
JP 4674269 B1 2011.4.20

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照射開口が形成された傘部を備える灯具のソケット部に接続される電球形ＬＥＤランプ
であって、
　ＬＥＤ素子を備える光源部と、
　前記光源部を保持するとともに前記光源部に電気的に接続された口金を備えるホルダ部
と、
　前記光源部に接続されて前記光源部において発生した熱が伝導されるとともに前記ホル
ダ部に対して移動自在に設けられた放熱部と、
　前記放熱部に対して、前記灯具の前記傘部の内面に接触させる方向の弾発力を付勢する
押付け手段と、を有する電球形ＬＥＤランプ。
【請求項２】
　前記放熱部が、前記光源部を超えて照射開口に向かって伸びるプレート状放熱板を含ん
でいる、請求項１に記載の電球形ＬＥＤランプ。
【請求項３】
　前記放熱部が、前記光源部よりも前記ホルダ部の側に配置されるプレート状放熱板を含
んでいる、請求項１または請求項２に記載の電球形ＬＥＤランプ。
【請求項４】
　前記ホルダ部が、前記ソケット部を構成するケーシングの端面に当接する端面を有する
、請求項１～３のいずれか１つに記載の電球形ＬＥＤランプ。
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【請求項５】
　照射開口が形成された傘部とソケット部とを備える灯具、および前記ソケット部に接続
される請求項１～４のいずれか１つに記載の電球形ＬＥＤランプを有する照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電球形ＬＥＤランプ、および照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明器具において省エネルギーを図る対策として、電球に代替使用可能な電球形ＬＥＤ
ランプが種々提案されている。電球形ＬＥＤランプは、ＬＥＤ素子を備える光源部を備え
ている。特許文献１には、ＬＥＤ素子において発生する熱を放熱するためのファンを設け
た電球形ＬＥＤランプが記載されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－２６５８９２
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　特許文献１のように、ファンによって放熱するタイプの電球形ＬＥＤランプでは構造が
複雑であり、製造コストも高くなってしまう。
【０００５】
　本発明は、灯具が備える傘部を利用して放熱性を高めることに着目してなされたもので
あり、簡単な構造で放熱性を高めた電球形ＬＥＤランプ、およびその電球形ＬＥＤランプ
を用いた照明器具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】
【０００６】
　上記目的を達成するための本発明の電球形ＬＥＤランプは、照射開口が形成された傘部
を備える灯具のソケット部に接続される電球形ＬＥＤランプであって、
　ＬＥＤ素子を備える光源部と、
　前記光源部を保持するとともに前記光源部に電気的に接続された口金を備えるホルダ部
と、
　前記光源部に接続されて前記光源部において発生した熱が伝導されるとともに前記ホル
ダ部に対して移動自在に設けられた放熱部と、
　前記放熱部に対して、前記灯具の前記傘部の内面に接触させる方向の弾発力を付勢する
押付け手段と、を有している。
【０００７】
　また、上記目的を達成するための本発明の照明器具は、照射開口が形成された傘部とソ
ケット部とを備える灯具、および前記ソケット部に接続される上記の電球形ＬＥＤランプ
を有する照明器具である。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明の電球形ＬＥＤランプ、および照明器具によれば、光源部に接続された放熱部は
、ホルダ部に対して移動自在に設けられており、押付け手段から弾発力が付勢された状態
で、灯具の傘部の内面に接触している。したがって、光源部において発生した熱は、放熱
