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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口金部と、
　前記口金部が設けられている第１の筐体部と、
　前記第１の筐体部を収容している第２の筐体部と、
　前記第２の筐体部に設けられている光源と、
　前記第１の筐体部内に収容され、前記口金部を介して供給される商用電力を駆動電力に
変換するとともに前記光源に前記駆動電力を供給することによって、前記光源を点灯させ
る点灯回路と、
　を有し、
　前記第１の筐体部の外側面と、前記第１の筐体部の前記外側面に対向する前記第２の筐
体部の内側面との間には空隙が形成され、
　前記第１の筐体部は、
　前記光源側から前記口金部側に向かう方向に直交する面で断面視したときにおいて直線
状に形成されている平面部と、
　前記光源側から前記口金部側に向かう方向に直交する面で断面視したときにおいて前記
平面部を弦とする円弧状に形成されている曲面部とが形成され、
　前記平面部は、前記点灯回路に向かい合う第１の面と、前記第１の筐体部の前記外側面
に含まれ、前記第１の面の裏面にあたる第２の面とが形成され、
　前記第１の面及び前記第２の面は、前記光源側から前記口金部側に向かう方向に直交す
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る面で断面視したときにおいて直線状に形成されている
　照明ランプ。
【請求項２】
　前記第２の筐体部は、前記光源が取り付けられる取付部と、前記取付部側から前記口金
部側にかけて延出するように形成された筒状部とを有し、
　前記曲面部と前記筒状部とは当接し、前記平面部と前記筒状部との間には前記空隙が形
成されている請求項１に記載の照明ランプ。
【請求項３】
　前記第２の筐体部は、前記光源が取り付けられる取付部と、前記取付部側から前記口金
部側にかけて延出するように形成された筒状部とを有し、
　前記曲面部と前記筒状部との間に前記空隙が形成され、且つ、前記平面部と前記筒状部
との間に前記空隙が形成されている請求項１に記載の照明ランプ。
【請求項４】
　口金部と、
　前記口金部が設けられている第１の筐体部と、
　前記第１の筐体部を収容している第２の筐体部と、
　前記第２の筐体部に設けられている光源と、
　前記第１の筐体部内に収容され、前記口金部を介して供給される商用電力を駆動電力に
変換するとともに前記光源に前記駆動電力を供給することによって、前記光源を点灯させ
る点灯回路と、
　を有し、
　前記第１の筐体部の外側面と、前記第１の筐体部の前記外側面に対向する前記第２の筐
体部の内側面との間には空隙が形成され、
　前記第１の筐体部は、
　前記光源側から前記口金部側に向かう方向に直交する面で断面視したときにおいて直線
状に形成されている平面部と、
　前記光源側から前記口金部側に向かう方向に直交する面で断面視したときにおいて前記
平面部を弦とする円弧状に形成されている曲面部とを有し、
　前記第２の筐体部は、前記光源が取り付けられる取付部と、前記取付部側から前記口金
部側にかけて延出するように形成された筒状部とを有し、
　前記曲面部と前記筒状部とは当接し、前記平面部と前記筒状部との間には前記空隙が形
成されている
　照明ランプ。
【請求項５】
　口金部と、
　前記口金部が設けられている第１の筐体部と、
　前記第１の筐体部を収容している第２の筐体部と、
　前記第２の筐体部に設けられている光源と、
　前記第１の筐体部内に収容され、前記口金部を介して供給される商用電力を駆動電力に
変換するとともに前記光源に前記駆動電力を供給することによって、前記光源を点灯させ
る点灯回路と、
　を有し、
　前記第１の筐体部の外側面と、前記第１の筐体部の外側面に対向する前記第２の筐体部
の内側面との間には空隙が形成され、
　前記第２の筐体部は、一方側の端部の内側面に形成されている挿入鉤を有し、
　前記第１の筐体部は、前記挿入鉤の対向位置に形成され、前記挿入鉤が挿入される挿入
溝を有し、
　前記挿入溝は、前記口金部側から前記光源側へ延びる第１の溝と、前記第１の溝に繋が
っており、前記第２の筐体部の周方向に延びる第２の溝と、前記第２の溝に繋がっており
、前記光源側から前記口金部側へ延びる第３の溝とを有している
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　照明ランプ。
【請求項６】
　前記第１の筐体部と前記第２の筐体部とを接続する固定手段を有し、
　前記取付部には、前記固定手段が挿入される開口が形成され、
　前記第１の筐体部は、端部から前記取付部の前記開口側に向かって突出するように形成
され、前記固定手段が挿入されるボス部を有する請求項２～４のいずれか一項に記載の照
明ランプ。
【請求項７】
　前記筒状部は、前記第１の筐体部との間に形成される前記空隙が、前記取付部側から前
記口金部側に向かうにしたがって小さくなるように形成されている請求項２～４、６のい
ずれか一項に記載の照明ランプ。
【請求項８】
　前記第１の筐体部は、絶縁性素材で構成され、
　前記第２の筐体部は、熱伝導性素材で構成された請求項１～７のいずれか一項に記載の
照明ランプ。
【請求項９】
　請求項１～８のいずれか一項に記載の照明ランプを有する照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明ランプ及びそれを備えた照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　照明ランプは、たとえばＬＥＤなどの光源、光源を駆動するのに利用される点灯回路、
