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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光ダイオードを有する発光部と；
　この発光部に空気層を介して光学的に対向配置された入射主面、この入射主面の周縁か
ら空気層の周囲を囲むように設けられた入射側面、この入射側面に対向する外側部位に入
射側面から入射された光を反射する底部反射面および入射主面に入射された光と底部反射
面から反射された光とを出射部に導光する導光部を有し、出射部には導光部により導光さ
れた光を反射させて外部に出射させる反射部を形成した導光体と；
　発光部と導光体を被覆する球面を有する透光性の光源カバーを備え、少なくとも反射部
を、光源カバーの球面中心から発光部の反対側の光源カバーの頂端までの間隔を等分した
ときの中点よりも光源カバーの頂端側へ位置するように配設したことを特徴とする光源装
置。
【請求項２】
請求項１記載の光源装置と；
　口金を有するカバーと；
　光源カバーの開口端部と発光部を支持する一方、カバー内に収容されて固定される発光
部取付部と；
　カバー内に収容される発光部の点灯回路と；
を具備していることを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を有する光源装置およびこの光源装置を備
えた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、複数のＬＥＤから放出された光を導光体により所定位置まで導光するように構成
した光源装置の一例としては、複数のＬＥＤが実装された発光ダイオードユニットに円柱
形レンズを光学的に対向させて配設し、各ＬＥＤから円柱形レンズの入射面に入射された
光を、この円柱形レンズの内側面により全反射させつつ伝播させて、半球状のレンズ先端
の出射部まで導光し、この出射部の凹凸表面により拡散して周囲に出射する照明器具が知
られている（例えば特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００６－７９８４５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、このような従来の照明器具では、円柱形レンズにより光をランプ中心付
近で出射させたとしても、口金側に光を照射することが難しいため、一般照明用電球とは
配光が大きく異なるという課題がある。なお、一般照明用電球とは、ＪＩＳ　Ｃ　７５０
１に定義されているものをいう。
【０００４】
　本発明はこのような事情を考慮してなされたもので、一般照明用電球と同様に口金側に
も光を照射することができる光源装置および照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　請求項１に係る発明の光源装置は、発光ダイオードを有する発光部と；この発光部に空
気層を介して光学的に対向配置された入射主面、この入射主面の周縁から空気層の周囲を
囲むように設けられた入射側面、この入射側面に対向する外側部位に入射側面から入射さ
れた光を反射する底部反射面および入射主面に入射された光と底部反射面から反射された
光とを出射部に導光する導光部を有し、出射部には導光部により導光された光を反射させ
て外部に出射させる反射部を形成した導光体と；発光部と導光体を被覆する球面を有する
透光性の光源カバーを備え、少なくとも反射部を、光源カバーの球面中心から発光部の反
対側の光源カバーの頂端までの間隔を等分したときの中点よりも光源カバーの頂端側へ位
置するように配設したことを特徴とする。
【０００６】
　この発明および以下の各発明で、各発光ダイオード（ＬＥＤ）としてそれぞれが白色発
光するものを使用できる他、導光体の中で混合されて白色光となって出射部から出射され
るように赤、緑、青の光を発光する複数のＬＥＤを使用することもできる。
【０００７】
　また、導光体は、その内部が中空ではなく中実なものであって、透光性のガラスまたは
アクリル樹脂等の透光性合成樹脂により形成することができる。
【０００８】
　請求項２に係る発明の照明器具は、請求項１記載の光源装置と；口金を有するカバーと
；光源カバーの開口端部と発光部を支持する一方、カバー内に収容されて固定される発光
部取付部と；カバー内に収容される発光部の点灯回路と；を具備していることを特徴とす
る。
【０００９】
