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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ソケット装置に対し、着脱可能に装着される係合手段を有するランプ本体と；
ランプ本体内に収容される発光部と；
　ランプ本体内に収容され発光部を点灯制御する制御装置と；
係合手段を間にした一側方に隣接して位置し、ランプ本体の円周方向に配設され、制御装
置に接続される電源用口金部材；
　係合手段を間にした他側方に隣接して位置し、ランプ本体の円周方向に配設され、制御
装置に接続される信号用口金部材と；
　ソケット装置に装着状態で放熱体と接触する導熱体と；
を具備していることを特徴とする口金付ランプ。
【請求項２】
ランプ本体は、中央から突出し、ソケット装置に装着される突出部を有し、放熱体は、ソ
ケット装置に装着された突出部の端面と面接触することを特徴とする請求項１記載の口金
付ランプ。
【請求項３】
　口金付ランプが着脱可能に装着される係合手段を有するソケット本体と；
　係合手段を間にした一側方に隣接して位置し、ソケット本体の円周方向に配設され、口
金付ランプの電源用口金部材が接続される電源用端子部材と；
　係合手段を間にした他側方に隣接して位置し、ソケット本体の円周方向に配設され、口
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金付ランプの信号用口金部材が接続される信号用端子部材と；
を具備していることを特徴とするソケット装置。
【請求項４】
　請求項１または２記載の口金付ランプと；
　請求項３記載のソケット装置と；
を具備していることを特徴とする照明器具。
【請求項５】
　前記係合手段と前記電源用口金部材あるいは前記信号用口金部材が、ランプ本体の径方
向および円周方向にずれて配設されていることを特徴とする請求項１記載の口金付ランプ
。
【請求項６】
　前記係合手段と前記電源用端子部材あるいは前記信号用端子部材が、前記ソケット本体
の円周方向にずれて配設されていることを特徴とする請求項３記載のソケット装置。
【請求項７】
　前記電源用端子部材あるいは前記信号用端子部材は、電線を挿入する電線挿入部と、先
端部分を折り曲げて形成した接触部を有する端子片とを有し、口金付ランプの前記電源用
口金部材または前記信号用口金部材が、回転する動作に伴い前記接触部に接触し、電線を
挿入する方向が前記電源用端子部材または前記信号用端子部材が配設される円周の接線方
向であることを特徴とする請求項３記載のソケット装置。
【請求項８】
　ソケット本体を支持する支持部材がソケット本体面上に設けられ、前記電源用端子部材
あるいは前記信号用端子部材から伸びる電線上の延長上に、前記支持部材が位置しないこ
とを特徴とする請求項３記載のソケット装置。
【請求項９】
　前記ランプ本体は、一端部側の開口部には基板支持部が形成され、他端部側は環状の支
持段部と円柱状の突出部が形成され、突出部の外底面に形成された面は平坦な面であるこ
とを特徴とする請求項２記載の口金付ランプ。
【請求項１０】
　前記係合手段は、前記突出部の外周面に設けられ、回動操作によって着脱可能に装着さ
れることを特徴とする請求項９記載の口金付ランプ。
【請求項１１】
　前記電源用口金部材は、軸部とベース部を有する一対の口金ピンで構成され、ランプ本
体の環状の支持段部に、係合手段に隣接して位置し、一対の軸部がランプ本体の外底面か
ら外方に突出して設けられると共に、ベース部が制御装置と電気的に接続されることを特
徴とする請求項１０記載の口金付ランプ。
【請求項１２】
　前記信号用口金部材は、軸部とベース部を有する一対の口金ピンで構成され、ランプ本
体の環状の支持段部に、係合手段に隣接して位置し、一対の円柱状の軸部がランプ本体の
外底面から外方に突出して設けられると共に、ベース部が制御装置と電気的に接続されて
おり、前記電源用口金部材と前記信号用口金部材が、係合手段両側方に互いに所定の寸法
をもって離間しランプ本体の同一円周上に配設されることを特徴とする請求項１１記載の
口金付ランプ。
【請求項１３】
　前記ソケット本体は中央部に貫通した支持孔を有し、支持孔の内周面には、前記口金付
ランプが回動操作によって着脱可能に装着される係合手段が形成されることを特徴とする
請求項３記載のソケット装置。
【請求項１４】
　前記ソケット本体は、ソケット本体の裏面側には、ソケット本体を支持するための支持
部材が設けられ、支持部材は、筒状をなすシリンダーと、シリンダー内に挿入されるボル
トと、ボルトに挿通されるスプリングを有することを特徴とする請求項１３記載のソケッ
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ト装置。
【請求項１５】
　前記電源用端子部材と前記信号用端子部材が、係合手段を間にして、互いに所定の寸法
をもって離間し、かつ隣り合うように位置してソケット本体の同一円周上に配設されるこ
とを特徴とする請求項１４記載のソケット装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、調光等の制御に対応することが可能な口金付ランプ、ソケット装
置および照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ショーケース用照明や棚下灯など、狭い空間に適したフラットな薄形構造のコン
パクト形蛍光ランプが用いられている。近年、この蛍光ランプに代わって、寿命が長く、
また消費電力の少ない固体発光素子である発光ダイオードを光源として採用したフラット
な薄形構造の口金付ＬＥＤランプが提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２０１０－１２９４８８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　この種のＬＥＤランプは、一般的にＧＸ５３形の口金を有し、この口金を接続すること
が可能なソケット装置に対し、着脱が可能になるように装着されて照明器具が構成されて
いる。一方、この種のＬＥＤランプにおいては、調光等の制御に対応することが可能な口
金付ランプおよびソケット装置が要望され、これら制御を安定して行うために、ソケット
装置に接続される電源線からのノイズの影響を、信号線が受け難くするように如何に構成
するかが課題となる。また、同時に、ランプおよびソケット装置、さらには照明器具の小
形化を阻害しないように、これら電源線や信号線の配線を如何に簡素化するかが課題とな
る。
【０００５】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、ノイズの影響を少なくする口金付ランプ
、ソケット装置および照明器具を提供しようとするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の一実施形態における口金付ランプは、ソケット装置に対し、着脱可能に装着さ
れる係合手段を有するランプ本体を具備し、発光部はランプ本体内に収容される。発光部
を点灯制御する制御装置は、ランプ本体内に収容される。制御装置に接続される電源用口
金部材は、係合手段を間にした一側方に隣接して位置し、ランプ本体の円の軌跡上に配設
される。制御装置に接続される信号用口金部材は、係合手段を間にした他側方に隣接して
