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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
発光体と；
この発光体が配置される端面部を備え、この端面部がランプ軸方向の一端方向を向くよう
に設けられる伝熱性の基板取付部と；
一端側に前記基板取付部が伝熱可能に設けられる熱伝導部と、この熱伝導部の周囲から放
射状に突出する複数の放熱フィンとを備える放熱体と；
前記ランプ軸方向の一端において前記発光体を覆い、複数の前記放熱フィンおよび前記放
熱フィン間の間隙に対向し、前記発光体からの光の一部を前記放熱フィン間の前記隙間を
通じて放出させる放熱フィン対向部を備え、前記放熱フィン対向部が光拡散性を有するグ
ローブと；
前記放熱体の他端側に設けられた口金と；
前記発光体を点灯させる点灯回路と；
前記放熱体内および前記口金内に突出するように設けられた、前記点灯回路を収容するケ
ースと；
を具備していることを特徴とする電球形ランプ。
【請求項２】
前記熱伝導部は略円筒状であり、前記基板取付部の他端側は前記熱伝導部の一端側の内面
と伝熱可能に設けられることを特徴とする請求項１記載の電球形ランプ。
【請求項３】
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熱伝導部と放熱フィンとは一体成形の金属材料からなることを特徴とする請求項１または
請求項２記載の電球形ランプ。
【請求項４】
前記ケースは、前記放熱フィンから前記口金にかけて前記放熱フィンの間隙から出射する
光を遮蔽する領域を有さないことを特徴とする請求項１～請求項３の何れか一記載の電球
形ランプ。
【請求項５】
前記放熱フィンの一端側の外径と前記放熱フィン対向部の外径とが略同径であることを特
徴とする請求項１～請求項４の何れか一記載の電球形ランプ。
【請求項６】
前記放熱フィンは、前記ランプ軸方向に沿って伸びるとともに前記ランプ軸方向の一端に
向かって径方向の突出量が徐々に大きくなることを特徴とする請求項１～請求項５の何れ
か一記載の電球形ランプ。
【請求項７】
前記放熱体には、一端側の面に前記基板取付部より外側でありかつ前記放熱フィンより内
側に溝状の被取付部が設けられ、前記グローブには、前記被取付部に固定される取付部が
設けられていることを特徴とする請求項１～請求項６の何れか一記載の電球形ランプ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般照明電球に代替使用可能な電球形ランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、発光素子としてＬＥＤを用いる電球形ランプでは、一端側へ向けて拡開する金属
性の放熱体を用い、この放熱体の一端に略半球形のグローブが取り付けられ、放熱体の他
端側に口金が取り付けられ、放熱体およびグローブの内側にＬＥＤを設けた基板が放熱体
と接触して設けられている。そして、ＬＥＤから出射される光はグローブを透過して放出
され、ＬＥＤが発生する熱は主に基板から放熱体を通じて外部へ放熱される（例えば、特
許文献１参照。）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００１－２４３８０９号公報（第２－３頁、図１－４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、ＬＥＤを用いる電球形ランプでは、ＬＥＤから出射される光はグローブ
を透過して口金とは反対方向へ放出されるが、口金方向への光は基板や放熱体によって遮
光されてしまうため、口金側が暗くなり、一般照明電球に近い配光が得られず、例えば反
射鏡付きの照明器具に装着した際に所望の反射光が得られない場合があり、照明器具への
適合性に問題がある。
【０００５】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、発光体を用いながら、一般照明電球に
近い配光が得られ、照明器具への適合性を高めることができる電球形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】
【０００６】
　請求項１記載の電球形ランプは、発光体と；この発光体が配置される端面部を備え、こ
の端面部がランプ軸方向の一端方向を向くように設けられる伝熱性の基板取付部と；一端
側に前記基板取付部が伝熱可能に設けられる熱伝導部と、この熱伝導部の周囲から放射状
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に突出する複数の放熱フィンとを備える放熱体と；前記ランプ軸方向の一端において前記
発光体を覆い、複数の前記放熱フィンおよび前記放熱フィン間の間隙に対向し、前記発光
体からの光の一部を前記放熱フィン間の前記隙間を通じて放出させる放熱フィン対向部を
備え、前記放熱フィン対向部が光拡散性を有するグローブと；前記放熱体の他端側に設け
られた口金と；前記発光体を点灯させる点灯回路と；前記放熱体内および前記口金内に突
出するように設けられた、前記点灯回路を収容するケースと；を具備しているものである
