態では、ＬＥＤ光源４ｂとして、例えば１Ｗ～数Ｗ
級の面実装型小型ＬＥＤパッケージを用いている。本発明における発光素子は、これに限
定されるものではなく、例えば数千～数万ｌｍ／個の大光束のＣＯＢ（Ｃｈｉｐ　ｏｎ　
Ｂｏａｒｄ）型のＬＥＤ光源、あるいは砲弾型ＬＥＤ、配光レンズ付きＬＥＤなどを用い
てもよい。なお、ＣＯＢ型のＬＥＤ光源は、金属系基板もしくはセラミック基板等の放熱
性基板に複数のＬＥＤベアチップを直接に実装して樹脂封止する構成としたものである。
また、本発明では、ＬＥＤ光源に限らず、例えば有機ＥＬ光源等を発光素子として用いて
もよい。
【００２６】
　ヒートシンク４ａは、光源基板４ｃの裏面側に配置されている。ヒートシンク４ａは、
光源基板４ｃの裏面側に重なる板状部と、当該板状部から突出し発光ユニット４の長手方
向に沿って延びる複数の板状のフィンとを有する。ヒートシンク４ａは、ＬＥＤ光源４ｂ
で発生した熱を空気へ放熱させる。ヒートシンク４ａは、図示の構成に限定されるもので
はなく、例えば、ピンフィンを有する構成でも良い。
【００２７】
　透光性カバー４ｄは、透光性及び防水防湿性を有する。透光性カバー４ｄは、光源基板
４ｃ及びこれに実装されたＬＥＤ光源４ｂの全体を覆う。透光性カバー４ｄの構成材料は
、耐湿性、耐水性、耐光性、耐震性などに優れた材料が望ましい。あるいは、透光性カバ
ー４ｄに耐光性コートまたは耐水性コートなどを施すことで、それらの特性を付与しても
良い。透光性カバー４ｄの好ましい構成材料の具体例としては、成形のし易さと耐環境性
とに優れたポリカーボネート材料が挙げられる。透光性カバー４ｄとヒートシンク４ａと
の接合部は、防水防湿性を有する構成とする。そのような構成としては、例えば、ヒート
シンク４ａに、透光性カバー４ｄの外周部が嵌合する取り付け溝（図示省略）を形成し、
その嵌合部の周囲を例えばシリコーン系の防湿性樹脂でコーティングする構成が挙げられ
る。本実施の形態のランプ１Ａでは、透光性カバー４ｄを設け、その取り付け部の防水防
湿性を確保したことにより、ＬＥＤ光源４ｂ及び光源基板４ｃを環境から確実に保護する
ことができる。このため、ランプ１Ａ全体としても、優れた耐環境性を発揮するため、屋
外に設置される照明器具にも好ましく使用することができる。
【００２８】
　透光性カバー４ｄは、各々のＬＥＤ光源４ｂに対向する位置の表面に凸レンズ部を有す
る。ＬＥＤ光源４ｂから発せられた光は、透光性カバー４ｄの凸レンズ部を通り、発光ユ
ニット４から出射する。ＬＥＤ光源４ｂから直接発せられる光のビーム角に比べて、透光
性カバー４ｄの凸レンズ部を通過した光のビーム角は狭くなる。凸レンズ部は、ビーム角
を狭くする機能を有する狭配光化部の例である。
【００２９】
　本実施の形態では、発光ユニット４の長手方向に並ぶ一列のＬＥＤ光源４ｂと、これに
対向する透光性カバー４ｄの一列の凸レンズ部とで形成される細長い発光部を第一発光列
４ｆと称する。また、発光ユニット４の長手方向に沿って並ぶ、もう一列のＬＥＤ光源４
ｂ、これに対向する透光性カバー４ｄのもう一列の凸レンズ部とで形成される細長い発光
部を第二発光列４ｇと称する。第一発光列４ｆと第二発光列４ｇとは、並行する。本実施
の形態では、発光ユニット４が二つの発光列（第一発光列４ｆと第二発光列４ｇ）を備え
るが、本発明では、発光ユニット４の発光列が１列でも良い。
【００３０】
　図３は、発光ユニット４が備える透光性カバーの変形例を示す斜視図である。図２に示
す透光性カバー４ｄに代えて、図３に示す透光性カバー４ｅを発光ユニット４に備えても
良い。透光性カバー４ｅは、各々のＬＥＤ光源４ｂに対向する位置の表面にフレネルレン
ズ部を有する。フレネルレンズ部は、ビーム角を狭くする機能を有する狭配光化部の例で
ある。なお、本発明における狭配光化部は、凸レンズ部またはフレネルレンズ部に限定さ