位置し、ランプ本体の円周方向に配設される。そして、ソケット装置に装着状態で放熱体
と接触する導熱体を具備する。
【０００７】
　また、本発明の一実施形態におけるソケット装置は、口金付ランプが着脱可能に装着さ
れる係合手段を有するソケット本体を具備し、口金付ランプの電源用口金部材が接続され
る電源用端子部材は、係合手段を間にした一側方に隣接して位置し、ソケット本体の円周
方向に配設される。口金付ランプの信号用口金部材が接続される信号用端子部材は、係合
手段を間にした他側方に隣接して位置し、ソケット本体の円の軌跡上に配設される。
【発明の効果】
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【０００８】
　本発明の一実施形態によれば、ノイズの影響を少なくする口金付ランプ、ソケット装置
および照明器具を提供することが可能になる。
【図面の簡単な説明】
【０００９】
【図１】本発明の実施形態である口金付ランプを示し、（ａ）は斜視図、（ｂ）は図　　
２のｂ－ｂ線に沿う断面斜視図、（ｃ）は信号用口金部材を取り出して示す断面図。
【図２】同じく口金付ランプを、カバー部材を取り外して示す上面図。
【図３】同じく口金付ランプの底面図。
【図４】同じく口金付ランプにおける制御装置の回路ブロック図。
【図５】同じくソケット装置を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は側面図。
【図６】同じくソケット装置を示し、（ａ）は表面側から見た斜視図、（ｂ）は係合　　
手段を拡大して示す正面図。
【図７】同じくソケット装置を裏面側から見た斜視図。
【図８】同じく口金付ランプおよびソケット装置における係合手段の作動と支持部材　　
および電気接続の状態を模式的に示した図で、（ａ）は係合手段が係合した状態を示す図
、（ｂ）は係合手段が係合していない状態を示す図。
【図９】同じくソケット装置における端子板を示し、（ａ）は端子板が端子ケースに収容
された状態を示す斜視図、（ｂ）は端子板の斜視図。
【図１０】同じく口金付ランプをソケット装置に装着する状態を示す斜視図。
【図１１】同じく口金付ランプをソケット装置に装着する状態を示し、（ａ）はソケット
装置の表面図、（ｂ）は口金部材の裏面図。
【図１２】同じく口金付ランプをソケット装置に装着した照明器具を示し、（ａ）はダウ
ンライトを天井に設置した状態を示す断面図、（ｂ）は（ａ）図の口金付ランプおよびソ
ケット装置を切断して示す断面斜視図。
【図１３】同じく口金付ランプの変形例を示し、（ａ）は第1の変形例を示す図１（ｂ）
に相当する断面図、（ｂ）は第１の変形例を示す図２に相当する断面図。
【図１４】同じく口金付ランプの変形例を示し、（ａ）は第２の変形例を示す図１（ｂ）
に相当する断面図、（ｂ）は第３の変形例を示す図１（ｂ）に相当する断面図。
【図１５】同じく照明器具の変形例を示し、（ａ）は上面図、（ｂ）は（ａ）図のＡ－Ａ
線に沿う断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１０】
　以下、口金付ランプ、ソケット装置および照明器具の実施形態について説明する。
【実施形態１】
【００１１】
　先ず、口金付ランプの構成につき説明する。本実施形態の口金付ランプは、ピン状の口
金部材が設けられたフラットな薄形構造の口金付ランプ１０を構成するもので、図１～図
４に示すように、ソケット装置に対し回動操作によって着脱可能に装着される係合手段１
１ｆを有するランプ本体１１、ランプ本体内に収容される発光部１２、ランプ本体内に収
容され発光部を点灯制御する制御装置１３、係合手段を間にした一側方に隣接して位置し
ランプ本体の円周方向に配設され制御装置１３に接続される電源用口金部材１４、係合手
段を間にした他側方に隣接して位置しランプ本体の円周方向に配設され制御装置１３に接
続される信号用口金部材１５で構成する。
【００１２】
　ランプ本体１１は、放熱性を高めるために熱伝導性の良好な金属、本実施形態では、ア
ルミニウムで構成された横断面の平面形状が略円形の皿形をなし、一端部側の開口部１１
ａには、円形の凹段部からなる基板支持部１１ｂが一体に形成される。基板支持部は、そ
の凹段部の底面が平坦な面になるように形成され、周囲にリング状をなす凸条部１１ｃが
一体に形成される。また、ランプ本体１１の他端部側は外底面に環状の支持段部１１ｄが
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形成されるように内部を凹嵌部にした円柱状の突出部１１ｅが一体に形成される。突出部
１１ｅの外底面に形成された本実施形態における導熱体としての導熱面１１ｇは、器具側
の放熱体３４に対し熱的に密着して支持するために平坦な面に形成される。これにより、
ランプ本体１１は、後述する電源用口金部材１４と信号用口金部材１５に囲まれた中央部
分から突出し、ソケット装置２１に装着される突出部１１ｅを有し、器具側の放熱体３４
は、ソケット装置２１に装着された突出部１１ｅの端面と面接触する。
【００１３】
　また、この突出部１１ｅの突出寸法は、後述するソケット本体２１の支持孔２１ａの孔
深さ寸法より大きく形成し、ランプ本体１１をソケット本体２１に装着した際に、突出部
１１ｅの端面の導熱面１１ｇが支持孔２１ａから突出するように構成されている。なお、
突出部１１ｅの端面の導熱面１１ｇの平面上には、ＬＥＤからの熱を効率よく熱伝導させ
るための、シリコーン樹脂等の伝熱シートを介在させることで、一層放熱効果を高めるこ
とができる。
【００１４】
　突出部１１ｅの外周面には、係合手段１１ｆを形成する。係合手段は、後述するソケッ
ト装置２０に設けられる係合手段２１ａ１に対し着脱可能に装着するための手段で、本実
施形態では、口金付ランプ１０の係合手段を突出部１１ｅの外周面に係合突起を一体に突
出させることにより構成した。（以下、口金付ランプの係合手段１１ｆを「係合突起１１
ｆ」と称す）。
【００１５】
　係合突起１１ｆは、図３に示すように、ランプ本体１１の中心ｏから直径方向に１２０
°の角度をもった突出部１１ｅにおける外周面に対し、均等の間隔を有して３個が形成さ
れ、各係合突起１１ｆは略正方形をなす同一の形状をなしている。これら構成のランプ本
体１１は、例えば、鋳造、鍛造または切削加工等で加工される。本実施形態では、アルミ
ダイカストで構成した。
【００１６】
　発光部１２は、固体発光素子１２ａと固体発光素子を実装した基板１２ｂからなる。固
体発光素子は、本実施形態では発光ダイオード（以下「ＬＥＤ１２ａ」と称す）で構成し
、複数個、本実施形態では６個のＳＭＤタイプのＬＥＤからなる。なお、ＬＥＤとしては
、複数個のＬＥＤチップおよびこのＬＥＤチップにより励起される蛍光体により白色（昼
白色、昼光色、電球色を含む）を発光するタイプのいわゆるＣＯＢ形であってもよい。
【００１７】
　基板１２ｂは、熱伝導性の良好な金属、本実施形態では平板状の薄い円形の板状をなす
アルミニウムで構成され、その表面（図１（ｂ）中の上面）にシリコーン樹脂等の電気絶
縁層を介して銅箔からなる配線パターンが形成され、この配線パターン上に６個の各ＬＥ
Ｄ１２ａが略同心円状をなすように略等間隔に配設されて実装される（図２）。これによ
り円形で板状をなす基板１２ｂに、６個のＬＥＤ１２ａが円形基板の中心に対して略点対
称となるように配設された発光モジュールからなる発光部１２が構成される。
【００１８】