部を介して傘部にまで伝導され、この傘部から放熱される。このように灯具が備える傘部
を利用して放熱性を高めることができるので、簡単な構造で放熱性を高めた電球形ＬＥＤ
ランプ、およびその電球形ＬＥＤランプを用いた照明器具を提供することが可能となる。
【図面の簡単な説明】
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【０００９】
【図１】灯具と電球形ＬＥＤランプとを有する照明器具としての第１の実施形態に係る投
光器を一部断面において示す図である。
【図２】第１の実施形態に係る電球形ＬＥＤランプを、押付け手段が付勢する弾発力に抗
して放熱部を図中上方に移動させた状態において示す正面図である。
【図３】図１に示される電球形ＬＥＤランプを、押付け手段が付勢する弾発力によって放
熱部を図中下方に移動させた状態において示す正面図である。
【図４】図４（Ａ）は、電球形ＬＥＤランプを示す上面図、図４（Ｂ）は、放熱部を一部
取り除いた状態において光源部を示す図である。
【図５】押付け手段が付勢する弾発力に抗して放熱部を初期位置に保持したり、初期位置
への保持を解除したりする切り替え機構を示す斜視図である。
【図６】灯具と電球形ＬＥＤランプとを有する照明器具としての第２の実施形態に係る投
光器を一部断面において示す図である。
【図７】第２の実施形態に係る電球形ＬＥＤランプを、放熱部がホルダ部に対して図中下
方に伸張された状態において示す正面図である。
【図８】ホルダ部の改変例を示す正面図である。
【図９】灯具と電球形ＬＥＤランプとを有する照明器具としての第３の実施形態に係る街
路灯を一部断面において示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、添付した図面を参照しながら、本発明の実施形態を説明する。なお、図面の説明
において同一の要素には同一の符号を付し、重複する説明を省略する。図面の寸法比率は
、説明の都合上誇張されており、実際の比率とは異なる。
【００１１】
　（第１の実施形態）
　図１を参照して、照明器具としての投光器１０は、灯具２０と、電球形ＬＥＤランプ３
０とを有している。灯具２０は、照射開口２１が形成された傘部２２と、ソケット部２３
とを有している。灯具２０は、アルミニウムなどの金属材料から形成され、傘部２２は反
射板として機能している。ソケット部２３に接続される電球形ＬＥＤランプ３０は、投光
器１０に元々接続されていた電球型ハロゲン球に代替して使用可能となっている。
【００１２】
　図２～図５をも参照して、電球形ＬＥＤランプ３０は、概説すれば、ＬＥＤ素子４１を
備える光源部４０と、光源部４０を保持するとともに光源部４０に電気的に接続された口
金５３を備えるホルダ部５０と、光源部４０に接続されて光源部４０において発生した熱
が伝導されるとともにホルダ部５０に対して移動自在に設けられた放熱部６０と、放熱部
６０に対して灯具２０の傘部２２の内面２２ａに接触させる方向の弾発力を付勢する押付
け手段７０と、を有している。以下、詳述する。
【００１３】
　光源部４０は、図４（Ａ）（Ｂ）を参照して、ＬＥＤ素子４１を配列したＬＥＤ素子ユ
ニット４２と、ＬＥＤ素子ユニット４２を表面に実装する基板４３と、基板４３を表面に
取り付ける取付ブロック４４と、ＬＥＤ素子ユニット４２を覆うように取付ブロック４４
に固定されたレンズユニット４５と、を有している。ＬＥＤ素子４１は、例えば白色ＬＥ
Ｄであり、高輝度のパワーＬＥＤを用いている。ＬＥＤ素子ユニット４２には、複数個の
ＬＥＤ素子４１が配列されている。取付ブロック４４は、銅やアルミニウムなどの良熱伝
導性の金属材料から形成され、ＬＥＤ素子ユニット４２において発生した熱が基板４３を
介して伝導される。レンズユニット４５は、半球形状を有し、透明なアクリル樹脂から形
成されている。レンズユニット４５が透明であるので、図４（Ａ）では、ＬＥＤ素子４１
、ＬＥＤ素子ユニット４２、および基板４３を実線を用いて表している。
【００１４】
　ホルダ部５０は、入れ子式に形成された第１と第２のホルダ５１、５２から構成されて