　この発明および以下の各発明で、透光性の光源カバーは透光性のグローブや拡散性のグ
ローブにより構成することができる。また、光源カバーは、その一部に球面を有すればよ
く、全体が中空球状であってもよい。
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【００１０】
　さらに、出射部は、その少なくとも一部である反射部を、光源カバーの中点よりも発光
部とは反対側の光源カバーの頂端側に位置するように配設すればよく、好ましくは出射部
全体が中点よりも光源カバーの頂端側へ位置するように設ける。
【発明の効果】
【００１２】
　請求項１に係る光源装置によれば、発光部とこの発光部に光学的に対向配置された透光
体の入射主面および入射側面との間には、導体体よりも屈折率の小さい空気層を介在させ
ているので、発光部からの発光が空気層から導光体の入射主面に入射される際に、導体体
の光軸側に向けて屈折される。このために、導体体の外周面側へ向けて屈折して外部へリ
ークする漏れ光を減少させることができる。このために、入射主面における入射効率を向
上させることができ、ひいては導光体の出射部から出射される光量を増加させ、明るさを
向上させることができる。
【００１３】
　また、入射側面によって、導光体の外周面から外部へ漏れる漏れ光を減少させることが
できる。さらに、底部反射面から外部へ漏れる漏れ光を減少させることができる。これに
より、入射側面へ入射される光の入射効率を向上させることができる。
【００１４】
　さらに、発光部から導光体内へ、その入射面から入射された光は、導光部により、光源
カバーの発光部とは反対側の光源カバー頂端側にある出射部の反射部へ導光される。この
ために、この反射部により反射された光の一部は、導光体の光軸に交差する方向、例えば
横方向へ出射される。
【００１５】
　さらに、この横方向へ出射された光は光源カバーの頂端側の球面により反射されて発光
部側へ投光される。したがって、この発光部側に口金を配設することにより、一般照明用
電球と同様に口金側にも投光することができる。このために、一般照明用電球とほぼ同様
の配光を得ることができる。
【００１６】
　請求項２に係る照明器具によれば、請求項１に係る光源装置を具備しているので、請求
項１に係る発明と同様に発光部から導光体の入射面に入射される光の入射効率を向上させ
、または、発光部側に口金を配設しているので、請求項２に係る発明と同様に口金側にも
投光することができる。これにより、一般照明用電球に近似した配光を得ることができる
。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下、本発明の実施形態を添付図面に基づいて説明する。なお、これら複数の添付図面
中、同一または相当部分には同一符号を付している。
【００１８】
　図１は本発明の一実施形態の全体を一部縦断面で示す一部切欠正面図、図２は図１で示
す発光部とその周辺の拡大図、図３は図１で示す導光体と光源カバーを拡大して示す拡大
図である。
【００１９】
　図１に示すように照明器具の一実施形態であるランプ１は、金属製の外郭部材であるカ
バー２、光源装置１１、この光源装置１１を被覆する光源カバー２１、点灯回路２５、口
金３１を具備している。
【００２０】
　カバー２は、後述する発光ダイオード（ＬＥＤ）が放出する熱を外部に放出するための
放熱部材としても機能するものであって、例えばアルミニウムの一体成形品からなる。こ
のカバー２は円筒状の周壁部３と、この周壁部３の軸方向一端（図１では上端）を閉じた
光源取付部４とを有している。これら周壁部３と光源取付部４は一体に形成され、これら
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に囲まれて形成された凹部５は周壁部３の軸方向他端（図１では下端）に開口されている
。周壁部３の外周は凹部５の開口端側に行くに従って漸次縮径されている。周壁部３と光
源取付部４とが一体に連続する部位にカバー取付溝２ａが形成されている。カバー取付溝
２ａは環状であって、光源取付部４の周部の外面に開放されている。
【００２１】
　光源装置１１は発光部１２と導光体１７とを備えている。発光部１２は、発光部基板１
３の所定領域、例えば中央部に複数（図１では図示の都合上、２個のみ図示する）のＬＥ
Ｄ１４，１４を実装して形成されていて、面状となっている。発光部基板１３は例えば金