及び、光源及び点灯回路などを収容する筐体などを有しているものである。照明ランプの
光源を点灯させると光源から熱が生成されるが、この熱が点灯回路に伝達されることで、
点灯回路を構成する各種素子の寿命が低減したり、点灯回路が正常に動作しなくなったり
するなどの不具合を起こす場合がある。ここで、光源の熱を効果的に放熱することで、光
源に駆動電力を供給する点灯回路に不具合が生じることを抑制する照明ランプが各種提案
されている（たとえば、特許文献１、２参照）。
【０００３】
　特許文献１に記載の技術は、ＬＥＤ光源部が取り付けられる電源収容ケースの内側面に
対応する形状と、放熱部材の外側面に対応する形状とを異なる形状とすることで、電源収
容ケースと放熱部材との間に空隙を形成し、ＬＥＤ光源部の熱が電源収容ケースを介して
放熱部材内の電源回路に伝達されることを抑制するようにしたものである。
　特許文献２に記載の技術は、ＬＥＤユニットが取り付けたヒートシンクと、ヒートシン
クの内側に設けられ、点灯回路ユニットを収容する回路用ケースとの間に空隙を形成し、
ＬＥＤユニットの熱がヒートシンクを介して回路用ケース内の点灯ユニットに伝達される
ことを抑制するようにしたものである。
【０００４】
　このように、特許文献１、２に記載の技術は、部材間に空隙を設けて、断熱層として機
能させ、光源を駆動する回路部に熱が伝達されることを抑制するようにしたものである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特許第４９６２２５３号公報（たとえば、図１参照）
【特許文献２】特開２０１０－１０３２４１号公報（たとえば、図１参照）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
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　特許文献１に記載の技術は、電源収容ケースの内側面の水平断面形状を円形状とし、放
熱部材の外側面の水平断面形状を三角形状としたものである。このように、放熱部材の外
側面の水平断面形状を三角形状とすることで、電源収容ケースとの間に空隙を形成するこ
とができるが、三角形状である分、電源収容ケース内に電源回路を収容する空間が小さく
なってしまう。すなわち、特許文献１に記載の技術は、ＬＥＤ光源部の出力が大きいなど
、電源回路部を大容量化する場合には、その分、照明ランプ内の限られた空間を有効利用
することができないという課題がある。
【０００７】
　特許文献１に記載の技術は、放熱部材の水平断面における三角形状の頂点部分の３カ所
において、電源収容ケースと放熱部材とが接触しているので、その分、ＬＥＤ光源部の熱
が電源回路部に伝達されることを抑制することができないという課題がある。
【０００８】
　特許文献２に記載の技術は、ヒートシンクのうちＬＥＤユニットの取付面の裏面側と、
回路用ケースのうちのＬＥＤユニット側とが接触するように、回路用ケースがヒートシン
ク内に収容されているものである。このヒートシンクのうちＬＥＤユニットの取付面の裏
面側は、ＬＥＤユニットの取付面でありＬＥＤユニットのＬＥＤから近い分、熱が伝達さ
れやすい。すなわち、特許文献２に記載の技術は、ＬＥＤユニットの取付面の裏面側がＬ
ＥＤユニットのＬＥＤから近い分、回路用ケース内の点灯回路ユニットに伝達されること
を抑制することができないという課題がある。
【０００９】
　本発明は、以上のような課題を解決するためになされたもので、照明ランプ内の空間を
有効利用しながら、光源から点灯回路に熱が伝達されることを抑制することを実現する照
明ランプ及びそれを備えた照明装置を提供することを目的としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明に係る照明ランプは、口金部と、口金部が設けられている第１の筐体部と、第１
の筐体部を収容している第２の筐体部と、第２の筐体部に設けられている光源と、第１の
筐体部内に収容され、口金部を介して供給される商用電力を駆動電力に変換するとともに
光源に駆動電力を供給することによって、光源を点灯させる点灯回路と、を有し、第１の
筐体部の外側面と、第１の筐体部の外側面に対向する第２の筐体部の内側面との間には空
隙が形成され、第１の筐体部は、光源側から口金部側に向かう方向に直交する面で断面視
したときにおいて直線状に形成されている平面部と、光源側から口金部側に向かう方向に
直交する面で断面視したときにおいて平面部を弦とする円弧状に形成されている曲面部と
が形成され、平面部は、点灯回路に向かい合う第１の面と、第１の筐体部の外側面に含ま
れ、第１の面の裏面にあたる第２の面とが形成され、第１の面及び第２の面は、光源側か
ら口金部側に向かう方向に直交する面で断面視したときにおいて直線状に形成されている
ものである。
【発明の効果】
【００１１】
　本発明に係る照明ランプによれば、上記構成を有しているため、照明ランプ内の空間を
有効利用しながら、光源から点灯回路に熱が伝達されることを抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの縦断面図である。
【図２】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの縦断面図であって図１とは直交する断
面の縦断面図である。
【図３】本発明の実施の形態１に係る照明ランプの水平断面図であって図１及び図２に示
すＡ－Ａ断面図である。
【図４】光源及び点灯回路から生じる熱の放熱経路について説明する図である。