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いる。第１ホルダ５１は、中空の円筒形状を有し、光源部４０の取付ブロック４４の裏面
に接続されている。第２ホルダ５２は、開口部と底部とを備える中空円筒形状を有してい
る。第２ホルダ５２の底部に口金５３が設けられている。第２ホルダ５２の開口部の内径
寸法は、第１ホルダ５１の外径寸法よりも大きい。第１ホルダ５１は、第２ホルダ５２に
対して、第２ホルダ５２内において軸方向に摺動自在となっている。ホルダ部５０は、第
１ホルダ５１が第２ホルダ５２内において軸方向に移動することによって、光源部４０を
軸方向に移動自在に保持している。
【００１５】
　放熱部６０は、本実施形態にあっては、光源部４０を超えて照射開口２１に向かって伸
びるプレート状放熱板６１を含んでいる。プレート状放熱板６１は、光源部４０の取付ブ
ロック４４に取り付けられ、ＬＥＤ素子ユニット４２において発生した熱が伝導される。
複数枚のプレート状放熱板６１は、取付ブロック４４の周方向に沿って間隔を隔てて取り
付けられ、放射状に伸びている（図４（Ａ）を参照）。プレート状放熱板６１のそれぞれ
は、ＬＥＤ素子ユニット４２を中心にして照射開口２１に向けて拡がって伸びる翼形状を
有している。プレート状放熱板６１の外周縁の形状は、特に限定されないが、投光器１０
における傘部２２の内面形状は一般的に円弧形状を有しているので、プレート状放熱板６
１の外周縁の形状も円弧形状に形成してある。但し、プレート状放熱板６１の外周縁形状
における曲率と、傘部２２の内面形状における曲率とが一致している必要はない。プレー
ト状放熱板６１の外周縁におけるいずれかの部位が、傘部２２の内面２２ａと接触し得る
形状であれば熱を伝導できるからである。また、プレート状放熱板６１の外周縁と傘部２
２の内面２２ａとの間に、良熱伝導性のオイルなどのコーティング剤を塗布することによ
って、プレート状放熱板６１と傘部２２とをより良好に接触させることができるからであ
る。プレート状放熱板６１の形成材料は、特に限定されないが、光源部４０において発生
した熱を伝導し易いように、銅やアルミニウムなどの良熱伝導性の金属材料から形成する
ことが好ましい。ホルダ部５０は、光源部４０を軸方向に移動自在に保持している。これ
によって、光源部４０に接続されたプレート状放熱板６１は、ホルダ部５０に対して移動
自在に設けられた状態となっている。
【００１６】
　白色ＬＥＤを用いた照明の場合、その光束内に板材が存在していても、その板材が光に
よって加熱されることはほとんどない。したがって、プレート状放熱板６１は光源部４０
を超えて照射開口２１に向かって伸びているが、光によって加熱されることがほとんどな
く、十分な放熱効果を得ることができる。
【００１７】
　しかも、高輝度のパワーＬＥＤを用いているので、点灯時にはプレート状放熱板６１を
視認することができず、意匠上も何ら支障が生じない。
【００１８】
　図２および図３を参照して、押付け手段７０は、図示例では引っ張りコイルバネ７１か
ら構成してある。引っ張りコイルバネ７１の一端は第１ホルダ５１内の上部支持板７２に
取り付けられ、他端は第２ホルダ５２内の下部支持板７３に取り付けられている。引っ張
りコイルバネ７１の弾発力は、第１ホルダ５１を第２ホルダ５２内に引き込むように作用
する。したがって、電球形ＬＥＤランプ３０を灯具２０のソケット部２３に接続した状態
においては、引っ張りコイルバネ７１は、プレート状放熱板６１に対して灯具２０の傘部
２２の内面２２ａに接触させる方向の弾発力を付勢している。
【００１９】
　図２には、引っ張りコイルバネ７１が付勢する弾発力に抗してプレート状放熱板６１を
図中上方に移動させた状態が示され、図３には、引っ張りコイルバネ７１が付勢する弾発
力によってプレート状放熱板６１を図中下方に移動させた状態が示されている。電球形Ｌ
ＥＤランプ３０を灯具２０のソケット部２３に接続した状態（図１を参照）においては、
プレート状放熱板６１は、最も伸張した状態（図２を参照）と、最も収縮した位置（図３