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れるものではない。図示を省略するが、発光ユニット４の長手方向に沿って延びるシリン
ドリカルレンズ部またはリニアフレネルレンズ部を狭配光化部として用いても良い。また
、狭配光化部は、無くても良い。例えば、ＬＥＤ光源４ｂとして、砲弾型ＬＥＤ、配光レ
ンズ付きＬＥＤなどを用いた場合、狭配光化部が不要となる場合が多い。
【００３１】
　図４は、図１に示すランプ１Ａの先端側支持体７の図示を省略した斜視図である。図５
は、図１に示すランプ１Ａの先端側支持体７の図示を省略し、先端側から見た図である。
これらの図に示すように、各々の発光ユニット４の発光面は、各々の反射面５ａと対向す
る。各々の発光ユニット４は、各々の反射面５ａへ光を照射する。各々の反射面５ａは、
各々の発光ユニット４から照射された光を反射させる。
【００３２】
　発光ユニット４が照射する光の大半は、反射面５ａへ照射される。ランプ１Ａから外周
側へ照射される光のうち、反射面５ａを経由せずに発光ユニット４から直接照射される光
の割合は少ない。ランプ１Ａから外周側へ照射される光の大半は、反射面５ａで反射した
光となる。ランプ１Ａによれば、広い反射面５ａが発光しているように見えるとともに、
発光ユニット４からの光がランプ１Ａの外部へ直接照射されることを抑制できるので、不
快グレアを確実に抑制できる。また、ランプ１Ａの周方向における輝度の均斉度を高くで
きる。さらに、ランプ１Ａによれば、細長い形状の発光ユニット４を用いたことで、反射
面５ａでの反射光に対して発光ユニット４が作る陰影を抑制でき、点灯時の輝度むらを抑
制できる。近年では、ＬＥＤの小型高効率化が著しく進んでいることから、幅の狭い、細
長い形状の発光ユニット４でも、大光束で高効率の発光が可能である。
【００３３】
　発光ユニット４のヒートシンク４ａは、ランプ１Ａの外部の空間に面する。このため、
ヒートシンク４ａの周囲に対流等で空気が流れやすく、ヒートシンク４ａの周囲に熱がこ
もらない。したがって、ランプ１Ａによれば、優れた放熱性が得られ、ＬＥＤ光源４ｂを
低温化することができるので、ＬＥＤ光源４ｂの高発光効率化及び長寿命化が図れる。特
に、ランプ１Ａの設置状態での向き（口金２が上向きまたは斜め上向き、口金２が下向き
または斜め下向き、口金２が横向きなど）にかかわらず、いずれの向きでも優れた放熱性
が得られる。また、ヒートシンク４ａが外部空間に面することで、ヒートシンク４ａから
輻射による放熱も促進される。そのため、さらに放熱性が向上する。また、ヒートシンク
４ａの放熱効率が高いことから、比較的小さいヒートシンク４ａでも十分な放熱性能が得
られる。よって、ヒートシンク４ａを軽量にできるので、ランプ１Ａ全体の重量も軽量に
できる。
【００３４】
　反射面５ａの反射特性は、鏡面反射でも拡散反射でも良い。高反射フィルムを貼り付け
ることで反射面５ａを形成しても良い。図５中の光線Ｒ１は、反射面５ａで鏡面反射した
光線の例である。図５中の光線Ｒ２は、反射面５ａで拡散反射した光線の例である。反射
面５ａを鏡面反射面またはそれに近い特性とした場合には、ランプ１Ａの周方向の光度変
化が比較的大きくなる配光特性が得られる。反射面５ａを拡散反射面とした場合には、点
灯時の反射面５ａの輝度の均斉度をさらに高くできるとともに、不快グレアをより確実に
抑制できる。
【００３５】
　本実施の形態では、反射面５ａを凹面としたことで、点灯時の反射面５ａの輝度の均斉
度をより高くでき、輝度むらをより確実に抑制できるとともに、発光ユニット４から照射
された光の反射効率をさらに向上できる。さらに、本実施の形態では、図５に示すように
、ランプ中心軸に対して垂直な平面において、発光ユニット４の中心線（Ｌ１）が、反射
面５ａが形成する凹部の最深部を通るように構成したことで、上記の効果をより確実に奏