　上記に構成された発光部１２は、本体１１の一端部側に形成された基板支持部１１ｂに
電気絶縁を図り、かつ密着されるように配設され、また、必要に応じてシリコーン樹脂等
で構成された電気絶縁シート等（図示せず）を介して、平坦な面をなす基板支持部１１ｂ
の底面にネジ等の固定手段１２ｃを用い密着して固定する。
【００１９】
　これにより、ランプ本体１１の一端部側に発光部１２が収容されると共に、基板１２ｂ
の裏面がランプ本体１１の基板支持部１１ｂに確実に密着され、基板１２ｂが熱伝導性の
良好なアルミニウムで構成されていることと相まって、ＬＥＤ１２ａから発生する熱を効
果的にアルミニウムからなるランプ本体１１に伝達し放熱させることができる。上記構成
により、６個のＬＥＤ１２ａを実装した基板１２ｂからなる発光部１２の光軸ｙ－ｙが、
ランプ本体１１の中心軸ｘ－ｘに略合致し、全体として上面視で略円形の発光面を有する
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光源部が構成される。
【００２０】
　制御装置１３は、図４の回路ブロック図に示すように、交流電圧１００Ｖを直流電圧２
４Ｖに変換してＬＥＤ１２ａに定電流の直流電流を供給する点灯回路１３ａと、外部から
の制御信号により発光部１２を点灯・消灯・調光・調色等、本実施形態では、点灯・消灯
、調光を行う制御回路１３ｂで構成する。これら点灯回路１３ａおよび制御回路１３ｂを
構成する電子部品１３ｃは、図１（ｂ）に示すように、円形の平板状のガラスエポキシ製
の回路基板１３ｄに実装される。回路基板１３ｄは片面または両面に回路パターンが形成
され、その実装面に複数の小形の電子部品１３ｃが実装されてランプ本体１１内に収容さ
れる。
【００２１】
　なお、本実施形態において、これら電子部品１３ｃは、次のようにしてランプ本体１１
内に収容される。すなわち、発熱を伴う部品、例えば、スイッチングトランジスタ１３ｃ
１は、回路基板１３ｄからリードワイヤにより離間させて、ランプ本体１１の内底面に密
着させて収容する。また、比較的大きなリード部品、例えば、カレントトランス１３ｃ２
は、ランプ本体の突出部１１ｅによって形成される凹嵌部内に収容する。これにより、発
熱を伴うスイッチングトランジスタ１３ｃ１の熱は、アルミニウムからなるランプ本体１
１から外部に放熱され、温度上昇が抑制される。同時に、大きな部品は突出部１１ｅ、す
なわち、凹嵌部内に収容され、ランプ本体１１のフラットな薄形構造を形成している。
【００２２】
　上記に構成された回路基板１３ｄは、耐熱性および電気絶縁性を有する合成樹脂、本実
施例では、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）製の支持脚１３ｅを介してランプ本体
１１内に、発光部１２の基板１２ｂの下方で、かつランプ本体の内底面から所定の間隔を
有するようにして配設され支持される。図１（ｂ）中、１３ｆは遮熱板で、ＰＢＴなどの
耐熱性で電気絶縁性を有し、かつ熱絶縁性を有する合成樹脂で円板状に形成され、回路基
板１３ｄの上面中央部に隙間を有するように支持され、発光部１２の基板１２ｂと回路基
板１３ｄとの間に介在することによって、基板１２ｂと回路基板１３ｄ間の互いの熱的影
響を遮断させている。なお、制御装置１３を構成する回路基板１３ｄの出力端子と、発光
部１２の基板１２ｂの入力端子がリード線（図示せず）によって接続される。
【００２３】
　また、点灯回路１３ａおよび制御回路１３ｂは、図４の回路ブロック図に示すように構
成される。すなわち、点灯回路１３ａは、ＡＣ／ＤＣコンバータ、整流回路や定電流供給
回路等からなり、商用電源Ｅの交流電圧１００Ｖを直流電圧２４Ｖに変換して各ＬＥＤ１
２ａに定電流の直流電流を供給する。制御回路１３ｂは、マイクロコンピュータ等で構成
され、外部から伝送された制御信号に基づき、点灯・消灯・調光を行うための制御信号を
生成して点灯回路１３ａに供給する。点灯回路１３ａは、この制御信号に基づいて発光部
１２のＬＥＤ１２ａを点灯・消灯・調光を行うように点灯制御する。なお、外部から伝送
される制御信号は、本実施形態においては、部屋の壁面等に設置された既存の白熱電球用
の調光器３７を使用者が操作することによって、これら制御信号が信号線Ｓ１を介して制
御回路１３ｂに伝送される。図中１４はソケット装置２０を介して商用電源に接続するた
めの電源用口金部材、１５はソケット装置２０を介して制御信号を入力するための信号用
口金部材である。
【００２４】
　また、本実施形態における制御装置１３は、制御回路１３ｂの入力側に外部の調光器３
７からの制御信号を入力するための信号用口金部材１５を有しているが、点灯回路１３ａ
と制御回路１３ｂが電源に対して並列に接続されており、信号用口金部材１５には、信号
線を接続しなくても動作させることができる。このため、調光器３７を設置しない場合は
、調光機能を有さない通常の口金付ランプとして作動させることができる。
【００２５】
　電源用口金部材１４は、図１（ｂ）に示すように、銅や黄銅等の導電性を有する金属、
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本実施形態では黄銅からなり、円柱状をなす軸部１４ａと円板状のベース部１４ｂを有す
るピン形の一対の口金ピンで構成する。この電源用口金部材１４は、ＰＢＴなどの耐熱性
で電気絶縁性を有する合成樹脂で円板状に形成された支持基板１４ｃに樹脂成形により一
体に埋め込まれて支持されている。電源用口金部材１４を一体に埋め込んだ支持基板１４
ｃは一対２個が用意され、ランプ本体１１の環状の支持段部１１ｄに、係合突起１１ｆの
一側方に隣接して形成された円形の一対の支持孔１１ｄ１にそれぞれ嵌めこまれ、シリコ
ーン樹脂やエポキシ樹脂等からなる接着剤で固定されている。
【００２６】
　これにより、図３に示すように、一対の電源用口金部材１４－１、１４－２は、口金付
ランプ１０の係合突起１１ｆ－２、すなわち、係合手段を間にした一側方に隣接して位置
し、ランプ本体１１の円の軌跡上に配設される。そして、電源用口金部材１４の一対の円
柱状の軸部１４ａがランプ本体１１の外底面から外方に突出して設けられると共に、各ベ
ース部１４ｂが制御装置１３とリード線ｗ１によって電気的に接続される。なお、本実施
形態の電源用口金部材１４によれば、ピン形の軸部１４ａの先端部は、図１（ｂ）に一点
鎖線で示すようにランプ本体１１から突出していないため、落下等による外部衝撃で口金
ピンが変形するリスクが低減し、口金変形による口金付ランプのソケット装置に対する装
着不具合を低減させることができる。なお、本構成は後述する信号用口金部材１５も同様
に構成されており、装着不具合を低減させることができる。
【００２７】
　信号用口金部材１５は、図１（ｃ）に示すように、上記の電源用口金部材１４と同様の
形状・寸法を有する銅や黄銅等の導電性を有する金属、本実施形態では黄銅からなり、円
柱状をなす軸部１５ａと円板状のベース部１５ｂを有するピン形の一対の口金ピンで構成
する。この信号用口金部材１５は、ＰＢＴなどの耐熱性で電気絶縁性を有する合成樹脂で
円板状に形成された支持基板１５ｃに樹脂成形により一体に埋め込まれて支持されている
。信号用口金部材１５を一体の埋め込んだ支持基板１５ｃは、一対２個が用意され、ラン
プ本体１１の環状の支持段部１１ｄに、係合突起１１ｆの他側方に隣接して形成された円
形の一対の支持孔１１ｄ１にそれぞれ嵌めこまれ、シリコーン樹脂やエポキシ樹脂等から