を参照）との間の任意の位置において、引っ張りコイルバネ７１の弾発力が付勢された状
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態で傘部２２の内面２２ａに接触する。したがって、傘部２２の形状が異なる灯具２０に
対して、同一の電球形ＬＥＤランプ３０を適用することが可能となる。
【００２０】
　図５を参照して、ホルダ部５０には、引っ張りコイルバネ７１が付勢する弾発力に抗し
てプレート状放熱板６１を初期位置に保持したり、初期位置への保持を解除したりする切
り替え機構８０が設けられている。なお、簡略化のために、図５にはプレート状放熱板６
１等の図示を省略してある。
【００２１】
　切り替え機構８０は、第２ホルダ５２に軸方向に沿って貫通して設けられた第１と第２
の孔８１、８２と、第１の孔８１と第２の孔８２とをつなぐ連通孔８３と、第１ホルダ５
１に径方向に突出して取り付けられたピン部材８４と、を有している。第１の孔８１は、
第２の孔８２よりも短い。連通孔８３は、第２ホルダ５２の開口部側の位置において、第
１の孔８１と第２の孔８２とをつないでいる。これらの孔８１、８２、８３の中を摺動自
在に、ピン部材８４が嵌まり込んでいる。切り替え機構８０は、ピン部材８４が第１の孔
８１の端部８１ａに係止することによって、引っ張りコイルバネ７１が付勢する弾発力に
抗して放熱部６０の位置を初期位置に保持している。
【００２２】
　この状態から光源部４０を矢印Ａ１の方向に引っ張り、第１ホルダ５１のピン部材８４
を第１の孔８１の端部８１ａから引き上げる。次いで、光源部４０を矢印Ａ２の方向に回
転させ、ピン部材８４を第１の孔８１から連通孔８３を通して第２の孔８２に位置させる
。そして、光源部４０の引っ張り状態を緩めると、ピン部材８４が第２の孔８２内を移動
し、切り替え機構８０は、プレート状放熱板６１の初期位置への保持を解除する。プレー
ト状放熱板６１は、引っ張りコイルバネ７１が付勢する弾発力によって矢印Ａ３の方向に
移動する。
【００２３】
　図１および図２を参照して、ホルダ部５０は、ソケット部２３を構成するケーシング２
４（がいし）の端面２４ａに当接する端面５２ａを有している。
【００２４】
　一般的な電球では、口金の部分がソケット部に接続されるだけであり、口金に連続する
部位は、ソケット部を構成するケーシング（がいし）の端面に当接することがない。この
ため、揺れや振動によって電球に作用した応力は、口金とソケット部とのねじ込み部分の
みに作用する。このため、ねじ込み部分が緩み易いという不具合がある。
【００２５】
　これに対して、本実施形態では、ホルダ部５０の端面５２ａが、ソケット部２３を構成
するケーシング２４の端面２４ａに当接することから、電球形ＬＥＤランプ３０に作用す
る応力は、口金５３とソケット部２３とのねじ込み部分のみならず、端面５２ａ、２４ａ
同士が接触する部位にも作用する。このため、比較的大きな応力が作用しても、ねじ込み
部分が緩み難くなり、投光器１０を長期間にわたって安定して使用することが可能となる
。なお、Ｏリングを介して端面５２ａ、２４ａ同士を当接させることも本発明の範囲に含
まれる。
【００２６】
　本実施形態の作用を説明する。
【００２７】
　切り替え機構８０は、図５に示すように、ピン部材８４が第１の孔８１の端部８１ａに
係止することによって、引っ張りコイルバネ７１が付勢する弾発力に抗してプレート状放
熱板６１の位置を初期位置に保持している。
【００２８】
　電球形ＬＥＤランプ３０の口金５３を、灯具２０のソケット部２３にねじ込んで接続す
る。電球形ＬＥＤランプ３０を灯具２０に接続したときには、初期位置に保持されている
プレート状放熱板６１は、傘部２２の内面２２ａから離れている。プレート状放熱板６１
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の外周縁と傘部２２の内面２２ａとの間に、良熱伝導性のオイルなどのコーティング剤を
塗布する。
【００２９】
　この状態から光源部４０を図５の矢印Ａ１の方向に引っ張り、第１ホルダ５１のピン部