することが可能となる。
【００３６】
　図５に示すように、本実施の形態では、ランプ中心軸に対して垂直な平面において、反
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射面５ａの中央における法線（Ｌ１）の上に、発光ユニット４の中心が位置する。このよ
うに構成したことで、点灯時の反射面５ａの輝度の均斉度をより高くでき、輝度むらをよ
り確実に抑制できる。ただし、本発明は、このような構成に限定されるものではなく、ラ
ンプ中心軸に対して垂直な平面において、反射面５ａの中央における法線（Ｌ１）に対し
て、発光ユニット４の中心位置がいずれかの側に偏っていても良い。
【００３７】
　本実施の形態では、反射面５ａの全体において、反射面５ａの法線がランプ中心軸に対
して垂直である。これにより、点灯時の反射面５ａの輝度の均斉度をより高くでき、輝度
むらをより確実に抑制できる。
【００３８】
　図５中のθ１は、ランプ中心軸に対して垂直な平面における、発光ユニット４の第一発
光列４ｆから出射する光の１／２ビーム角である。図５中のθ２は、ランプ中心軸に対し
て垂直な平面における、発光ユニット４の第二発光列４ｇから出射する光の１／２ビーム
角である。１／２ビーム角とは、最大光度の１／２の光度になる光の開き角度である。本
実施の形態では、θ１＝θ２である。図５に示すように、本実施の形態では、反射面５ａ
は、第一発光列４ｆの１／２ビーム角θ１の範囲をカバーする。また、反射面５ａは、第
二発光列４ｇの１／２ビーム角θ２の範囲をカバーする。このように、本発明では、ラン
プ中心軸に対して垂直な平面において、反射面５ａが発光ユニット４の各発光列の１／２
ビーム角の範囲をカバーすることが望ましい。これにより、点灯時の反射面５ａの輝度の
均斉度をより高くでき、輝度むら及びグレアをより確実に抑制できるとともに、発光ユニ
ット４から照射された光の反射効率がさらに向上し、発光効率の高いランプ１Ａが得られ
る。例えば、前述した狭配光化部の光学特性及び反射面５ａの形状を調整することで、上
記の条件を満足することが可能となる。
【００３９】
　本実施の形態では、反射面５ａを連続する一つの凹面（凹曲面）としている。反射面５
ａの形状は、図示の形状に限定されない。反射面５ａは、平面でも良いし、凸面でも良い
。反射面は、複数の平面を凹状に組み合わせた面でも良い。また、反射面５ａは、複数の
凹面を組み合わせた面でも良い。例えば、発光ユニット４の第一発光列４ｆから出射する
光を主として反射させる第一凹面と、第二発光列４ｇから出射する光を主として反射させ
る第二凹面とが接続することで反射面５ａを形成しても良い。
【００４０】
　反射面５ａを、蛍光物質を含む蛍光面としても良い。例えば、反射面５ａを、黄色蛍光
物質を含む蛍光面とし、発光ユニット４のＬＥＤ光源４ｂとして青色ＬＥＤを使用しても
良い。この場合、反射面５ａで反射した光は、青色光と黄色光とが合成した白色光となり
、ランプ１Ａを離れた位置から観察したとき、白色を呈して見える。例えばシリコーン等
のバインダーを用いることで、蛍光物質を含む層を反射面５ａに設けることができる。
【００４１】
　本実施の形態では、複数の発光ユニット４及び反射面５ａが、ランプ中心軸から等距離
、かつ、ランプ中心軸の周りに、等角度間隔で配置されている。これにより、ランプ１Ａ
の周方向の輝度の均斉度をより高くでき、輝度むらをより確実に抑制できる。
【００４２】
　本実施の形態では、発光ユニット４の長手方向がランプ中心軸に対して平行になるよう
に配置されている。本発明は、このような構成に限定されるものではなく、発光ユニット
４の長手方向がランプ中心軸に対して傾斜していても良い。発光ユニット４の長手方向が
ランプ中心軸に対して傾斜する場合の傾斜角度は、例えば、３０°以下程度が好ましい。