【図５】本発明の実施の形態２に係る照明ランプの水平断面図であって図１及び図２に示
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すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。
【図６】本発明の実施の形態３に係る照明ランプの水平断面図であって図１及び図２に示
すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。
【図７】本発明の実施の形態４に係る照明ランプの水平断面図であって図１及び図２に示
すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。
【図８】本発明の実施の形態４に係る照明ランプの変形例である。
【図９】本発明の実施の形態５に係る照明ランプの水平断面図であって図１及び図２に示
すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。
【図１０】本発明の実施の形態５に係る照明ランプの変形例である。
【図１１】本発明の実施の形態６に係る照明ランプの縦断面図である。
【図１２】本発明の実施の形態６に係る照明ランプの係止構造の拡大説明図である。
【図１３】本発明の実施の形態１～６に係る照明ランプが適用された照明装置の構成を示
す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　以下、本発明の実施の形態を図面に基づいて説明する。
実施の形態１．　
　図１は、実施の形態１に係る照明ランプ１００の縦断面図である。図２は、実施の形態
１に係る照明ランプ１００の縦断面図であって図１とは直交する断面の縦断面図である。
図３は、実施の形態１に係る照明ランプ１００の水平断面図であって図１及び図２に示す
Ａ－Ａ断面図である。なお、図１（ａ）は照明ランプ１００の全体についての縦断面図で
あり、図１（ｂ）は図１（ａ）に記載された第２の筐体部３１、ＬＥＤ１０及びＬＥＤ基
板１１を抜き出した縦断面図であり、図１（ｃ）は図１（ａ）に記載された第１の筐体部
３０及び点灯回路５を抜き出した縦断面図である。
　本実施の形態に係る照明ランプ１００は、照明ランプ１００内の空間を有効利用しなが
ら、光源１から点灯回路５に熱が伝達されることを抑制することができる。
【００１４】
［照明ランプ１００の構成説明］
　図１は、本発明の主要な構成を示す図である。図１に示すように、照明ランプ１００は
、発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ。以下、ＬＥＤ）１０を
有する光源１と、光源１を覆うように設けられるグローブ２と、照明ランプ１００の外郭
の一部を構成する筐体３と、商用電力を照明ランプ１００に入力する入力端として利用さ
れる口金部４と、回路基板５００及び回路基板５００に取り付けられる回路部品５０１を
有する点灯回路５とを備えた電球形の照明ランプである。
【００１５】
（光源１）
　光源１は、発光手段であるＬＥＤ１０と、ＬＥＤ１０が実装されるＬＥＤ基板１１とを
備えている。光源１の構成要素には、ＬＥＤ１０及びＬＥＤ基板１１のほか、点灯回路５
と電気的に接続され駆動電力を点灯回路５から光源１に伝達するワイヤーハーネス及びコ
ネクタなどの配線部材（図示せず）、及び照明ランプ１００の設計仕様に応じて必要とな
る電子部品などが含まれる。なお、本実施の形態１では、ＬＥＤ１０を採用する場合を例
に説明するが、たとえば、レーザーダイオード、有機ＥＬ、及び蛍光ランプなどを採用し
てもよい。
【００１６】
　光源１は、筐体３のうち口金部４が嵌合されている側とは反対側の端面に取り付けられ
ているものである。そして、光源１は、光源１の出射面がグローブ２によって覆われてい
る。ＬＥＤ基板１１及び後述する第２の筐体部３１には、ネジ９が挿入される開口３１０
及び開口３１１が形成されている。そして、ＬＥＤ基板１１は、後述する第１の筐体部３
０の第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４の開口に挿入され、筐体３にねじ込まれるネ
ジ９によって固定される。なお、ＬＥＤ基板１１及び第２の筐体部３１に形成された開口



(6) JP 6296738 B2 2018.3.20

10

20

30

40

50

３１０及び開口３１１は、貫通孔であり、ネジ９がねじ込まれるネジ受けとして機能する
ものではなく、第１の筐体部３０の第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４が、ネジ９が
ねじ込まれるネジ受けとして機能している。また、ＬＥＤ基板１１及び第２の筐体部３１
には、先述した開口３１０及び開口３１１に加えて、開口３１２が形成されている。この
開口３１２は、点灯回路５より光源１に供給される駆動電力を伝送する配線などを、第２
の筐体部３１側の空間からＬＥＤ基板１１側に取り出すのに利用されるものである。
【００１７】
（グローブ２）
　グローブ２は、たとえばガラス、樹脂などの光源１から出射される光が透過する素材（
透光性を有する素材）で構成され、光源１の光の出射側を覆うように配設されている。グ
ローブ２を構成する樹脂としては、たとえばポリカーボネート（ＰＣ）、アクリルなどが
製品仕様に応じて選択される。グローブ２は、図１の例では、外形が曲面形状である。グ
ローブ２は、透光性を有し光源１から出射される光を透過させるとともに、照明ランプ１