材８４を第１の孔８１の端部８１ａから引き上げ、光源部４０を矢印Ａ２の方向に回転さ
せ、光源部４０の引っ張り状態を緩める。プレート状放熱板６１は、引っ張りコイルバネ
７１が付勢する弾発力によって矢印Ａ３の方向に移動する。
【００３０】
　これにより、図１に示すように、プレート状放熱板６１は、最も伸張した状態（図２を
参照）と、最も収縮した位置（図３を参照）との間の位置において、引っ張りコイルバネ
７１の弾発力が付勢された状態で傘部２２の内面２２ａに接触する。
【００３１】
　投光器１０を点灯すると、ＬＥＤ素子４１において発生した熱は、取付ブロック４４に
伝導され、さらに、取付ブロック４４に取り付けられたプレート状放熱板６１に伝導され
る。プレート状放熱板６１に伝導された熱は、放熱板６１自体から放熱されるとともに、
傘部２２にまで伝導されてこの傘部２２から放熱される。プレート状放熱板６１のみなら
ず、比較的広い面積を有する傘部２２からも放熱することから、投光器１０の放熱性が高
まる。
【００３２】
　以上説明したように、第１の実施形態では、光源部４０に接続されたプレート状放熱板
６１は、ホルダ部５０に対して移動自在に設けられており、引っ張りコイルバネ７１から
弾発力が付勢された状態で、灯具２０の傘部２２の内面２２ａに接触している。したがっ
て、光源部４０において発生した熱は、プレート状放熱板６１を介して傘部２２にまで伝
導され、この傘部２２から放熱される。このように灯具２０が備える傘部２２を利用して
放熱性を高めることができるので、簡単な構造で放熱性を高めた電球形ＬＥＤランプ３０
、およびその電球形ＬＥＤランプ３０を用いた投光器１０を提供することが可能となる。
また、ファンによって放熱するタイプの電球形ＬＥＤランプに比べて、製造コストを抑え
ることができる。さらに、プレート状放熱板６１は、引っ張りコイルバネ７１の弾発力が
付勢された状態で傘部２２の内面２２ａに接触することから、傘部２２の形状が異なる灯
具２０に対しても、同一の電球形ＬＥＤランプ３０を適用することが可能となる。
【００３３】
　また、プレート状放熱板６１は光源部４０を超えて照射開口２１に向かって伸びている
が、光によって加熱されることがほとんどなく、比較的大きな放熱面積を確保して十分な
放熱効果を得ることができる。しかも、高輝度のパワーＬＥＤを用いているので、点灯時
にはプレート状放熱板６１を視認することができず、意匠上も何ら支障が生じない。
【００３４】
　また、ホルダ部５０が、ソケット部２３を構成するケーシング２４の端面２４ａに当接
する端面５２ａを有しているので、電球形ＬＥＤランプ３０に作用する応力は、口金５３
とソケット部２３とのねじ込み部分のみならず、端面５２ａ、２４ａ同士が接触する部位
にも作用する。このため、比較的大きな応力が作用しても、ねじ込み部分が緩み難くなり
、投光器１０を長期間にわたって安定して使用することが可能となる。
【００３５】
　（第２の実施形態）
　第２の実施形態は、放熱部１６０の構成などを改変したしたものである。図１～図５と
同じ部材には同一の符号をし、その説明は一部省略する。
【００３６】
　図６および図７を参照して、第２の実施形態の電球形ＬＥＤランプ１３０は、第１の実
施形態の電球形ＬＥＤランプ３０と同様に、ＬＥＤ素子４１を備える光源部４０と、光源
部４０を保持するとともに光源部４０に電気的に接続された口金５３を備えるホルダ部１
５０と、光源部４０に接続されて光源部４０において発生した熱が伝導されるとともにホ
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ルダ部１５０に対して移動自在に設けられた放熱部１６０と、放熱部１６０に対して灯具
２０の傘部２２の内面２２ａに接触させる方向の弾発力を付勢する押付け手段１７０と、
を有している。
【００３７】
　ホルダ部１５０は、伸縮せず、一つのホルダ１５１が光源部４０の取付ブロック４４の
裏面に接続されている。ホルダ１５１の底部に口金５３が設けられている。
【００３８】
　放熱部１６０は、本実施形態にあっては、光源部４０よりもホルダ部１５０の側に配置