また、本実施の形態では、発光ユニット４及び反射面５ａの数が３個の場合を説明したが
、本発明では、発光ユニット４及び反射面５ａの数が２個、または４個以上でも良い。
【００４３】
実施の形態２．
　次に、図６を参照して、本発明の実施の形態２について説明するが、上述した実施の形
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態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を簡略化ま
たは省略する。図６は、本発明の実施の形態２のランプを示す斜視図である。図６に示す
本実施の形態２のランプ１Ｂは、反射体５の構成が異なること以外は、実施の形態１のラ
ンプ１Ａと同様である。
【００４４】
　図６に示すように、本実施の形態のランプ１Ｂが備える反射体５は、中空部５ｂを有す
る。中空部５ｂは、複数の反射面５ａの裏側に位置する。中空部５ｂは、反射体５の内部
を、ランプ中心軸の方向に貫通する。中空部５ｂは、反射体５の先端面及び基端面に開口
部を有する。本実施の形態では、反射体５の中空部５ｂの一方の開口部から他方の開口部
へ空気が通過可能である。これにより、発光ユニット４から基端側支持体６及び先端側支
持体７を介して反射体５に伝わった熱を反射体５の表面から効率良く放熱させることがで
きる。その結果、発光ユニット４の温度をより低くできる。中空部５ｂが形成する反射体
５の内周面に、放熱を促進するフィン（図示省略）を形成しても良い。
【００４５】
実施の形態３．
　次に、図７を参照して、本発明の実施の形態３について説明するが、上述した実施の形
態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を簡略化ま
たは省略する。図７は、本発明の実施の形態３のランプを示す斜視図である。図７に示す
本実施の形態３のランプ１Ｃは、反射体５の構成が異なること以外は、実施の形態１のラ
ンプ１Ａと同様である。
【００４６】
　図７に示すように、本実施の形態のランプ１Ｃが備える反射体５は、複数の反射部材（
反射板）５ｃを組み合わせることで構成されている。一つの反射部材５ｃに一つの反射面
５ａが形成されている。各々の反射部材５ｃは、基端側支持体６及び先端側支持体７と固
定されている。隣り合う反射部材５ｃ同士は、固定されていても良いし、固定されていな
くても良い。本実施の形態では、比較的単純な形状の反射部材５ｃを複数組み合わせるこ
とで反射体５を構成できる。これにより、部品の製造が容易になり、部品コストを低減で
きる。
【００４７】
　また、本実施の形態における反射体５では、複数の反射部材５ｃで囲まれる空間が中空
部５ｂとなる。反射体５が中空部５ｂを備えることで、実施の形態２と同様の効果が得ら
れる。
【００４８】
実施の形態４．
　次に、図８から図１１を参照して、本発明の実施の形態４について説明するが、上述し
た実施の形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明
を簡略化または省略する。図８は、本発明の実施の形態４のランプを示す斜視図である。
図８に示す本実施の形態４のランプ１Ｄは、発光ユニット４の構成が異なること以外は、
実施の形態１のランプ１Ａと同様である。
【００４９】
　図９は、図８に示す本実施の形態４のランプ１Ｄの反射体５及び先端側支持体７の図示
を省略した斜視図である。図１０は、図８に示す本実施の形態４のランプ１Ｄが備える発
光ユニット４の斜視図である。図１０に示すように、本実施の形態における発光ユニット
４では、第一発光列４ｆを形成する光源基板４ｃ及び透光性カバー４ｄと、第二発光列４
ｇを形成する光源基板４ｃ及び透光性カバー４ｄとが別体になっている。各々の光源基板
４ｃには、複数のＬＥＤ光源４ｂが発光ユニット４の長手方向に沿って１列に配置されて