なる接着剤で固定されている。
【００２８】
　これにより、図３に示すように、一対の信号用口金部材１５－１、１５－２は、口金付
ランプ１０の係合突起１１ｆ－２、すなわち、係合手段を間にした他側方に隣接して位置
し、ランプ本体１１の円の軌跡上に配設される。また、信号用口金部材１５が配設される
円の軌跡は、電源用口金部材１４の円の軌跡と同一の円の軌跡上に配設され、小形化を阻
害しないように構成している。なお、小形化を阻害しない範囲で、異なる円の軌跡上に配
設するようにしてもよい。そして、信号用口金部材１５の一対の円柱状の軸部１５ａがラ
ンプ本体１１の外底面から外方に突出して設けられると共に、各ベース部１５ｂが制御装
置１３とリード線（図示せず）によって電気的に接続される。
【００２９】
　上記により、図３に示すように、上記電源用口金部材１４と信号用口金部材１５が、係
合突起１１ｆ－２（係合手段）を間にして、係合突起１１ｆ－２両側方に互いに所定の寸
法をもって離間し、かつ隣り合うように位置しランプ本体１１の円の軌跡上に配設される
。これにより、電源用口金部材１４と制御装置１３を接続するリード線ｗ１および信号用
口金部材１５と制御装置１３を接続するリード配線を、係合突起１１ｆ－１の両側方で集
中して１箇所で行うことができ電源線や信号線の配線を簡素化することができ、口金付ラ
ンプ１０の小形化を達成することが可能となる。
【００３０】
　因みに、電源用口金部材１４と信号用口金部材１５が直径方向に対向して位置した場合
には、各電線の配線を直径方向に離間した位置で行う必要があり、また各電線をランプ本
体１１内で引き回す必要が生じるため、引き回し用のスペースが必要となる。このため配
線作業が複雑になるとともに、ランプ本体の小形化の達成が困難となる。
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【００３１】
　また、同時に、電源用口金部材１４と信号用口金部材１５が、係合突起１１ｆ－２を間
にして、係合突起１１ｆ－２の両側方に互いに所定の寸法をもって離間して位置している
ので、信号用のリード線や口金部材１５が電源用のリード線や口金部材１４から発生し易
いノイズを拾い難くすることが可能になる。
【００３２】
　本実施形態における電源用口金部材１４、信号用口金部材１５および３個の係合突起１
１ｆの角度寸法、すなわち、口金付ランプ１０側の角度寸法は、次のようにして配設され
る。すなわち、図３の口金付ランプ１０の底面図に示すように、１２０°の角度で均等な
間隔を有して形成された係合突起１１ｆの内の２個の係合突起１１ｆ―１および係合突起
１１ｆ―２を起点にした中心ｏから直径方向に向かう角度で示すと、係合突起１１ｆ―１
に隣接する一方の電源用口金部材１４－１の直径方向に向かう角度θ１は４５°、他方（
係合突起１１ｆ―１から離間した他方）の電源用口金部材１４－２の直径方向に向かう角
度θ２は９５°である。
【００３３】
 また、係合突起１１ｆ―２に隣接する一方の信号用口金部材１５－１の直径方向に向か
う角度θ１は４５°、他方（係合突起１１ｆ―２から離間した他方）の信号用口金部材１
５－２の直径方向のなす角度θ２は９５°である。
【００３４】
 なお、各角度θ１およびθ２は、各係合突起１１ｆの中心軸線を通る線ａ－ａと、電源
用口金部材１４および信号用口金部材１５のそれぞれの円柱状をなす軸部１４ａ、１５ａ
の軸心を通る線ｂ－ｂがなす角度である。また、口金付ランプ１０のソケット装置２０に
対する回動角α１は１５°である。なお、円柱状をなす軸部１４ａ、１５ａの直径φ１は
約２．５ｍｍ、ランプ本体１１の支持段部１１ｄからの突出寸法ｈ１は約６ｍｍ、凹嵌部
１１ｅの外径ｄ１は約６５ｍｍである。上述の角度および寸法は、製造誤差の範囲で±さ
れることが許容される。なお、上記において、一対の電源用口金部材１４と一対の信号用
口金部材１５の位置関係は、逆にしてもよい。
【００３５】
　次に、カバー部材１６は、図１に示すように、ランプのグローブを構成するもので、透
光性を有する透明または光拡散性を有する半透明の部材、本実施形態では乳白色のガラス
で構成され、一端部側に開口部１６ａを設けた扁平な曲面形状に形成されている。開口部
１６ａを囲む縁部は円筒状の側壁部１６ｂとなるとともに、この開口部に対向する正面は
、滑らかな曲面状に形成されている。上記に構成したカバー部材１６は、ランプ本体１１
の発光部１２を覆うように対向して設けられ、開口部１６ａをランプ本体１１の一端部側
の凸条部１１ｃ内面に所定の重ね代を有して嵌め込み、さらに、シリコーン樹脂やエポキ
シ樹脂等の接着剤を用いて固定する。上記によりランプ本体１１の一端部側にカバー部材
１６およびＬＥＤ１２ａからなる発光部１２が設けられ、他端部側にピン形の電源用口金
部材１４および信号用口金部材１５が設けられたフラットな薄形構造の口金付ランプ１０
が構成される。
【００３６】
　次に、ソケット装置の構成につき説明する。本実施形態のソケット装置は、上記の口金
付ランプ１０のピン形の電源用口金部材１４および信号用口金部材１５が電気的に接続さ
れ、照明器具３０に組み込まれて使用されるソケット装置を構成するもので、図５～図１
０に示すように、口金付ランプ１０が回動操作によって着脱可能に装着される係合手段２
１ａ１を有するソケット本体２１、係合手段を間にした一側方に隣接して位置しソケット
本体２１の円の軌跡上に配設され口金付ランプ１０の電源用口金部材１４が接続される電
源用端子部材２２、係合手段を間にした他側方に隣接して位置しソケット本体２１の円の
軌跡上に配設され、口金付ランプ１０の信号用口金部材１５が接続される信号用端子部材
２３で構成する。
【００３７】
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　ソケット本体２１は、耐熱性・耐候性を有し、電気絶縁性の良好な合成樹脂、本実施形
態では、ＰＢＴで構成された横断面の平面形状が略円形で、中央部に貫通した支持孔２１
ａを有したリング状に形成される。支持孔２１ａの内径寸法ｄ２は、ランプ本体１１の支
持段部１１ｄの突出部、すなわち、突出部１１ｅの外周面の直径寸法ｄ１より多少大きく
形成する（ｄ１＜ｄ２）。また、支持孔２１ａの深さ寸法ｈ３は、前述のとおり、ランプ
本体１１の支持段部１１ｄの高さ寸法ｈ２より若干小さくなるように形成する（ｈ２＞ｈ
３）。
【００３８】
　また、ソケット本体２１の表面側（図６中の上面）には、リングの鍔状をなす面の外周
部を一体に立ち上げて側壁２１ｆを形成する。この側壁は、後述する口金付ランプ１０の
電源用口金部材１４や信号用口金部材１５の片側のピン形状の軸部１４ａ、１５ａが、ソ
ケット装置２０の電源用端子部材２２や信号用端子部材２３に誤って挿入されることによ
って発生する電撃が生じないようにするための壁面であり、片側の軸部がソケット装置の
各端子部材に挿入されないように形成した。本実施形態では、口金部材１４、１５の突出
寸法ｈ１が約６ｍｍ、側壁の高さｈ４は約５ｍｍに形成した。
【００３９】
　また、支持孔２１ａの内周面には、ソケット装置２０の係合手段２１ａ１を形成する。
係合手段は、口金付ランプ１０の係合手段１１ｆと共に、口金付ランプ１０を回動操作に
よってソケット装置２０に対し、着脱可能に装着するための手段で、本実施形態では、ソ
ケット装置２０の係合手段を支持孔２１ａの内周面に係合溝２１ａ１を一体に形成するに