００の仕様に応じて、光を拡散、集光、反射させる機能を併せ持つ。これらの機能は、グ
ローブ２の基材であるガラスまたは樹脂を成形する際に拡散層（あるいは面）、レンズ、
反射層（あるいは面）などを形成して基材自身で直接的に実現してもよいし、基材の表面
にそれらの機能を実現する別部材を組み合わせて構成してもよい。
【００１８】
（筐体３）
　筐体３は、内部に点灯回路５を収納する第１の筐体部３０と、第１の筐体部３０の外側
に取り付けられる第２の筐体部３１とを備える。第１の筐体部３０は、絶縁性の素材で構
成され、たとえば、ポリカーボネート（ＰＣ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）
、ポリブテレンテレフタレート（ＰＢＴ）などの樹脂素材、セラミックなどから構成され
る。第２の筐体部３１は、熱伝導性の素材で構成され、たとえば、鉄、アルミニウムなど
の金属素材、熱伝導フィラーを混合したセラミックなどから構成されるものである。第１
の筐体部３０及び第２の筐体部３１を有する筐体３とグローブ２とが組み合わさると、こ
れらは全体として電球形の外形をなす。なお、第１の筐体部３０と第２の筐体部３１は、
一般的な成型方法を用いて製造される。
【００１９】
　第１の筐体部３０は、一方側に口金部４が接続されるものである。第１の筐体部３０は
、内部に点灯回路５を収容する空間を有するとともに、第１の筐体部３０の他方側（口金
部４が接続されている側とは反対側）に点灯回路５を第１の筐体部３０内に収容するのに
利用される開口部９０が形成されている。第１の筐体部３０の内部には、点灯回路５が有
する回路部品５０１の回路基板５００を支持する支持構造が形成されている。第１の筐体
部３０の内面と、点灯回路５が具備する回路部品５０１との間には、支持構造によって支
持される回路基板５００を除いて、予め設定された量の空隙が形成されている。つまり、
回路部品５０１に機械的応力が加わらないように、第１の筐体部３０は、点灯回路５を第
１の筐体部３０の内部空間に内包支持している。
【００２０】
　第１の筐体部３０は、第１の筐体部３０の一端側を構成し、口金部４が嵌合される嵌合
部３０８と、一端側が嵌合部３０８に接続される錐状部３０７と、一端側が錐状部３０７
の他端側に接続され、第２の筐体部３１に収容される収容部３０９とを有している。ここ
で、嵌合部３０８、錐状部３０７及び収容部３０９は、図１～図３の例では、円筒状に形
成されているものである。嵌合部３０８は、口金部４と嵌合しているものであり、口金部
４に収容されるように設けられているものである。錐状部３０７は、光源１側から口金部
４側に向かうにしたがって内径及び外径が、縮径するように形成されているものである。
錐状部３０７の一端側には、嵌合部３０８が連続的に接続され、他端側には収容部３０９
が連続的に接続されている。なお、嵌合部３０８と収容部３０９との接続位置は、後述す
る第２の筐体部３１の筒状部３１Ｂの一端側と当接する。
【００２１】
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　収容部３０９の他方側には、点灯回路５を第１の筐体部３０内に収容するのに利用され
る開口部９０が形成されている。収容部３０９には、収容部３０９のうちの光源１側の端
面側から、後述する第２の筐体部３１の取付部３１Ａのうち光源１が取り付けられている
側の裏面側に向かって突出するように形成されている第１ボス部３０３及び第２ボス部３
０４が形成されている。収容部３０９には、第１ボス部３０３と第２ボス部３０４とが対
向するように形成されている。第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４には、ネジ９がね
じ込まれる孔が形成されており、ネジ受けとしての機能を有している。ネジ９が第１ボス
部３０３及び第２ボス部３０４にねじ込まれることで第１の筐体部３０と第２の筐体部３
１とが固定されている。なお、固定手段は、ネジ９、ネジ９をねじ込む第１ボス部３０３
及び第２ボス部３０４にかえて、リベットなどを用いた構成としてもよい。
【００２２】
　収容部３０９には、第１ボス部３０３が形成されている側から、口金部４が設けられて
いる側に向かって第１リブ３０１が延びるように形成されているとともに、第２ボス部３
０４が形成されている側から、口金部４が設けられている側に向かって第２リブ３０２が
延びるように形成されている。そして、第１リブ３０１及び第２リブ３０２は、点灯回路
５の回路基板５００の長辺端部（の少なくとも一部）と当接して回路基板５００を支持し
ている（符号８０、８１参照）。なお、収容部３０９は、この第１リブ３０１及び第２リ
ブ３０２における回路基板５００との計２カ所の当接部分に加えて（符号８０、８１参照
）、収容部３０９の円筒状の内側面における回路基板５００との計２カ所の当接部分で、
回路基板５００と当接している（符号８２、８３参照）。
【００２３】
　第２の筐体部３１は、第１の筐体部３０内の他方側、すなわち第１の筐体部３０のうち
口金部４と嵌合している側とは反対側の部分を収容するように設けられているものである
。第２の筐体部３１は、光源１が取り付けられる面が形成された平面状の取付部３１Ａと
、取付部３１Ａ側から第１の筐体部３０側にかけて延出するように形成された筒状の筒状
部３１Ｂとを有しているものである。ここで、図１～図３の例では、取付部３１Ａは、円
板状に形成されているものであり、筒状部３１Ｂは、円筒状に形成されているものである
。また、筒状部３１Ｂは、光源１側から口金部４側に向かうにしたがって内径及び外径が
、小さくなるように形成されているものである。筒状部３１Ｂは、筒状部３１Ｂのうち取