いる。各々の透光性カバー４ｄには、複数の凸レンズ部が発光ユニット４の長手方向に沿
って１列に形成されている。各々の凸レンズ部は、各々のＬＥＤ光源４ｂに対向する位置
の表面に形成されている。
【００５０】
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　ヒートシンク４ａは、第一発光列４ｆの光源基板４ｃ及び透光性カバー４ｄを取り付け
る第一取付面４ｈと、第二発光列４ｇの光源基板４ｃ及び透光性カバー４ｄを取り付ける
第二取付面４ｉとを備える。第一取付面４ｈと第二取付面４ｉとの間の角度は、９０°よ
り大きく１８０°より小さい角度である。第一取付面４ｈと第二取付面４ｉとは、山形の
斜面を形成する。
【００５１】
　図１１は、図８に示す本実施の形態４のランプ１Ｄの先端側支持体７の図示を省略し、
先端側から見た図である。図１１中のθ１は、ランプ中心軸に対して垂直な平面における
、発光ユニット４の第一発光列４ｆから出射する光の１／２ビーム角である。図１１中の
θ２は、ランプ中心軸に対して垂直な平面における、発光ユニット４の第二発光列４ｇか
ら出射する光の１／２ビーム角である。第一発光列４ｆから出射する光は、図１１中の方
向Ｗ１において最大光度となる。第二発光列４ｇから出射する光は、図１１中の方向Ｗ２
において最大光度となる。ランプ中心軸に対して垂直な平面において、発光ユニット４か
ら出射する光の光度分布は、方向Ｗ１及び方向Ｗ２の二つの方向にピークを有する。第一
発光列４ｆの１／２ビーム角θ１の範囲は、ランプ中心軸に平行な直線で仮想的に二等分
した、反射面５ａの半分の領域をおおむねカバーする。第二発光列４ｇの１／２ビーム角
θ２の範囲は、ランプ中心軸に平行な直線で仮想的に二等分した、反射面５ａのもう半分
の領域をおおむねカバーする。
【００５２】
　本実施の形態では、発光ユニット４から出射する光の光度分布が、ランプ中心軸に対し
て垂直な平面において、二つのピークを有することで、ランプ１Ｄの外周へより高効率に
反射光を発することができる。すなわち、仮想的に二等分した反射面５ａの半分の領域に
対しては主として第一発光列４ｆが光を照射し、反射面５ａのもう半分の領域に対しては
主として第二発光列４ｇが光を照射するようにしたことで、反射面５ａの全体をさらに効
率良く利用して反射光を発することができる。なお、本発明では、発光ユニット４から出
射する光の光度分布が、ランプ中心軸に対して垂直な平面において、三つ以上のピークを
有するようにしても良い。
【００５３】
実施の形態５．
　次に、図１２を参照して、本発明の実施の形態５について説明するが、上述した実施の
形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を簡略化
または省略する。図１２は、本発明の実施の形態５のランプを示す斜視図である。図１２
に示す本実施の形態５のランプ１Ｅは、先端発光部９をさらに備えること以外は、実施の
形態１のランプ１Ａと同様である。
【００５４】
　本実施の形態のランプ１Ｅが備える先端発光部９は、先端側支持体７上に設置されてい
る。先端発光部９は、発光面をランプ先端側に向けて配置されている。先端発光部９は、
ＬＥＤ光源９ａ（発光素子）と、光源基板９ｂと、透光性カバー９ｃとを備える。ＬＥＤ
光源９ａは、光源基板９ｂの表面側に実装されている。光源基板９ｂを介してＬＥＤ光源
９ａに給電される。本実施の形態では、ＬＥＤ光源９ａとして、１Ｗ～数Ｗ級の面実装型
小型ＬＥＤパッケージを複数用いているが、他の種類のＬＥＤを用いても良い。また、本
発明では、ＬＥＤ以外の発光素子（例えば、有機ＥＬ光源）を用いても良い。
【００５５】
　透光性カバー９ｃは、透光性及び防水防湿性を有する。透光性カバー９ｃは、光源基板