より構成した。（以下、ソケット装置の係合手段２１ａ１を「係合溝２１ａ１」と称す）
。
【００４０】
　係合溝２１ａ１は、図５に示すように、ソケット本体２１の中心ｏから直径方向に１２
０°の角度をもった支持孔２１ａにおける内周面に対し、均等の間隔を有して同一形状の
ものが３個形成される。各係合溝２１ａ１は、図６（ｂ）に示すように、支持孔２１ａの
端面に開口する縦溝からなる挿入部２１ａ２と、挿入部に連続して略水平方向（ランプ本
体１０の回動方向）に形成された横溝からなる係合部２１ａ３と、Ｌ字形をなす挿入部２
１ａ１と係合部２１ａ３の境目となる下方の角部、換言すれば、係合溝２１ａ１の入口と
なる部分に形成された山形をなす係止突起２１ａ４からなる。なお、山形をなす係止突起
２１ａ４には、挿入部２１ａ２から挿入されたランプ本体１１の係合突起１１ｆがスライ
ドし当接しながらガイドされ、山形の頂点を越えて係合部２１ａ３内に導入されるように
構成され、山形をなす係止突起２１ａ４によって、後述するように半掛かりを防止すると
ともに、係合時に不用意に外れないようにしている。
【００４１】
　また、ソケット本体２１の裏面側（図６（ａ）中の下面）には、被設置部、本実施形態
では、後述する照明器具３０の放熱体３４に対し、ソケット本体２１を支持するための支
持部材２１ｂが設けられる。この支持部材２１ｂはソケット本体２１の中心ｏから直径方
向に１２０°の角度をもって、リング状をなすソケット本体２１の下面に均等の間隔を有
して３個が形成され、その内の２個の支持部材２１ｂは、上記の係合溝２１ａ１に近接し
た位置に設けられる。各支持部材２１ｂは、同一の形状をなし、図８に示すように、筒状
をなすシリンダー２１ｂ１と、シリンダー内に挿入されるボルト２１ｂ２と、ボルトに挿
通されたコイルスプリング２１ｂ３からなる。
【００４２】
　シリンダー２１ｂ１は、ソケット本体２１のリング状の鍔状をなす面の裏面側に樹脂成
形によって一体に立設させて形成し、シリンダー２１ｂ１の上面の開口端部には、端板１
２ａ４が係止される。この端板に対してボルト２１ｂ２の先端部が貫通し、ボルトがシリ
ンダー内を上下に移動できるように設けられ、さらに、ボルトの先端がシリンダー２１ｂ
１の上面側から突出される。このボルト２１ｂ２によって、ソケット装置２０が被設置部
、本実施形態では照明器具３０の放熱体３４に支持される。放熱体３４は、裏面側（図８
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中の下面）にボルト２１ｂ２をねじ込むためのネジ孔が形成され、このネジ孔に対してボ
ルト２１ｂ２がねじ込まれソケット装置２０が放熱体３４の下面に支持される。　
　上記のように照明器具３０の放熱体３４に支持されたソケット装置２０は、口金付ラン
プ１０を装着することによって、ランプ本体１１の突出部１１ｅの平坦な導熱面１１ｇが
、放熱体３４の裏面に向かってスプリング２１ｂ３の弾性力によって押付けられる。すな
わち、図８（ａ）に示すように、ランプ本体１１の突出部１１ｅをソケット装置２０の支
持孔２１ａに挿入し、ランプ本体１１の係合突起１１ｆを、ソケット装置２０の係合溝２
１ａ１に合わせ、係合突起１１ｆを挿入部２１ａ２から挿入し、さらに図中左方に回動さ
せる。これにより係合突起１１ｆが山形の係止突起２１ａ４を乗り越え、係合部２１ａ３
内に導入され、口金付ランプ１０がソケット装置２０に装着される。このとき、ランプ本
体１１の係合突起１１ｆの下面によってソケット本体２１が下方（図中、矢印ａ方向）に
押付けられて放熱体３４の裏面側から離間して隙間ｓが形成される。同時に、この押付け
によってソケット本体２１のスプリング２１ｂ３が圧縮され、その反発力（図中矢印ｂ方
向の力）によってランプ本体１１が放熱体３４の裏面に強く押付けられる。これにより、
アルミニウムからなるランプ本体の突出部１１ｅの平坦な導熱面１１ｇと放熱体３４の裏
面とが熱的に密着されて支持され、複数のＬＥＤ１２ａから発生する熱を効果的外部に放
熱させることができ、高輝度・高出力のＬＥＤの使用を可能にした。
【００４３】
　なお、口金付ランプ１０をソケット装置２０から外す場合には、ランプ本体１１を上記
とは逆に回動させ、ランプ本体１１の係合突起１１ｆを、ソケット装置２０の係合部２１
ａ３に沿って移動し挿入部２１ａ２から引き出し、ランプ本体１１の突出部１１ｅをソケ
ット装置２０の支持孔２１ａから引き出せばよい。口金付ランプ１０をソケット装置２０
から外すと、図８（ｂ）に示すように、スプリング２１ｂ３の圧縮が解除されて、元の位
置に復帰しソケット本体２１の上面が放熱体３４の裏面側に隙間なく支持される。
【００４４】
　次に、口金付ランプ１０の電源用口金部材１４が接続される電源用端子部材２２は、図
９に示すように、ソケット本体２１に一体に形成された小さな端子ケース２２ａと、端子
ケース内に収容される端子板２２ｂで構成される。端子ケース２２ａは、ソケット本体２
１のリングの鍔状をなす面の裏面側（図７）に隣接して一対が一体に設けられ、ケース内
に端子板２２ｂを収容するとともに、一端部に電線挿入部２２ａ１を一体に形成する。
【００４５】
　端子板２２ｂは、電源用口金部材１４の軸部１４ａが接触して、口金付ランプ１０に商
用電源を供給するための部材で、一定の剛性とバネ性を有し、かつ導電性の良好な金属、
例えば、銅、黄銅、リン青銅等、本実施形態では、リン青銅からなる。端子板２２ｂは、
全体を略Ｕ字形状になるように折り曲げることにより形成された二又の端子片２２ｂ１と
、端子片の先端部分を互いに対向する方向に略「く」の字に折り曲げて形成した接触部２
２ｂ２と、Ｕ字の底辺部に形成した係止片２２ｂ３とを有し、ネジレスのＳＬ端子として
構成する。
【００４６】
　上記に構成された端子板２２ｂは、ソケット本体２１のリングの鍔状をなす面の裏面側
（図７）に、係合溝２１ａ１－１の一側方に隣接して一体に形成された端子ケース２２ａ
内に嵌めこまれる。端子ケース２２ａは、リング状をなすソケット本体２１に沿って形成
された円弧状をなす凹部で構成され、電線挿入部２２ａ１と、ソケット本体２１の表面側
（図６）に開口する長孔２２ａ２と、裏面側の開口を塞ぐ蓋体２２ａ３からなる。
【００４７】
　長孔２２ａ２は、両端に半円形の開口を有する円弧状をなす形状に形成され、細長の小
さな端子板２２ｂが長孔から落下しないように形成される。また、幅寸法は、口金付ラン
プ１０における電源用口金部材１４の円柱状の軸部１４ａが挿入し移動できる寸法に形成
する。また、蓋体２２ａ３は、端子ケース２２ａの裏面側の開口を塞ぐとともに、電線挿
入部２２ａ１側に位置する上面に電線ガイド片２２ａ４を一体に形成する。
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【００４８】
　上記に構成された端子ケース２２ａおよび端子板２２ｂは、同一構成のものが一対ずつ
用意され、各端子板２２ｂが長孔２２ａ２に面するようにして各端子ケース２２ａ内に収
容される。そして、端子ケース２２ａの裏面側の開口が蓋体２２ａ３によって閉塞され、
シリコーン樹脂やエポキシ樹脂等からなる接着剤で固定される。これにより、図７に示す
ように、一対の電源用端子部材２２－１、２２－２は、ソケット装置２０の係合溝２１ａ
１－１、すなわち、係合手段を間にした一側方に隣接して位置し、ソケット本体２１の円
の軌跡上に配設される。
【００４９】
　次に、口金付ランプの信号用口金部材１５が接続される信号用端子部材２３は、電源用