付部３１Ａが接続されている側とは反対側の端部側が、第１の筐体部３０の錐状部３０７
と収容部３０９との接続位置と当接している。すなわち、筒状部３１Ｂのうち取付部３１
Ａが接続されている側とは反対側の端部側の内径寸法と、第１の筐体部３０の錐状部３０
７と収容部３０９との接続位置における外径寸法とは、同程度となっている。
　第１の筐体部３０と第２の筐体部３１との間には、光源１側から点灯回路５側に熱が伝
達されることを抑制するのに利用される空隙７が形成されているが、それについては後段
で詳しく説明する。
【００２４】
（口金部４）
　口金部４は、一端が照明装置１５０のソケット１６０に嵌合する構造を有しており、照
明装置１５０経由で商用電力を照明ランプ１００に入力する入力端である。また、口金部
４の他端は、筐体３に嵌合し、商用電源は口金部４を介して点灯回路５に供給される。
【００２５】
（点灯回路５）
　点灯回路５は、回路基板５００及び回路基板５００に取り付けられる回路部品５０１を
有しているものである。そして、点灯回路５は、商用電力である交流からＬＥＤ１０を駆
動する直流に変換するＡＣ－ＤＣコンバータ回路を有するものである。また、点灯回路５
は、筐体３内に収容され、口金部４を経由して供給される商用電力を光源１の駆動に利用
される駆動電力に変換して光源１に供給する。好ましくは、点灯回路５は、ＬＥＤ１０を
安定駆動するために、負荷変動の検出機能、負荷変動に応じてＡＣ－ＤＣコンバータ回路
から出力される駆動電流を制御する制御機能、商用電力の供給経路を介して流入、流出す
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るノイズを低減するフィルタ機能などをさらに有する。なお、図１～図３では、点灯回路
５の回路部品５０１の位置が点線で示しているが、この点線によって回路部品５０１の種
類、配置などが限定されるものではない。
【００２６】
［空隙７について］
　第１の筐体部３０と第２の筐体部３１との間には、取付部３１Ａと第１の筐体部３０と
の間に予め設定された大きさの空隙（第１の空隙Ｄ１）が形成されるとともに、筒状部３
１Ｂと第１の筐体部３０との間にも予め設定された大きさの空隙（第２の空隙Ｄ２）が形
成されるように構成されている。すなわち、第１の筐体部３０と第２の筐体部３１とには
、照明ランプ１００が組み立てられた状態において、第１の空隙Ｄ１及び第２の空隙Ｄ２
で構成される空隙７が形成されている。
　このように、第１の筐体部３０と第２の筐体部３１との間には、空気が満たされる空隙
７が形成されているため、第１の筐体部３０と第２の筐体部３１とは相互に断熱されるこ
ととなり、光源１側から点灯回路５に熱が伝達されることが抑制される。
【００２７】
　第１の空隙Ｄ１は、取付部３１Ａのうちの光源１が取り付けられている側の裏面側と、
収容部３０９のうちの光源１側の端部側との間に形成されているものである。より詳細に
は、収容部３０９のうちの光源１側の端部側は、第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４
にて取付部３１Ａと当接しているが、それ以外の端部側については、第１の空隙Ｄ１をも
って取付部３１Ａと離れている。
　第２の空隙Ｄ２は、筒状部３１Ｂの内面と、収容部３０９の外面との間に形成されてい
るものである。なお、筒状部３１Ｂが光源１側から口金部４側に向かうにしたがって内径
が小さくなるように形成されているので、第２の空隙Ｄ２は、光源１側から口金部４側に
向かうにしたがって小さくなるように形成されている。第２の空隙Ｄ２は、光源１側から
口金部４側に向かうにしたがって小さくなっていくが、光源１側から口金部４側に向かう
にしたがって、熱の発生源である光源１から離れていくため、点灯回路５に熱が伝達され
ることを抑制する効果を得ることができる。
【００２８】
［本実施の形態１に係る照明ランプ１００の有する効果］
　図４は、光源１及び点灯回路５から生じる熱の放熱経路について説明する図である。
　図４で示す実線の矢印は、第２の筐体部３１が主に光源１の発熱を放熱するための第１
熱伝達経路として機能することを表している。また、図４で示す点線の矢印は、第１の筐
体部３０及び口金部４が主に点灯回路５の発熱を放熱するための第２熱伝達経路として機
能することを表している。
　本実施の形態１に係る照明ランプ１００は、空隙７が形成される第１の筐体部３０及び
第２の筐体部３１を有しているので、光源１の熱を、第１の熱伝達経路を介して逃がすこ
とができ、光源１の熱が点灯回路５側に伝達されることを抑制することができる。
【００２９】
　本実施の形態１に係る照明ランプ１００は、空隙７が形成される第１の筐体部３０及び
一端側に口金部４が接続されている第２の筐体部３１を有しているので、点灯回路５が駆
動することで発生する熱を、第２の熱伝達経路を介して逃がすことができる。
【００３０】
　本実施の形態１に係る照明ランプ１００は、第１の筐体部３０が円筒状に形成されたも
のであり、第１の筐体部３０内の収容容積が低減してしまうことを抑制している。これに
より、点灯回路５が大容量化しても、第１の筐体部３０内に点灯回路５を収容することが
でき、照明ランプ１００内の限られた空間を有効に利用することができる。
【００３１】
　本実施の形態１に係る照明ランプ１００は、たとえば、第１の筐体部３０と第２の筐体
部３１との間に別途断熱材を設けたりするものではなく、量産性（組立性及び経済性）が
低減してしまうことを抑制することができる。
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【００３２】