９ｂの全体を覆う形に成形されている。透光性カバー９ｃは、当該先端発光部９のすべて
のＬＥＤ光源９ａを一括して覆うように構成されている。透光性カバー９ｃの好ましい構
成材料は、透光性カバー４ｄと同様である。透光性カバー９ｃの取り付け部は、透光性カ
バー４ｄと同様にして、防水防湿性を有する構成とされる。
【００５６】
　ＬＥＤ光源９ａで発生した熱は、光源基板９ｂを介して先端側支持体７に熱伝導し、さ
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らに反射体５へ熱伝導する。これにより、ＬＥＤ光源９ａを低温にでき、ＬＥＤ光源９ａ
の高効率化及び長寿命化が図れる。先端発光部９は、ヒートシンク（図示省略）をさらに
備えても良い。また、ＬＥＤ光源９ａから伝わった熱を空気へ放熱させるフィンを先端側
支持体７に設けても良い。図示の構成では、ランプ先端側から見たときの先端発光部９の
概略形状は、円形であるが、例えば正多角形などの他の形状でもよい。
【００５７】
　先端発光部９への給電経路は、少なくとも一つの発光ユニット４を経由することが望ま
しい。少なくとも一つの発光ユニット４と、先端発光部９とを、給電線（図示省略）を介
して接続することで、当該発光ユニット４を介して先端発光部９へ給電できる。図示を省
略するが、少なくとも一つの発光ユニット４の光源基板４ｃに、当該光源基板４ｃのＬＥ
Ｄ光源４ｂに給電するための導電パターンと、先端発光部９へ給電するための導電パター
ンとを別々に設け、後者の導電パターンを上記給電線で光源基板９ｂに電気的に接続して
も良い。このようにすることで、発光ユニット４に給電する給電経路と、先端発光部９に
給電する給電経路とを電気的に独立にできるので、発光ユニット４のＬＥＤ光源４ｂと、
先端発光部９のＬＥＤ光源４ｂとで、電流及び電圧などの駆動条件並びに点灯状態を個別
に制御することが可能になる。
【００５８】
　本実施の形態によれば、実施の形態１と同様の効果に加えて、次の効果が得られる。先
端発光部９を設けたことで、ランプ外周方向だけでなく、ランプ先端方向を十分に照明で
きる。すなわち、全方位配光が可能となる。
【００５９】
実施の形態６．
　次に、図１３を参照して、本発明の実施の形態６について説明するが、上述した実施の
形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を簡略
化または省略する。図１３は、本発明の実施の形態６のランプを示す斜視図である。
【００６０】
　図１３に示す本実施の形態６のランプ１Ｆは、反射体５の外周を覆う透光性カバー１０
をさらに備えること以外は、実施の形態１のランプ１Ａと同様である。透光性カバー１０
は、透光性材料で形成された板状の部材である。透光性カバー１０は、隣り合う２個の発
光ユニット４の間に設置される。本実施の形態のランプ１Ｆは、発光ユニット４の数と同
じ数の透光性カバー１０を備える。本実施の形態の透光性カバー１０は、ランプ中心軸を
中心とする円柱面を呈するように湾曲している。複数の透光性カバー１０により円柱状の
外形が形成されることで、意匠性を良好にできる。複数の透光性カバー１０により形成さ
れる外形は、このような円柱状に限定されるものではなく、例えば多角形柱状でも良い。
【００６１】
　発光ユニット４の発光面は、透光性カバー１０で囲まれる内側の空間に面する。発光ユ
ニット４から反射面５ａに照射され、反射面５ａで反射した光は、透光性カバー１０を透
過してランプ１Ｆの外周側へ出射する。透光性カバー１０を設けたことで、発光ユニット
４の発光面及び反射体５の反射面５ａに汚れが付着することを抑制できる。発光ユニット
４のヒートシンク４ａは、透光性カバー１０の外側の空間に面する。このため、ヒートシ
ンク４ａでの空気の対流等が透光性カバー１０によって妨げられることがないので、放熱
性を良好にでき、発光ユニット４を低温にできる。