端子部材１４と同様に構成されており、端子ケース２３ａおよび端子板２３ｂの構成は、
図９に信号用端子部材２３における各構成部品の符合を()内に表示して詳細な説明は省略
した。
【００５０】
　上記構成により、一対の信号用端子部材２３－１、２３－２は、ソケット装置２０の係
合溝２１ａ１－１、すなわち、係合手段を間にした他側方に隣接して位置し、ソケット本
体２１の円の軌跡上に配設される。また、信号用端子部材２３が配設される円の軌跡は、
電源用端子部材２２の円の軌跡と同一の円の軌跡上に配設され、小形化を阻害しないよう
に構成している。なお、小形化を阻害しない範囲で、異なる円の軌跡上に配設するように
してもよい。
【００５１】
　上記により、図７に示すように、電源用端子部材２２と信号用端子部材２３が、係合溝
２１ａ１－１（係合手段）を間にして、係合溝２１ａ１－１の両側方に互いに所定の寸法
をもって離間し、かつ隣り合うように位置してソケット本体２１の円の軌跡上に配設され
る。
【００５２】
　本実施形態における電源用端子部材２２、信号用端子部材２３および３個の係合溝２１
ａ１の角度寸法、すなわち、ソケット装置２０側の角度寸法は、次のようにして配設され
る。すなわち、図５のソケット装置の表面図に示すように、１２０°の角度で均等な間隔
を有して形成された係合溝２１ａ１の内の２個の係合溝２１ａ１－１および係合突起２１
ａ１－２を起点にした中心ｏから直径方向に向かう角度で示すと、係合溝２１ａ１－１に
隣接する一方の電源用端子部材２２－１の直径方向に向かう角度θ３は２５°、他方（係
合溝２１ａ１－１から離間した他方）の電源用端子部材２２－２の直径方向に向かう角度
θ４は７５°である。
【００５３】
 また、係合溝２１ａ１―２に隣接する一方の信号用端子部材２３－１の直径方向に向か
う角度θ３は２５°、他方（係合溝２１ａ１－２から離間した他方）の信号用端子部材２
３－２の直径方向に向かう角度θ４は７５°である。
【００５４】
 なお、各角度θ３およびθ４は、係合溝２１ａ１の挿入部２１ａ２の中心軸線を通る線
ｃ－ｃと、電源用端子部材２２および信号用端子部材２３のそれぞれの長孔２２ａ２、２
３ａ２における挿入側（口金付ランプ１０のピン形の軸部１４ａ、１５ａが最初に挿入さ
れる部分）の各半円形部分の中心を通る線ｄ－ｄがなす角度である。また、口金付ランプ
１０のソケット装置２０に対する回動角α１は１５°である。なお、支持孔２１ａの内径
寸法ｄ２は約６５．５ｍｍである。上述の角度および寸法は、製造誤差の範囲で±される
ことが許容される。なお、上記において、一対の電源用端部材２２と一対の信号用端子部
材２３の位置関係は、逆にしてもよい。
【００５５】
　また、上記に構成された電源用端子部材２２に対し電源用電線ｗ３が接続され、信号用
端子部材２３に信号用電線ｗ４が接続される。図７に示すように、電源用電線ｗ３は、係



(12) JP 5257556 B2 2013.8.7

10

20

30

40

50

合溝２１ａ１－１に隣接する一方の電源用端子部材２２－１に接続された電源用電線ｗ３
－１が電線挿通部２２ａ１から引き出され、他方（係合溝２１ａ１－１から離間した他方
）の電源用端子部材２２－２の上面、すなわち、蓋体２２ａ３の上面に沿って導出され、
さらに電線ガイド片２２ａ４にガイドされるとともに、電線ガイド片２２ａ４とソケット
本体２１の側壁との間に挟持されて抜け止めがなされて引き出される。また、他方（係合
溝２１ａ１－１から離間した他方）の電源用端子部材２２－２に接続された電源用電線ｗ
３－２は、電線挿通部２２ａ１から引き出され、先に引き出された電源用電線ｗ３－１と
ともに上下に重ね束ねられて引き出される。
【００５６】
　この各電源用電線ｗ３－１、ｗ３－２は、電源用端子部材２２－２の上面に沿って導出
され、また電線ガイド片２２ａ４によって上下に重ね束ねられることから、リング状をな
すソケット本体２１のリングの鍔状をなす面の裏面側の幅寸法内に収められ、電源用電線
がソケット装置の外周面から飛び出すことなくコンパクトに配線され、引き出された電源
用電線を隠すためにソケット本体の外径寸法を大きくする必要がなくなり、ソケット装置
２０の小形化を達成することができる。
【００５７】
　信号用電線ｗ４は、電源用電線ｗ３と同様に接続される。すなわち、係合溝２１ａ１－
２に隣接する一方の信号用端子部材２３－１に接続された信号用電線ｗ４－１が電線挿通
部２３ａ１から引き出され、他方（係合溝２１ａ１－２から離間した他方）の信号用端子
部材２３－２の上面、すなわち、蓋体２３ａ３の上面に沿って導出され、さらに電線ガイ
ド片２３ａ４にガイドされるとともに、電線ガイド片２２ａ４とソケット本体の側壁との
間に挟持されて抜け止めがなされて引き出される。また、他方（係合溝２１ａ１－２から
離間した他方）の信号用端子部材２３－２に接続された信号用電線ｗ４－２は、電線挿通
部２３ａ１から引き出され、先に引き出された信号用電線ｗ４－１とともに上下に重ね束
ねられて引き出される。
【００５８】
　この各信号用電線ｗ４－１、ｗ４－２も、信号用端子部材２３－２の上面に沿って導出
され、また電線ガイド片２２ａ４によって上下に重ね束ねられることから、リング状をな
すソケット本体２１のリングの鍔状をなす面の裏面側の幅寸法内に収められ、信号用電線
がソケット装置の外周面から飛び出すことなくコンパクトに配線され、ソケット装置２０
の小形化を達成することができる。
【００５９】
　なお、各電線ｗ３、ｗ４は、先端の絶縁被覆が剥がされ、各端子ケース２２ａ、２３ａ
の電線挿通部２２ａ１、２３ａ１に差し込むことによってＳＬ端子の係止片２２ｂ３、２
３ｂ３に係止されて接続される。また、ソケット装置２０から引き出された各電線ｗ３、
ｗ４は、後述する照明器具３０の端子台３５、３６に接続される。
【００６０】
　また、図７に示すように、上述した電源用電線ｗ３および信号用電線ｗ４の配線は、電
源用端子部材２２と信号用端子部材２３が、係合溝２１ａ１－１（係合手段）を間にして
、係合溝２１ａ１－１の両側方に互いに所定の寸法をもって離間し、かつ隣り合うように
位置しソケット本体２１の円の軌跡上に配設される。これにより、電源用電線ｗ３および
信号用電線ｗ４の配線を、係合溝２１ａ１－１の両側方で集中して１箇所で行うことがで
き配線を簡素化することができ、口金付ランプ１０の小形化を達成することが可能となる
。
【００６１】
　因みに、電源用端子部材２２と信号用端子部材２３が直径方向に対向して位置した場合
には、各電線ｗ３、ｗ４の配線を直径方向に離間した位置で行う必要があり、また各電線
をソケット本体２１内で引き回す必要が生じるため、引き回し用のスペースが必要となる
。このため配線作業が複雑になるとともに、ソケット本体の小形化の達成が困難となる。
【００６２】
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　また、同時に、電源用端子部材２２と信号用端子部材２３が、係合溝２１ａ１－１（係
合手段）を間にして、係合溝２１ａ１－１の両側方に互いに所定の寸法をもって離間して
位置しているので、信号用電線ｗ４や信号用端子部材２２が、電源用電線ｗ３や電源用端
子部材２３から発生し易いノイズを拾い難くすることが可能になる。
【００６３】
　上記のように、電源用端子部材２２および信号用端子部材２３が構成されることにより