　本実施の形態１では、ＬＥＤ基板１１と第２の筐体部３１との固定の方法としてネジ９
、開口３１０、開口３１１、第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４を利用した場合を例
に説明したが、それに限定されるものではなく、たとえば接着部材を利用したり、係止構
造を設けたりして実現しても、本実施の形態１に係る照明ランプ１００と同様の効果を得
ることができる。
【００３３】
　なお、本実施の形態１では、第１の筐体部３０が絶縁性の素材で構成され、第２の筐体
部３１が熱伝導性の素材で構成される場合を例に説明したが、それに限定されるものでは
なく、たとえば、第１の筐体部３０が熱伝導性の素材で構成され、第２の筐体部３１が絶
縁性の素材で構成されていてもよい。また、両方とも絶縁性の素材で構成してもよいし、
両方とも熱伝導性の素材で構成してもよい。ただし、本実施の形態１のように、第１の筐
体部３０が絶縁性の素材で構成され、第２の筐体部３１が熱伝導性の素材で構成される場
合の方が、より光源１の熱が点灯回路５側に伝達されることを抑制する効果を得ることが
できる。
【００３４】
　本実施の形態１では、収容部３０９の他端側（光源１側）に、点灯回路５を第１の筐体
部３０内に収容するのに利用される開口部９０が形成されている場合を例に説明したが、
この開口部９０の位置に、蓋状の遮蔽壁を配設してもよい。この場合には、遮蔽壁を構成
する材料としては、第１の筐体部３０と同様に絶縁性の素材を採用するとよい。また、遮
蔽壁を構成する絶縁性の素材としては、熱伝導度の小さい樹脂などを選定するとその分、
光源１側の熱が点灯回路５側に伝達されるのをより高効率に抑制することができる。
【００３５】
　本実施の形態１では、点灯回路５を支持する構成として、第１リブ３０１、第２リブ３
０２、及び収容部３０９の円筒状の内側面を利用する場合を例に説明したが、それに限定
されるものではない。たとえば、点灯回路５の仕様（特に大きさ、質量）に応じて、点灯
回路５をより強固に支持する必要がある場合には、収容部３０９及び点灯回路５に係止構
造を具備されてもよい。
【００３６】
　第１の筐体部３０の内部に、たとえば、熱硬化性のシリコン樹脂などの充填部材などを
充填してもよい。これにより、点灯回路５の第１の筐体部３０内におけるガタつきを抑制
することができる。
　また、第１の筐体部３０の内部に、第１の筐体部３０よりも熱伝導性が高い充填部材な
どを充填してもよい。これにより、空隙７の断熱層を利用して光源１側から点灯回路５側
に熱が伝達されることを抑制することを確保しながらも、より高効率に点灯回路５が駆動
することで発生する熱を口金部４側に逃がすことができる。
【００３７】
実施の形態２．
　図５は、実施の形態２に係る照明ランプ１００ａの水平断面図であって図１及び図２に
示すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。実施の形態２では、実施の形態１と同様の構
成については同じ符号を付して説明し、実施の形態１との相違点について中心に説明する
。
　実施の形態２では、第１の筐体部３０ａの収容部３０９ａに、平面部３０５を形成した
ものである。すなわち、実施の形態１では、収容部３０９が円筒状部材であったが、実施
の形態２の収容部３０９ａは、収容部３０９を水平断面視したときに、予め設定された径
の円における弦に対応する平面部３０５と、予め設定された径の円の円弧に対応する曲面
部３１４とが形成された形状となっている。平面部３０５と第２の筐体部３１との間の第
２の空隙Ｄ２は、曲面部３１４と第２の筐体部３１との間の第２の空隙Ｄ２よりも大きく
なっている。
【００３８】
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［実施の形態２に係る照明ランプ１００ａの有する効果］
　本実施の形態２に係る照明ランプ１００ａは、実施の形態１に係る照明ランプ１００の
有する効果に加えて次の効果を有する。すなわち、本実施の形態２に係る照明ランプ１０
０ａは、平面部３０５と第２の筐体部３１との間の第２の空隙Ｄ２を広げるように収容部
３０９を形成したので、回路部品５０１のうち、回路基板５００を境にして平面部３０５
側に取り付けられているものに、光源１側の熱が伝達されることを高効率に抑制すること
ができる。
【００３９】
　なお、この平面部３０５は、光源１側から口金部４側にかけて延びるように形成されて
いるものとして説明するが、それに限定されるものではない。たとえば、回路部品５０１
が取り付けられている位置にだけ、平面部３０５を形成するようにしても、本実施の形態
２に係る照明ランプ１００ａの有する効果と同様の効果を得ることができる。また、平面
部３０５は、平面に限定されるものではなく、曲面を有していても、本実施の形態２に係
る照明ランプ１００ａの有する効果と同様の効果を得ることができる。
【００４０】
実施の形態３．
　図６は、実施の形態３に係る照明ランプ１００ｂの水平断面図であって図１及び図２に
示すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。実施の形態３では、実施の形態１、２と同様
の構成については同じ符号を付して説明し、実施の形態１、２との相違点について中心に
説明する。
　実施の形態３は、実施の形態２に係る照明ランプ１００ａの態様とは次の点で異なって
いる。すなわち、実施の形態３では、曲面部３１４と第２の筐体部３１ｂとを当接させて
いる。