されるプレート状放熱板１６１を含んでいる。プレート状放熱板１６１は、ホルダ１５１
に挿通されるリング形状を有している。プレート状放熱板１６１の中心孔は、ホルダ１５
１の外径よりも若干大きく形成し、プレート状放熱板１６１がホルダ１５１に沿って移動
することが阻害されないようにしている。プレート状放熱板１６１の外周縁の形状は、特
に限定されないが、投光器１０における傘部２２の根元に位置する首部２５に接触し易い
ように、傾斜面に形成してある。プレート状放熱板１６１の外周縁と傘部２２の内面２２
ａとの間には、良熱伝導性のオイルなどのコーティング剤が塗布される。プレート状放熱
板１６１の形成材料は、特に限定されないが、光源部４０において発生した熱を伝導し易
いように、銅やアルミニウムなどの良熱伝導性の金属材料から形成することが好ましい。
プレート状放熱板１６１は、押付け手段１７０を構成するコイルバネ１７１を介して、光
源部４０の取付ブロック４４に取り付けられ、垂下している。プレート状放熱板１６１は
、コイルバネ１７１の伸縮によってホルダ部１５０に対して移動自在に設けられた状態と
なっている。
【００３９】
　押付け手段１７０は、コイルバネ１７１から構成してある。コイルバネ１７１の一端を
、取付ブロック４４の裏面に取り付け、他端は、プレート状放熱板１６１に取り付けられ
ている。プレート状放熱板１６１が取付ブロック４４の側に移動すると、コイルバネ１７
１が圧縮されて弾発力が生成される。電球形ＬＥＤランプ１３０を灯具２０のソケット部
２３に接続した状態においては、プレート状放熱板１６１が傘部２２の首部２５に接触し
て取付ブロック４４の側に移動する。したがって、コイルバネ１７１は、プレート状放熱
板１６１に対して灯具２０の傘部２２の内面２２ａに接触させる方向の弾発力を付勢して
いる。コイルバネ１７１の形成材料は、特に限定されないが、光源部４０において発生し
た熱をプレート状放熱板１６１に伝導し易いように、銅やアルミニウムなどの良熱伝導性
の金属材料から形成することが好ましい。
【００４０】
　第２の実施形態では、光源部４０に接続されて光源部４０において発生した熱が伝導さ
れる他の放熱部としての第２のプレート状放熱板１６２を有している。この第２のプレー
ト状放熱板１６２は、第１の実施形態におけるプレート状放熱板６１と同じ翼形状を有し
ている。但し、ホルダ部１５０に対して移動自在に設けられていない点において、第１の
実施形態におけるプレート状放熱板６１とは異なっている。第２のプレート状放熱板１６
２は、傘部２２の内面２２ａに接触していなくても、第２のプレート状放熱板１６２に伝
導された熱を、放熱板１６２自体から放熱することができる。図示例では、電球形ＬＥＤ
ランプ１３０を灯具２０のソケット部２３に接続した状態において、傘部２２の内面２２
ａに接触し得るように第２のプレート状放熱板１６２の寸法を調整してある。
【００４１】
　本実施形態の作用を説明する。
【００４２】
　電球形ＬＥＤランプ１３０の口金５３を、灯具２０のソケット部２３にねじ込んで接続
する。電球形ＬＥＤランプ１３０を灯具２０のソケット部２３に接続した状態においては
、プレート状放熱板１６１は、傘部２２の首部２５に接触して取付ブロック４４の側に移
動する。プレート状放熱板１６１は、コイルバネ１７１の弾発力が付勢された状態で傘部
２２の内面２２ａに接触する。
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【００４３】
　投光器１０を点灯すると、ＬＥＤ素子４１において発生した熱は、取付ブロック４４に
伝導され、さらに、取付ブロック４４にコイルバネ１７１を介して取り付けられたプレー
ト状放熱板１６１に伝導される。プレート状放熱板１６１に伝導された熱は、首部２５か
ら傘部２２に伝導されてこの傘部２２から放熱される。プレート状放熱板１６１のみなら
ず、比較的広い面積を有する傘部２２からも放熱することから、投光器１０の放熱性が高
まる。また、第２のプレート状放熱板１６２に伝導された熱は、放熱板１６２自体から放