。
　発光体は、光を発光するものであればよく、例えば、ＬＥＤや有機ＥＬなどの固体発光
素子を用いてもよい。
【０００７】
　放熱体は、例えば、放熱性の良好なアルミニウムを含む金属材料などで形成される。基
板を取り付ける放熱体の一端は平面でもよいし、グローブ内に突出する立体形でもよい。
放熱体の複数の放熱フィン間は、一端側、他端側および周囲へ向けて開口されている。
【０００８】
　グローブは、発光体から照射される光を透光するものであれば材質や形状は限定されな
い。例えば、光拡散性を有するガラスや樹脂などの材料で、略球形に一体形成してもよい
し、複数に分割形成して略半球形に組み合わせたものでよい。
　口金は、例えば、Ｅ１７型やＥ２６型などの一般照明電球用のソケットに接続可能なも
のが用いられる。
　点灯回路は、例えば、定電流の直流電源をＬＥＤに供給する。
【０００９】
　基板は、例えば、放熱性の良好なアルミニウムを含む金属材料などで形成され、複数の
ＬＥＤを設けた一体形の基板でもよいし、ＬＥＤ毎に複数に分割した基板でもよい。
　発光素子には、例えば、ＬＥＤや有機ＥＬなどの固体発光素子が用いられる。
　基板取付部は、例えば、円錐台形、円筒形、円錐形、略半球形などのいずれでもよく、
それらの各面に基板が取り付けられればよい。
　請求項２記載の電球形ランプは、前記熱伝導体は略円筒状であり、前記基板取付部の他
端側は前記熱伝導体の一端側の内面と伝熱可能に設けられるものである。
　請求項３記載の電球形ランプは、熱伝導部と放熱フィンとは一体成形の金属材料からな
るものである。
【００１０】
　請求項４記載の電球形ランプは、前記ケースは、前記放熱フィンから前記口金にかけて
前記放熱フィンの間隙から出射する光を遮蔽する領域を有さないものである。
　請求項５記載の電球形ランプは、前記放熱フィンの一端側の外径と前記放熱フィン対向
部の外径とが略同径であるものである。
【００１１】
　請求項６記載の電球形ランプは、前記放熱フィンは、前記ランプ軸方向に沿って伸びる
とともに前記ランプ軸方向の一端に向かって径方向の突出量が徐々に大きくなるものであ
る。
【００１２】
　請求項７記載の電球形ランプは、前記放熱体には、一端側の面に前記基板取付部より外
側でありかつ前記放熱フィンより内側に溝状の被取付部が設けられ、前記グローブには、
前記被取付部に固定される取付部が設けられているものである。
【発明の効果】
【００１３】
　本実施形態の電球形ランプによれば、発光体からの光がグローブの放熱フィン対向部を
透過して放熱体の複数の放熱フィン間から放熱体の周囲や他端側へ照射されるため、一般
照明電球に近い配光が得られ、照明器具への適合性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
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【図１】本発明の一実施の形態を示す電球形ランプの一部の断面図である。
【図２】同上電球形ランプの側面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本発明の一実施の形態を、図面を参照して説明する。
　図１は電球形ランプの一部の断面図、図２は電球形ランプの側面図である。
【００１６】
　図１および図２において、11は電球形ランプで、この電球形ランプ11は、ＬＥＤモジュ
ールである複数の発光体12が放熱体13のランプ軸方向の一端側に取り付けられており、こ
の放熱体13の一端側には、グローブ14が取り付けられ、また、放熱体13の他端側には、点
灯回路15を収容したケース16が取り付けられているとともに、このケース16を介して口金
17が取り付けられて構成されている。そして、この電球形ランプ11は、一般照明電球と同
等の形状寸法を有している。
　そして、発光体12は、複数の基板21を立体的に組み合わせて構成されている。基板21の
一面には、複数の発光素子としてのＬＥＤ22が実装されている。
【００１７】
　基板21は、例えば放熱性が良好なアルミニウムなどの金属材料、あるいは絶縁材料など
により形成されている。この基板21の他面が放熱体13に面接触するように密着固定されて
いる。放熱体13に対する基板21の固定には、熱伝達性に優れたシリコーン系の接着剤が用
いられている。
【００１８】
　ＬＥＤ22は、例えば青色の光を発する図示しないベアチップと、このベアチップを覆う
シリコーン樹脂などにより形成された図示しない樹脂部とを備え、この樹脂部内に、ベア
チップが発する青色光の一部により励起されて青色の補色である黄色の光を主として放射
する蛍光体が混入されており、各ＬＥＤ22が白色系の照明光を得るように構成されている
。
【００１９】
　また、放熱体13は、熱伝導性が良好なアルミニウムなどの金属材料などにより一体に形
成されており、中央に熱伝導部25が形成され、この熱伝導部25の周囲からランプ軸方向に
沿った複数の放熱フィン26が放射状に突出形成されているとともに、この熱伝導部25の一
端に発光体12を取り付ける基板取付部27が突出形成されている。
【００２０】
　熱伝導部25は、円筒状に形成され、一端面の中央部から基板取付部27が突出形成されて