　この実施の形態３は、光源１からの熱伝達を抑制したい部分（図６下側）と、点灯回路
５からの熱伝達を促進させたい部分（図６上側）とがある場合に好適な構成である。たと
えば、回路基板５００を境にして平面部３０５が形成されている側に発熱量が小さい回路
部品５０１を配置し、基板を境にして平面部３０５が形成されていない側に発熱量が大き
い回路部品５０１を配置する。この場合には、発熱量が小さい回路部品５０１を光源１側
から伝達される熱から保護すること、及び、発熱量の大きい回路部品５０１の熱を口金部
４側だけでなく第２の筐体部３１ｂ側から放熱させることができる。
【００４１】
［実施の形態３に係る照明ランプ１００ｂの有する効果］
　本実施の形態３に係る照明ランプ１００ｂは、実施の形態１に係る照明ランプ１００の
有する効果に加えて次の効果を有する。すなわち、本実施の形態３に係る照明ランプ１０
０ｂは、光源１からの熱伝達を抑制したい回路部品５０１、及び、光源１からの熱伝達の
抑制よりも放熱促進をしたい回路部品５０１の両方がある場合に、いずれも満足させるこ
とができる。
【００４２】
実施の形態４．
　図７は、実施の形態４に係る照明ランプ１００ｃの水平断面図であって図１及び図２に
示すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。実施の形態４では、実施の形態１～３と同様
の構成については同じ符号を付して説明し、実施の形態１～３との相違点について中心に
説明する。実施の形態４に係る照明ランプ１００ｃの第２の筐体部３１ｃの筒状部３１Ｂ
ｃは、内面の断面形状が正六角形となるように形成されたものである。このような態様の
第２の筐体部３１ｃであっても実施の形態１に係る照明ランプ１００と同様の効果をえる
ことができる。
【００４３】
　図８は、実施の形態４に係る照明ランプ１００ｃの変形例（照明ランプ１００ｄ）であ
る。なお、図７の態様に限定されるものではない。図８に示すように、第２の筐体部３１
ｄの筒状部３１Ｂｄの内面の断面形状が正八角形であってもよい。
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【００４４】
［実施の形態４に係る照明ランプ１００ｃ及び照明ランプ１００ｄの有する効果］
　実施の形態４に係る照明ランプ１００ｃ及び照明ランプ１００ｄは、実施の形態１に係
る照明ランプ１００と同様の効果を有する。また、実施の形態４に係る照明ランプ１００
ｃ及び照明ランプ１００ｄの態様と、実施の形態２に係る照明ランプ１００ａ及び実施の
形態３に係る照明ランプ１００ｂの態様とを適宜組み合わせてもよい。
【００４５】
　実施の形態４では、筒状部３１Ｂｃの内面の断面形状が正六角形及び正八角形である場
合を例に説明したが、それに限定されるものではない。すなわち、多角形の角数は限定さ
れないし、多角形の各数の偶奇も限定されないし、辺の長さが等しい正多角形にも限定さ
れるものではない。
　なお、角数に関しては、第１の筐体部３０の容積と、空隙７の容積（＝断熱効果）と、
第２の筐体部３１ｃ、３１ｄの外形サイズと、のバランスを勘案して設定するとよい。角
数を少なくした場合（たとえば三角形だと）には、第２の筐体部３１の容積が減少するの
で、第１の筐体部３０の容積が少なくなるように第１の筐体部３０の形状を設定したり、
第２の筐体部３１ｃ、３１ｄの外形サイズを増大させたりするとよい。
【００４６】
実施の形態５．
　図９は、実施の形態５に係る照明ランプ１００ｅの水平断面図であって図１及び図２に
示すＡ－Ａに対応する部分の断面図である。実施の形態５では、実施の形態１～４と同様
の構成については同じ符号を付して説明し、実施の形態１～４との相違点について中心に
説明する。実施の形態４では、第２の筐体部３１ｃの筒状部３１Ｂｃの内面の断面形状を
、正多角形としたが、実施の形態５では、第１の筐体部３０ｅの内面及び外面の断面形状
を、正多角形としたものである。図９の態様では、第１の筐体部３０ｅの収容部３０９ｅ
の内面及び外面の断面形状を、正六角形としている。
【００４７】
　図１０は、実施の形態５に係る照明ランプ１００ｅの変形例（照明ランプ１００ｆ）で
ある。図１０に示すように、第１の筐体部３０ｆの収容部３０９ｆの内面及び外面の断面
形状を、正八角形としてもよい。
【００４８】
［実施の形態５に係る照明ランプ１００ｅ及び照明ランプ１００ｆの有する効果］
　実施の形態５に係る照明ランプ１００ｅ及び照明ランプ１００ｆは、実施の形態１に係
る照明ランプ１００と同様の効果を有する。また、実施の形態５に係る照明ランプ１００
ｅ及び照明ランプ１００ｆの態様と、実施の形態２～４に係る照明ランプ１００ａ～１０
０ｄの態様とを適宜組み合わせてもよい。
【００４９】
　実施の形態５では、第１の筐体部３０ｅの収容部３０９ｅ及び第１の筐体部３０ｆの収
容部３０９ｆの内面及び外面の断面形状が正六角形及び正八角形である場合を例に説明し
たが、それに限定されるものではない。すなわち、多角形の角数は限定されないし、多角
形の各数の偶奇も限定されないし、辺の長さが等しい正多角形にも限定されるものではな
い。なお、角数に関しては、第１の筐体部３０ｅ及び第１の筐体部３０ｆの容積と、空隙
７の容積（＝断熱効果）と、第２の筐体部３１の外形サイズと、のバランスを勘案して設
定するとよい。
【００５０】
実施の形態６．
　図１１は、実施の形態６に係る照明ランプ１００ｇの縦断面図である。図１２は、実施
の形態６に係る照明ランプ１００ｇの係止構造の拡大説明図である。実施の形態６では、
実施の形態１～５と同様の構成については同じ符号を付して説明し、実施の形態１～５と