熱されるとともに、傘部２２にまで伝導されてこの傘部２２から放熱される。
【００４４】
　以上説明したように、第２の実施形態によっても、光源部４０に接続されたプレート状
放熱板１６１は、ホルダ部１５０に対して移動自在に設けられており、押付け手段１７０
から弾発力が付勢された状態で、灯具２０の傘部２２の内面２２ａに接触している。した
がって、光源部４０において発生した熱は、プレート状放熱板１６１を介して傘部２２に
まで伝導され、この傘部２２から放熱される。また、第２のプレート状放熱板１６２に伝
導された熱は、放熱板１６２自体から放熱されるとともに、傘部２２にまで伝導されてこ
の傘部２２から放熱される。このように灯具２０が備える傘部２２を利用して放熱性を高
めることができるので、簡単な構造で放熱性を高めた電球形ＬＥＤランプ１３０、および
その電球形ＬＥＤランプ１３０を用いた投光器１０を提供することが可能となる。また、
ファンによって放熱するタイプの電球形ＬＥＤランプに比べて、製造コストを抑えること
ができる。さらに、プレート状放熱板１６１は、コイルバネ１７１の弾発力が付勢された
状態で傘部２２の内面２２ａに接触することから、傘部２２の形状が異なる灯具２０に対
しても、同一の電球形ＬＥＤランプ１３０を適用することが可能となる。
【００４５】
　（ホルダ部２５０の改変例）
　図８を参照して、ホルダ部２５０を、必要な機能に合わせてユニット２５１を選択して
組み合わせ可能なように構成することができる。ユニット２５１には所要の機能を付加す
ることができる。ユニット２５１として、例えば、ネットワーク通信をコントロールする
機能を備えたユニット、ＡＣ／ＤＣコンバート機能を備えたユニット、冷却ファンを備え
たユニットなどを例示することができる。ユニット２５１を組合わせてホルダ部２５０を
構成することから、所望の機能を備える電球形ＬＥＤランプを形成することができる。
【００４６】
　（第３の実施形態）
　図９を参照して、第３の実施形態に係る照明器具としての街路灯３１０は、第１の実施
形態と同様に、灯具３２０と、電球形ＬＥＤランプ３３０とを有している。灯具３２０は
、照射開口３２１が形成された傘部３２２と、ソケット部３２３とを有している。灯具３
２０は、アルミニウムなどの金属材料から形成され、傘部３２２は反射板として機能して
いる。ソケット部３２３に接続される電球形ＬＥＤランプ３３０は、投光器３１０に元々
接続されていた電球型ハロゲン球に代替して使用可能となっている。図中の符号３２５は
、照射開口３２１を塞ぐカバー部材を示している。
【００４７】
　電球形ＬＥＤランプ３３０は、ＬＥＤ素子を備える光源部３４０と、光源部３４０を保
持するとともに光源部３４０に電気的に接続された口金３５３を備えるホルダ部３５０と
、光源部３４０に接続されて光源部３４０において発生した熱が伝導されるとともにホル
ダ部３５０に対して移動自在に設けられた放熱部３６０と、放熱部３６０に対して灯具３
２０の傘部３２２の内面３２２ａに接触させる方向の弾発力を付勢する押付け手段３７０
と、を有している。
【００４８】
　第３の実施形態の街路灯にあっては、ホルダ部３５０は、リンク機構３８０を介して、
光源部３４０を回動自在に保持している。リンク機構３８０は、ホルダ部３５０の先端に
回動自在に設けられたシャフト３８１を含み、このシャフトの先端に、光源部３４０の基
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端部を回動自在に接続している。シャフト３８１の基端３８１ａには、図示のように、押
付け手段３７０を構成する引っ張りコイルバネ３７１が接続されている。引っ張りコイル
バネ３７１の弾発力は、放熱部３６０に対して灯具３２０の傘部３２２の内面３２２ａに
接触させる方向の弾発力を付勢する。放熱部３６０は、放熱フィンのような板形状でもよ
いし、ブロック形状でもよい。
【００４９】
　第３の実施形態によっては、光源部３４０に接続された放熱部３６０は、ホルダ部３５
０に対して回動自在に設けられており、引っ張りコイルバネ３７１から弾発力が付勢され