、図１０に示すように、口金付ランプ１０の突出部１１ｅを、ソケット装置２０の支持孔
２１ａ内に挿入し、図１１に示すように、ソケット本体２１の中心点ｏを中心にして、口
金付ランプ１０を角度α１、本実施形態では１５°の角度、図中の矢印方向に回動させる
。これにより、口金付ランプ１０の電源用口金部材１４が、電源用端子部材２２の長孔２
２ａ２から挿入されて端子板２２ｂに移動、同時に、信号用口金部材１５が、信号用端子
部材２３の長孔２３ａ２から挿入されて端子板２３ｂに移動する。そして、図８に示すよ
うに、電源用口金部材１４および信号用口金部材１５の円柱状の軸部１４ａ、１５ａが、
それぞれ二又の端子片２２ｂ１、２３ｂ１に挿入され、さらに端子板の互いに対向する「
く」の字の接触部２２ｂ２、２３ｂ２を乗り越えた位置で停止し、この状態で軸部１４ａ
、１５ａの両側部と二又の接触部２２ｂ２、２３ｂ２がともに接触して電源部と信号部の
電気接続が同時になされる。この接触位置は、図８（ａ）に示すように、ランプ本体１１
の係合突起１１ｆがソケット本体２１における係合溝２１ａ１の係合部２１ａ３の終端に
当接し係合することによってなされる。
【００６４】
　上記により口金付ランプ１０とソケット装置２０の電気接続が行われると同時に、機械
的な保持、すなわち、口金付ランプ１０がソケット装置２０に対し装着される。この際、
口金付ランプ１０をソケット装置２０に対し着脱が可能に装着するため係合手段（係合突
起１１ｆと係合溝２１ａ１）と、電気的な接続との関係は次のようにして行われることに
より、口金付ランプ１０をソケット装置２０に装着する際の半掛かり状態を回避している
。
【００６５】
　すなわち、図８（ａ）に示すように、電気的な接続、すなわち、電源用口金部材１４の
軸部１４ａと端子板２２ｂの接触および信号用口金部材１５の軸部１５ａと端子板２３ｂ
の接触は、係合突起１１ｆが係合溝２１ａ１の山形の係止突起２１ａ４を乗り越えてから
なされるように構成している。このため、使用者は回動操作の途中において、係合突起１
１ｆが係止突起２１ａ４を乗り越える際に回動操作に対し抵抗を受けるため、係合がなさ
れたと勘違いし回動操作を止めてしまう虞がある。しかし、そのときには、まだ電気接続
がなされていないためランプは点灯しない。このため、使用者は、まだ係合が完全になさ
れないと理解し、最後まで回動操作を行うことになる。この結果、回動操作が途中で停止
することが防止され、係合手段における半掛かり状態（係止突起１１ｆが山形の係止突起
２１ａ４を乗り越える前の状態）を回避することが可能になる。これにより、口金付ラン
プ１０をソケット装置２０に対し確実に装着することができる。
【００６６】
　また、回動操作において、円滑な操作を行えるようにすることによって、ワンタッチ操
作による簡単な操作を実現するとともに、係合手段の半掛かり状態および電気接続の半接
触状態を回避している。すなわち、回動操作における抵抗は、係合突起１１ｆが係止突起
２１ａ４を乗り越える際に受ける抵抗と、軸部１４ａ、１５ａが端子板２２ｂ、２３ｂの
互いに対向する「く」の字の接触部２２ｂ２、２３ｂ２を乗り越える際に受ける抵抗の２
段階で受けることになる。このため、使用者は回動操作の途中において、この２段の抵抗
を受けることによって、係合がなされたと２回において勘違いし回動操作を止めてしまう
虞がある。特に２回目の抵抗は、電気的な接触を行うための抵抗であり、これを勘違いし
て回動操作を止めると半接触状態（軸部１４ａ、１５ａが端子板２２ｂ、２３ｂの互いに
対向する「く」の字の接触部２２ｂ２、２３ｂ２を乗り越える前の状態）になる虞がある
。
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【００６７】
　本実施形態では、これらを防止するために、係合突起１１ｆが係止突起２１ａ４を乗り
越える際に受ける１回目の抵抗に対して、軸部１４ａ、１５ａが互いに対向する「く」の
字の接触部を乗り越える際に受ける２回目の抵抗を小さくするように構成した。具体的に
は、１回目の抵抗を１００％とした場合に、２回目の抵抗が約７０％以下になるように設
定した。
【００６８】
　これにより、回動操作においては、１回目の抵抗に抗する回動力と回転の慣性によって
、２回目の抵抗を簡単に乗り越えることができ、１回目の抵抗のみを受けることで回動操
作を行えることができ、ワンタッチ操作による回動操作を実現させた。同時に、２回目の
抵抗は簡単に乗り越えることができるので、一気に軸部１４ａ、１５ａが互いに対向する
「く」の字の接触部２２ｂ２、２３ｂ２を乗り越えることができ、電気的な半接触状態を
確実に回避することが可能になる。
【００６９】
　また、回動操作の停止は、係合突起１１ｆが係合溝２１ａ１の係合部２１ａ３の終端に
当接することによってなされ、この当接の際に、アルミニウムからなる係合突起１１ｆと
合成樹脂からなる係合溝２１ａ１が当たることによって「カッチ」と金属性の音が発生す
る。これにより、係合手段が係合された状態、すなわち、口金付ランプ１０がソケット装
置２０に対して完全に装着された状態を、使用者にわかり易く音で知らせることが可能な
る。
【００７０】
　次に、上記に構成された口金付ランプ１０とソケット装置２０からなる照明器具の構成
につき説明する。図１２に示すように、３０は店舗等の天井面Ｘに埋め込み設置される小
形のダウンライト式の照明器具で、下面に開口部３１を有する金属製の箱状をなした器具
本体３２と、開口部３１に嵌合される金属製の反射体３３と、反射体３３の上面に設けら
れた放熱体３４からなり、放熱体３４裏面の略中央部に上記構成のソケット装置２０が設
置される。反射体３３は、熱伝導性の良好な金属、例えば、ステンレス等の金属板で構成
し、その上面を放熱体３４の側面に取り付けて構成する。
【００７１】
　放熱体３４は、ヒートシンクとしての作用をなすもので、熱伝導性の良好な金属、本実
施形態では、肉厚のアルミニウムからなるブロックで構成され、外周部に多数の放熱フィ
ン３４ａが一体に形成されている。また、放熱体３４は、その裏面側（図１２の下面）に
ソケット装置２０を取り付けるためのネジ孔が形成され、このネジ孔に対してソケット装
置２０のボルト２１ｂ２がねじ込まれることによって支持される（図８）。また、放熱体
３４の側面を一部切り欠いて、端子台を設置する設置部３４ｂを一体に形成する。端子台
は電源用端子台３５と信号用端子台３６からなる。送り配線用の端子台をさらに設けるよ
うに構成してもよい。
【００７２】
　また、電源用端子台３５の出力端子にソケット装置２０から引き出された電源用電線ｗ
３が接続され、入力端子に屋内に配線されたＦケーブルＦ１が接続される。また、信号用
端子台３６の出力端子にソケット装置２０から引き出された信号用電線ｗ４が接続され、
入力端子に信号線Ｓ１が接続される。
【００７３】
　図４に示すように、Ｆケーブルは商用電源Ｅに接続され、電源用口金部材１４がソケッ
ト装置２０の電源用端子部材２２に接続されると、電源用端子部材２２から電源用口金部
材１４を介して口金付ランプ１０に電源が供給される。また、信号線Ｓ１は調光器３７に
接続され、信号用口金部材１５がソケット装置２０の信号用端子部材２３に接続されると
、信号用端子部材２３から信号用口金部材１５を介して口金付ランプ１０に調光器３７か
らの制御信号が伝送される。調光器３７は、既存の白熱電球用に用いられる調光器で、部
屋の壁面に設置されて使用者が操作できるようにする。なお、各電線ｗ３、ｗ４は、放熱