属ベースの一面を覆った絶縁層上に導電パターンを形成したプリント基板などからなる。
各ＬＥＤ１４は、例えばＳＭＤ（ｓｕｒｆａｃｅ　Ｍｏｕｎｔ　Ｄｅｖｉｃｅ）型のもの
であって、青色ＬＥＤチップ１４ａがパッケージ基板１４ｂの表面に実装され、このＬＥ
Ｄチップ１４ａを黄色発光蛍光体が混入された透明樹脂モールド１４ｃによって被覆され
て構成されており、白色発光するものが用いられている。
【００２２】
　この発光部１２は、発光部基板１３の中央部を板厚方向に貫通して光源取付部４にねじ
込まれたねじ１５で、発光部１２の裏面をなす金属ベースを光源取付部４の外面に密接さ
せて取り付けられている。なお、金属ベースから光源取付部４への熱伝導をより良好とす
るため、これらの間にシリコンやグリース等の伝熱要素を充填して伝熱層を設けてもよい
。発光部１２は、パッケージ基板１４ｂの表面に直交する方向（図２における上方）に主
に光を出力するが、基板１４ｂの表面に沿った方向（水平方向）にも光を出力する。
【００２３】
　導光体１７は、透光性材料、例えば透明アクリル樹脂製によりほぼ中実円柱状に形成さ
れ、その軸方向一端（図１では下端）部に、断面形状が下向きコ字状の入射主面１８を形
成し、その他端部に出射部１９を形成し、これら両者を一体に連成する中間部には、ほぼ
直胴状の導光部１６を形成している。
【００２４】
　図２にも示すように、導光体１７のコ字状入射主面１８は、発光部基板１３の複数のＬ
ＥＤ１４が配置された領域と略同形の所定深さの凹部により形成され、入射主面１８の底
面積は前記領域と略同じ大きさである。
【００２５】
　そして、入射主面１８は各ＬＥＤ１４，１４と空気層１８ａを介して光学的に対向配置
される。この入射主面１８の周囲から空気層１８ａ側には、円周面状の入射側面１８ｂが
空気層１８ａを囲むように形成されている。この入射側面１８ｂに対向する導光体１７の
下端部外周面には、図２中上方に向けて漸次拡径する底部反射面１８ｃが形成されている
。
【００２６】
　図１に示すように導光体１７の出射部１９は直胴状の導光部１６よりも漸次拡径するよ
うに膨出する膨出部に形成され、その図１中上端内面には、ほぼ平坦の反射面２０が形成
される。反射面２０は、出射部１９の図１中上端外面への反射材の塗布や鏡面シートの貼
着等により形成され、入射主面１８の底面部とほぼ平行をなす。この反射面２０は入射光
のほぼ全量を入射主面１８側へ全反射させる全反射面、または、その一部を透過させる反
射面に形成される。
【００２７】
　そして、このように構成された光源装置１１は、中空球状の光源カバー２１内に収容さ
れて被覆される。光源装置１１の一部である導光体１７の出射部１９は光源カバー２１内
の図１中上端部側に配設される。すなわち、ほぼ中空球状の光源カバー２１の中心Ｏを図
１中水平方向に通る中心水平線Ｏａと、光源カバー２１の中心Ｏを図１中垂直方向に通っ
て導光体１７の光軸と一致する中心垂直線Ｏｂに直交する光源カバー２１の頂端部２１ｂ
と、の間をほぼ２等分する中点を水平方向に通る中点水平線Ｏｃよりも上方、すなわち光
源カバー２１の頂端部２１ｂ側に、出射部１９の一部である反射面２０が位置するように
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形成される。但し、この出射部１９全体が中点水平線Ｏｃよりも図１中上方側へ位置する
ように形成する方が好ましい。
【００２８】
　光源カバー２１は、例えば全体が透明ガラス等の透光性材料により略球状ないし半球状
に形成されて少なくとも一部に球面を有する。光源カバー２１は、その開口縁部２１ａを
カバー取付溝２ａに嵌合し、その嵌合状態を接着剤２２により保持してカバー２に装着さ
れている。なお、図１中の中心水平線Ｏａまたは中点水平線Ｏｃを基準に図１中上側の閉
じられたカバー部位のみを透明とし、同下側の開口されたカバー部位は、フロスティング
加工を施してすりガラス状とすることも、あるいは内面に反射膜を設けてリフレクタとし
て機能するように構成してもよい。また、光源カバー２１は光源装置１１の一部として構
成されてもよい。
【００２９】
　光源装置１１の各ＬＥＤ１４を点灯させる点灯回路２５はカバー２の凹部５内に収容さ
れている。この点灯回路２５は、回路基板２６に各種の回路部品２７を取り付けてユニッ
ト化されている。この点灯回路２５と光源装置１１とは光源取付部４を貫通する図示しな
い絶縁被覆電線を介して電気的に接続されている。なお、図１中符号２８は、カバー２と