た状態で、灯具３２０の傘部３２２の内面３２２ａに平行な状態で接触している。したが
って、光源部３４０において発生した熱は、放熱部３６０を介して傘部３２２にまで伝導
され、この傘部３２２から放熱される。このように灯具３２０が備える傘部３２２を利用
して放熱性を高めることができるので、簡単な構造で放熱性を高めた電球形ＬＥＤランプ
３３０、およびその電球形ＬＥＤランプ３３０を用いた街路灯３１０を提供することが可
能となる。また、ファンによって放熱するタイプの電球形ＬＥＤランプに比べて、製造コ
ストを抑えることができる。さらに、放熱部３６０は、引っ張りコイルバネ３７１の弾発
力が付勢された状態で傘部３２２の内面３２２ａに接触することから、傘部２２の形状が
異なる灯具３２０に対しても、同一の電球形ＬＥＤランプ３３０を適用することが可能と
なる。
【００５０】
　（その他の改変例）
　照明器具として投光器を例に挙げたが、本発明はこれに限定されるものではない。灯具
が備える傘部を利用して放熱性を高め得る限りにおいて、種々の電球形ＬＥＤランプ、お
よびその電球形ＬＥＤランプを用いた照明器具に適用することができる。
【００５１】
　また、ＬＥＤ素子４１として白色ＬＥＤであり高輝度のパワーＬＥＤを用いた場合を例
示したが、この場合に限定されるものでもない。
【符号の説明】
【００５２】
１０　　　投光器（照明器具）、
２０　　　灯具、
２１　　　照射開口、
２２　　　傘部、
２２ａ　　傘部の内面、
２３　　　ソケット部、
２４　　　ケーシング、
２４ａ　　ケーシングの端面、
２５　　　首部、
３０　　　電球形ＬＥＤランプ、
４１　　　ＬＥＤ素子、
４０　　　光源部、
４１　　　ＬＥＤ素子、
４２　　　ＬＥＤ素子ユニット、
４４　　　取付ブロック、
４５　　　レンズユニット、
５０　　　ホルダ部、
５１　　　第１ホルダ、
５２　　　第２ホルダ、
５２ａ　　ホルダ部の端面、
５３　　　口金、
６０　　　放熱部、
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６１　　　プレート状放熱板（放熱部）、
７０　　　押付け手段、
７１　　　引っ張りコイルバネ、
８０　　　切り替え機構、
１３０　　電球形ＬＥＤランプ、
１５０　　ホルダ部、
１５１　　ホルダ、
１６０　　放熱部、
１６１　　プレート状放熱板（放熱部）、
１６２　　第２のプレート状放熱板、
１７０　　押付け手段、
１７１　　コイルバネ、
２５０　　ホルダ部、
２５１　　ユニット、
３１０　　街路灯（照明器具）、
３２０　　灯具、
３２１　　照射開口、
３２２　　傘部、
３２２ａ　傘部の内面、
３２３　　ソケット部、
３３０　　電球形ＬＥＤランプ、
３４０　　光源部、
３５０　　ホルダ部、
３５３　　口金、
３６０　　放熱部、
３７０　　押付け手段、
３７１　　引っ張りコイルバネ、
３８０　　リンク機構
３８１　　シャフト。
【要約】
【課題】簡単な構造で放熱性を高めた電球形ＬＥＤランプ、およびその電球形ＬＥＤラン
プを用いた照明器具を提供する。
【解決手段】照明器具としての投光器１０は、照射開口２１が形成された傘部２２とソケ
ット部２３とを備える灯具２０、およびソケット部に接続される電球形ＬＥＤランプ３０
を有する。電球形ＬＥＤランプは、ＬＥＤ素子４１を備える光源部４０と、光源部を保持
するとともに光源部に電気的に接続された口金５３を備えるホルダ部５０と、光源部に接
続されて光源部において発生した熱が伝導されるとともにホルダ部に対して移動自在に設
けられた放熱部６０と、放熱部６０に対して灯具の傘部の内面に接触させる方向の弾発力
を付勢する押付け手段７０と、を有している。
【選択図】図１
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【図３】 【図４】
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【図７】 【図８】
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