【００６２】
　透光性カバー１０は、光を拡散させる機能を有することが望ましい。図示を省略するが
、透光性カバー１０の内表面または外表面に、光を拡散させる微細構造（例えば、微細な
プリズム状のパターン、微細な三角柱状のストライプパターンなど）を設けることで、光
を屈折効果により拡散させる機能を透光性カバー１０に付与できる。あるいは、透光性カ
バー１０を、単純に、乳白色半透明の拡散カバーとしても良い。透光性カバー１０が光を
拡散させる機能を有することで、輝度むらをさらに小さくできる。
【００６３】
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　次に、図１４を参照して、本発明の実施の形態７について説明するが、上述した実施の
形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を簡略化
または省略する。図１４は、本発明の実施の形態７のランプを示す斜視図である。
【００６４】
　図１４に示す本実施の形態７のランプ１Ｇは、先端発光部９と、反射体５の外周を覆う
透光性カバー１０とをさらに備えること以外は、実施の形態１のランプ１Ａと同様である
。本実施の形態における先端発光部９は、実施の形態５で説明したものと同様である。本
実施の形態における透光性カバー１０は、実施の形態６で説明したものと同様である。本
実施の形態７によれば、実施の形態１と同様の効果に加えて、実施の形態５で説明した効
果と、実施の形態６で説明した効果が得られる。
【００６５】
実施の形態８．
　次に、図１５を参照して、本発明の実施の形態８について説明するが、上述した実施の
形態との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を簡略化
または省略する。図１５は、本発明の実施の形態８のランプを示す斜視図である。
【００６６】
　図１５に示す本実施の形態８のランプ１Ｈは、先端発光部９と、反射体５の外周を覆う
透光性カバー１０とをさらに備えること以外は、実施の形態１のランプ１Ａと同様である
。本実施の形態における透光性カバー１０は、実施の形態６で説明したものと同様である
。本実施の形態における先端発光部９は、実施の形態５の先端発光部９に比べて、透光性
カバー９ｃに代えて透光性カバー９ｄを備えること以外は同様である。
【００６７】
　本実施の形態における先端発光部９の透光性カバー９ｄは、ランプ１Ｈの先端面のほぼ
全体を覆う大きさを有する。透光性カバー９ｄの外縁部は、透光性カバー１０の先端の縁
に接合している。本実施の形態８によれば、透光性カバー９ｄを設けたことで、ランプ１
Ｈの先端面から、透光性カバー１０で囲まれる空間に塵埃が侵入することを防止できる。
このため、発光ユニット４の発光面及び反射体５の反射面５ａに汚れが付着することを、
実施の形態６に比べてさらに抑制できる。また、本実施の形態８によれば、実施の形態１
と同様の効果と、実施の形態６で説明した効果とが得られる。
【００６８】
　以上、本発明の実施の形態について説明したが、本発明では、上述した複数の実施の形
態の特徴を任意に組み合わせて実施することが可能である。
【符号の説明】
【００６９】
１Ａ，１Ｂ，１Ｃ，１Ｄ，１Ｅ，１Ｆ，１Ｇ，１Ｈ　ランプ、２　口金、３　口金装着部
、４　発光ユニット、４ａ　ヒートシンク、４ｂ　ＬＥＤ光源、４ｃ　光源基板、４ｄ，
４ｅ　透光性カバー、４ｆ　第一発光列、４ｇ　第二発光列、４ｈ　第一取付面、４ｉ　
第二取付面、５　反射体、５ａ　反射面、５ｂ　中空部、５ｃ　反射部材、６　基端側支
持体、７　先端側支持体、９　先端発光部、９ａ　ＬＥＤ光源、９ｂ　光源基板、９ｃ，
９ｄ　透光性カバー、１０　透光性カバー
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