の相違点について中心に説明する。
　実施の形態１においてはネジ９を第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４に挿入して第
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１の筐体部３０と第２の筐体部３１とを固定していたが、実施の形態６では収容部３０９
ｇに第１ボス部３０３及び第２ボス部３０４を形成せず、その代わりに第１の筐体部３０
ｇの収容部３０９ｇ及び第２の筐体部３１ｇの筒状部３１Ｂｇに係止構造である係止部６
を形成したものである。
【００５１】
　第１の筐体部３０ｇの収容部３０９ｇの一端側、より詳細には、収容部３０９ｇのうち
錐状部３０７が接続されている側には、第１の筐体部３０ｇ側から第２の筐体部３１ｇ側
に突出するように形成された挿入鉤３０６が形成されている。
　第２の筐体部３１ｇの筒状部３１Ｂｇの一端側の内側面には、挿入鉤３０６が挿入され
る挿入溝３１３が形成されている。挿入溝３１３の形状は、図１２に示す例では、紙面下
側から紙面上側（口金部４側から光源１側）に延出した後に、筒状部３１Ｂｇの内側面の
周方向に延出し、その後、紙面上側から下側（光源１側から口金部４側）に延出した形状
を有している。
【００５２】
　次に、照明ランプ１００ｇの組み立て方について説明する。
　まず、照明ランプ１００ｇを組み立てる者は、挿入鉤３０６が、相対的に光源１側に移
動するように挿入溝３１３に挿入鉤３０６を挿入する。次に、挿入鉤３０６が、相対的に
第２の筐体部３１ｇに対して回転するように第１の筐体部３０ｇ或いは第２の筐体部３１
ｇを回転させる。そして、挿入鉤３０６が、相対的に口金部４側に移動するよう挿入溝３
１３に沿って挿入鉤３０６を移動させる。
【００５３】
［実施の形態６に係る照明ランプ１００ｇの有する効果］
　実施の形態６に係る照明ランプ１００ｇは、実施の形態１に係る照明ランプ１００と同
様の効果を有する。
　また、第１の筐体部３０ｇと第２の筐体部３１ｇとは、係止部６のみで固定し、実施の
形態１におけるネジ９、第１ボス部３０３、及び第２ボス部３０４を削減することができ
るため、量産性（組立性及び経済性）で利点がある。さらに、実施の形態６に係る照明ラ
ンプ１００ｇの態様と、実施の形態２～５に係る照明ランプ１００ａ～１００ｆの態様と
を適宜組み合わせてもよい。
【００５４】
　なお、製品の仕様に応じて堅牢な構成とする必要がある場合は、係止部６だけでなく、
別途、接着部材、ネジなどを併用して第１の筐体部３０ｇと第２の筐体部３１ｇとを固定
してもよい。
【００５５】
実施の形態７．
　上記実施の形態１～６で示した照明ランプ１００～１００ｇは、この照明ランプの口金
部に嵌合するソケットおよび１つあるいは複数の照明ランプを収容する筐体と組み合わさ
れて、照明装置を構成することができる。図１３は、実施の形態１～６に係る照明ランプ
１００～１００ｇが適用された照明装置１５０の構成を示す断面図である。なお、図１３
では、実施の形態１に係る照明ランプ１００が適用された場合を例に示している。
【００５６】
　図１３に示すように、照明装置１５０は、照明ランプ１００～１００ｇを内包する器具
本体１７０と、照明ランプ１００の口金部４（図１参照）が取り付けられるソケット１６
０と、器具本体１７０内に設けられ照明ランプ１００から出射される光を反射するリフレ
クタ１８０とを備える。
　図１３に例示する照明装置１５０は、天井１９０に形成された開口部に挿入され、天井
１９０側から室内を照明する照明装置である。このような天井取り付け型の照明装置のほ
か、たとえば、壁に設置される照明装置、卓上に載置される照明装置などに、実施の形態
１～６で示した照明ランプ１００～１００ｇを適用することができる。
【００５７】
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　実施の形態１～７に示した照明ランプ１００、１００ａ、１００ｂ、１００ｃ、１００
ｄ、１００ｅ、１００ｆ、１００ｇの第２の筐体部３１、３１ｂ、３１ｃ、３１ｄ、３１
ｇは、さらに放熱を促進させる目的で、外側面の少なくとも一部について、表面積を拡大
させた形状（フィン、溝など）としてもよい。
【符号の説明】
【００５８】
　１　光源、２　グローブ、３　筐体、４　口金部、５　点灯回路、６　係止部、７　空
隙、９　ネジ（固定手段）、１０　ＬＥＤ、１１　ＬＥＤ基板、３０　第１の筐体部、３
０ａ　第１の筐体部、３０ｅ　第１の筐体部、３０ｆ　第１の筐体部、３０ｇ　第１の筐
体部、３１　第２の筐体部、３１Ａ　取付部、３１Ｂ　筒状部、３１Ｂｃ　筒状部、３１
Ｂｄ　筒状部、３１Ｂｇ　筒状部、３１ｂ　第２の筐体部、３１ｃ　第２の筐体部、３１
ｄ　第２の筐体部、３１ｇ　第２の筐体部、９０　開口部、１００、１００ａ、１００ｂ
、１００ｃ、１００ｄ、１００ｅ、１００ｆ、１００ｇ　照明ランプ、１５０　照明装置
、１６０　ソケット、１７０　器具本体、１８０　リフレクタ、１９０　天井、３０１　
第１リブ、３０２　第２リブ、３０３　第１ボス部（ボス部）、３０４　第２ボス部（ボ
ス部）、３０５　平面部、３０６　挿入鉤（第１の係止部）、３０７　錐状部、３０８　
嵌合部、３０９、３０９ａ、３０９ｅ、３０９ｆ、３０９ｇ　収容部、３１０、３１１、
３１２　開口、３１３　挿入溝（第２の係止部）、３１４　曲面部、５００　回路基板、
５０１　回路部品、Ｄ１　第１の空隙、Ｄ２　第２の空隙。

【図１】 【図２】

【図３】
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