いるとともに、一端面の基板取付部27より外側の周辺部にグローブ14を取り付ける溝状の
被取付部28が形成されている。
【００２１】
　放熱フィン26は、放熱体13の他端側から一端側へと径方向への突出量が徐々に大きくな
るように傾斜して形成されている。また、これら放熱フィン26は放熱体13の周方向に互い
に略等間隔で放射状に形成され、これら放熱フィン26の間に間隙29が形成されている。こ
れら放熱フィン26の間に間隙29は、放熱体13の一端側、他端側および周囲へ向けてそれぞ
れ開口されている。
【００２２】
　基板取付部27は、グローブ14を取り付ける放熱体13の被取付部28よりも一端側に突出さ
れており、すなわちグローブ14内に突出されており、ランプ軸方向の一端側に対向する端
面部27a、および周囲の周面部27bを有し、周面部27bは一端側に先細りとなる円錐台形に
形成されている。これら端面部27aおよび周面部27bに複数の発光体12がそれぞれ固定され
ている。
【００２３】
　また、グローブ14は、光拡散性を有するガラスあるいは合成樹脂などにより第１のグロ
ーブ体31と第２のグローブ体32とに２分割形成されており、これらグローブ体31，32が組
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み合わされて一体化されている。
　第１のグローブ体31は、略半球形状に形成されている。
【００２４】
　第２のグローブ体32は、一端側が第１のグローブ体31と組み合わされる環状部33と、こ
の環状部33の他端側に設けられた放熱フィン対向部34を有している。
【００２５】
　環状部33の一端側には第１のグローブ体31と嵌合してシリコーン樹脂などの接着剤で固
定される嵌合部35が形成され、環状部33の他端側は放熱体13の放熱フィン26と略連続する
形状に形成されている。
【００２６】
　放熱フィン対向部34は、放熱体13の複数の放熱フィン26および間隙29に対向する平板状
に形成され、光拡散性を有する。放熱フィン対向部34の中央には、放熱体13の基板取付部
27が貫通される孔部36が形成され、この孔部36に臨む縁部に放熱体13の被取付部28に嵌合
してシリコーン樹脂などの接着剤で固定される取付部37が形成されている。この取付部37
を放熱体13に固定することで、グローブ14の内部が密閉される。
　また、点灯回路15は、図示しないリード線によって各発光体12に電気的に接続され、Ｌ
ＥＤ22に対して定電流を供給する。
【００２７】
　また、ケース16は、例えばＰＢＴ樹脂などの絶縁性を有する材料により、放熱体13内お
よび口金17内に突出する略円筒状に形成され、放熱体13と口金17との間を絶縁する。この
ケース16の内側に点灯回路15が保持される。
【００２８】
　また、口金17は、例えばＥ１７型やＥ２６型であり、図示しない照明器具のランプソケ
ットにねじ込まれるねじ山を備えた筒状のシェル41と、このシェル41の他端の頂部に絶縁
部42を介して設けられたアイレット43とを備えている。これらシェル41およびアイレット
43が点灯回路15に図示しないリード線によって電気的に接続されている。
【００２９】
　そうして、このように構成された電球形ランプ11では、口金17を照明器具のソケットに
接続して給電すると、点灯回路15が動作して発光体12に電力を供給し、各ＬＥＤ22が発光
する。
　各ＬＥＤ22からの光はグローブ14を透過して拡散放出される。
【００３０】
　各ＬＥＤ22からの光のうち、一部の光はグローブ14の放熱フィン対向部34へ直接向かい
、複数の放熱フィン26間の間隙29を通じて放熱体13の周囲や口金17の方向に放出される。
また、一部の光は第１のグローブ体31の内面で反射してグローブ14の放熱フィン対向部34
へ直接向かい、これら光が放熱フィン対向部34を透過する。
【００３１】
　そのため、この電球形ランプ11では、グローブ14とともに放熱体13の部分も光り、一般
照明電球に近い配光が得られる。この電球形ランプ11を、例えば反射鏡付きの照明器具な
どに使用した場合でも、反射鏡からの反射光が得られるようになり、照明器具への適合性
を高めることができる。
　また、放熱フィン対向部34は光拡散性を有するため、放熱フィン26の影が投影されにく
くできる。
【００３２】
　また、放熱体13の一端からグローブ14内に突設した基板取付部27に発光体12を取り付け
ることにより、ＬＥＤ22からの光をグローブ14の放熱フィン対向部34へ多く向かわせるこ
とができ、放熱体13の放熱フィン26間から出る光を増加させることができる。
【符号の説明】
【００３３】
　11　　電球形ランプ
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　12　　発光体
　13　　放熱体
　14　　グローブ
　15　　点灯回路
　17　　口金
　21　　基板
　22　　発光素子としてのＬＥＤ
　25　　熱伝導部
　26　　放熱フィン
　27　　基板取付部
　27a　　端面部
　34　　放熱フィン対向部
 

【図１】 【図２】
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