点灯回路２５との間を電気的に絶縁するために、凹部５の内面に沿うように設けられたカ
ップ状の絶縁部材である。
【００３０】
　点灯回路２５に電源を供給するための口金３１は、図示しない給電ソケットに着脱可能
にねじ結合される口金本体３２とこれに固定された連結部材３３とを有している。電気絶
縁材製の連結部材３３はカバー２の凹部５の開口側の端部に連結されている。口金本体３
２の内面には、点灯回路２５に電気的に接続された図示しない被覆電線が接続されている
。
【００３１】
　次に、このランプ１の作用を説明する。
【００３２】
　まず、口金３１を図示しない給電ソケットに嵌合させた状態で図示しない点灯スイッチ
をオンさせる等により点灯回路２５を通電すると、各ＬＥＤ１４が発光する。
【００３３】
　図２中、矢印で示すように、この発光は、空気層１８ａを通って下向きコ字状の入射主
面１８へ入射する。この入射主面１８は空気層１８ａよりも屈折率の大きいガラスやアク
リル製の導光体１７により形成されているので、各ＬＥＤ１４からの発光の多くは入射主
面１８へ入射されると、導光体１７の光軸Ｏｂ側へ向くようにそれぞれ屈折される。
【００３４】
　このために、入射主面１８で導光体１７の側周面側へ屈折されて、この側周面の外面か
ら外部へ漏れる漏れ光を減少させることができる。
【００３５】
　一方、ＬＥＤ１４の出力光は一部水平方向に出力されるが、この光は入射主面１８ｂに
入射され、底部反射面１８ｃによって全反射されて導光体１７の光軸Ｏｂ側に向けて屈折
する。
【００３６】
　このように、入射側面１８ｂの周辺部によって、導光体１７の外周面から外部へ漏れる
漏れ光を減少させることができる。これにより、入射主面１８へ入射される光の入射効率
を向上させることができる。
【００３７】
　こうして入射主面１８および入射側面１８ｂから導光体１７内へ入射された光は、ほぼ
直胴状の導光部１６の側周面内面で全反射を繰り返して出射部１９の反射面２０へ導光さ
れ、反射面２０で反射される。
【００３８】
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　この反射面２０は中点水平線Ｏｃよりも図中上方側、すなわち、光源カバー２１の頂端
部２１ｂ側にあるので、図３にも示すように反射面２０の内面で反射された光の一部は出
射部１９で横方向へ出射されると、光源カバー２１の頂端部２１ｂの球状内面に放射され
、この球状内面で再び反射されて図３中下方側、すなわち、口金３１側へ放射される。ま
た、光源カバー２１の中心Ｏ付近を通る光のうち、光源カバー２１の上部内面へ放射され
た光は、ここの球状内面で反射されて、口金３１側へ放射される。すなわち、導光体１７
の出射部１９が光源カバー２１の図３中上部に位置するほど、出射部１９から直接口金３
１側へ出射させる角度範囲を拡大させることができると共に、出射部１９から横方向に出
射された光が光源カバー２１の内面で反射されて口金３１側へ放射される光量を増大させ
ることができる。このために、一般照明用電球と同様に口金３１側の配光も得ることがで
きる。
【００３９】
　なお、上記実施形態では、導光体出射部１９の一部が中点水平線Ｏｃよりも上方、すな
わち、光源カバー２１の頂端部２１ａ側へ位置するように構成したが、出射部１９の全体
が中点水平線Ｏｃよりも上方の光源カバー頂端部２１ｂ側へ位置するように構成してもよ
い。
【００４０】
　これによれば、出射部１９から口金３１側へ直接出射させる角度範囲をさらに拡大させ
て口金３１側へ放射される光量をさらに増加させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の一実施形態に係るランプの全体構成を一部縦断面で示す正面図。
【図２】図１で示す導光体の入射面とＬＥＤの周辺部を拡大して示す一部拡大図。
【図３】図１で示す光源カバー内の光の反射経路等を示す一部拡大図。
【符号の説明】
【００４２】
　１…ランプ、２…カバー、３…周壁部、４…光源取付部、５…凹部、１１…光源装置、
１２…発光部、１３…発光部基板、１４…ＬＥＤ、１５…ねじ、１６…導光部、１７…導
光体、１８…入射主面、１８ａ…空気層、１８ｂ…入射側面、１８ｃ…底部反射面、１９
…出射部、２０…反射面、２１…光源カバー、２１ｂ…光源カバーの頂端部、２５…点灯
回路、３１…口金。
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