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体３４に形成された電線導出孔３８から引き出される。
【００７４】
　上記に構成された照明器具３０において、上述したＬＥＤを光源とし、ピン形の電源用
口金部材１４および信号用口金部材１５が設けられたフラットな薄型構造の口金付ランプ
１０をソケット装置２０に装着する。その装着は、図１０、図１１に示すように、口金付
ランプ１０の一対の電源用口金部材１４をソケット装置２０の長孔２２ａ２に、一対の信
号用口金部材１５をソケット装置２０の長孔２３ａ２にそれぞれ対向させ、それぞれの軸
部１４ａ、１５ａを長孔２２ａ２、２３ａ２に挿入する。同時に、口金付ランプ１０の３
個の係合突起１１ｆをソケット装置２０の３個の係合溝２１ａ１にそれぞれ対向させて、
それぞれの挿入部２１ａ２に挿入する。
【００７５】
　この際、ソケット装置２０の表面側に側壁２１ｆを形成したので、口金付ランプ１０の
電源用口金部材１４や信号用口金部材１５の片側のピン（軸部１４ａ、１５ａ）が、ソケ
ット装置２０の電源用端子部材２２や信号用端子部材２３に誤って挿入されることがなく
、電撃の発生が防止される。
【００７６】
　そして、口金付ランプ１０を、図中矢印の方向に角度１５°だけ回動させる。これによ
り、図８（ａ）に示すように、電源用口金部材１４および信号用口金部材１５の軸部１４
ａ、１５ａが二又の端子片２２ｂ１、２３ｂ１にそれぞれ挿入され、さらに端子片の互い
に対向する「く」の字の接触部２２ｂ２、２３ｂ２を乗り越えた位置で停止し、この状態
で軸部１４ａ、１５ａの両側部と二又の接触部２２ｂ２、２３ｂ２がともに接触して電気
接続がなされる。同時に、ソケット装置２０における係合溝２１ａ１の挿入部１２ａ２か
ら挿入された口金付ランプ１０の係合突起１１ｆが、山形の係止突起２１ａ４に対しスラ
イドし当接しながらガイドされ、山形の頂点を越えて係合部２１ａ３内に導入され、係合
部２１ａ３の終端に当接する。
【００７７】
　このとき、電気的な接続は、係合突起１１ｆが係合溝２１ａ１の山形の係止突起２１ａ
４を乗り越えてからなされるように構成しているので、使用者は回動操作の途中において
、係合突起１１ｆが係止突起２１ａ４を乗り越える際に抵抗を受け、係合がなされたと勘
違する虞があるが、そのときには、まだ電気接続がなされていないためランプは点灯しな
い。このため、使用者は、まだ係合が完全になされないと理解し、最後まで回動操作を行
い半掛かり状態が回避される。
【００７８】
　また、係合突起１１ｆが係合部２１ａ３の終端に当接すると、「カッチ」と音がするの
で、使用者は、口金付ランプ１０がソケット装置２０に完全に係合されたことがわかり、
係合が半掛かり状態になったり、電気接続が半接触状態になることが、さらに防止される
。これにより、口金付ランプ１０とソケット装置２０の電気接続が行われると同時に、口
金付ランプ１０がソケット装置２０に対し装着される。なお、逆方向に回動させることに
よってソケット装置２０から口金付ランプ１０を取り外すことができる。
【００７９】
　上記のように係合手段によって口金付ランプ１０をソケット装置２０に装着すると、図
８（ａ）に示すように、ランプ本体１１の係合突起１１ｆの下面によってソケット本体２
１が下方に押付けられ、ソケット本体２１のスプリング２１ｂ３が圧縮され、その反発力
によってランプ本体１１の円柱状の突出部１１ｅの平坦な導熱面１１ｇが放熱体３４の裏
面に強く押付けられる。上記により、ＬＥＤを光源としたフラットな薄型構造の口金付ラ
ンプ１０を光源としたダウンライト形の照明器具３０が構成される。
【００８０】
　この状態で電源を投入すると、ソケット装置２０の電源用端子部材２２から口金付ラン
プ１０の電源用口金部材１４を介して電源が供給され、制御装置１３の点灯回路１３ａが
動作し２４Ｖの直流電圧が出力される。この直流電圧は制御装置１３から各ＬＥＤ１２ａ
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に印加され、定電流の直流電流が供給されて全てのＬＥＤが同時に点灯する。各ＬＥＤ１
２ａから放射された白色の光は、カバー部材１６の内面全体に向かって略均等に放射され
、さらに乳白色のグローブで光が拡散され所定の配光特性をもった照明を行うことができ
る。
【００８１】
　また、使用者が壁面に設置された調光器３７を操作することによって、制御信号が、ソ
ケット装置２０の信号用端子部材２３から口金付ランプ１０の信号用口金部材１５を介し
て制御回路１３ｂに伝送され、制御回路によって必要な調光信号が生成されて点灯回路１
３ａに供給される。点灯回路１３ａはこの調光信号に基づいて各ＬＥＤ１２ａを調光しな
がら点灯させる。この際、口金付ランプ１０およびソケット装置２０が、電源側で発生し
易いノイズを拾い難くしているので、安定した正確な調光制御を行うことができる。
【００８２】
　上記により口金付ランプ１０が点灯されると、ＬＥＤ１２ａの温度が上昇し熱が発生す
る。その熱は、図１（ｂ）に示すように、熱伝導性の良好なアルミニウムからなる基板１
２ｂから、基板が直接密着して固定された基板支持部１１ｂに伝達され、アルミニウムか
らなるランプ本体１１の突出部１１ｅの平坦な導熱面１１ｇに伝達され、放熱体３４を介
して外部に放熱される。このとき、ランプ本体１１の突出部１１ｅの導熱面１１ｇと放熱
体３４の裏面とがスプリング２１ｂ３によって熱的に密着されて支持されているので、効
果的に外部に放熱させることができる。
【００８３】
　また、制御装置１３の電子部品１３ｃから発生する熱、特に発熱を伴うスイッチングト
ランジスタ１３ｃ１から発生する熱も、スイッチングトランジスタが密着されて収容され
たランプ本体１１の内底面から凹嵌部１１ｅに伝達され、放熱体３４を介して外部に効果
的に放熱される。これら効果的な放熱作用によりＬＥＤ１２ａの温度上昇および制御装置
１３における電子部品１３ｃの温度上昇が抑制され信頼性が向上する。
【００８４】
　以上、本実施形態の口金付ランプ１０によれば、制御装置１３に接続される電源用口金
部材１４は、係合手段１３ｆを間にした一側方に隣接して位置し、ランプ本体１１の円の
軌跡上に配設され、制御装置１３に接続されるおよび信号用口金部材１５は、係合手段１
３ｆを間にした他側方に隣接して位置し、ランプ本体１１の円の軌跡上に配設されるので
、配線を簡素化して小形化を達成することが可能になり、さらに、電源側で発生し易いノ
イズの影響を受け難くすることが可能となり、さらに調光等の制御に対応することが可能
になる。
【００８５】
　また、本実施形態のソケット装置２０によれば、口金付ランプ１０の電源用口金部材１
４が接続される電源用端子部材２２は、係合手段２１ａ１を間にした一側方に隣接して位
置し、ソケット本体２１の円の軌跡上に配設され、口金付ランプ１０の信号用口金部材１
５が接続される信号用端子部材２３は、係合手段２１ａ１を間にした他側方に隣接して位
置し、ソケット本体２１の円の軌跡上に配設されるので、配線を簡素化して小形化を達成
することが可能になり、さらに、電源側で発生し易いノイズの影響を受け難くすることが
可能となり、さらに調光等の制御に対応することが可能になる。
【００８６】
　以上、本実施形態において、口金付ランプは、フラットな薄形構造のランプを構成する
ことが好ましいが、ランプの形状としては、一般白熱電球の形状に近似させた電球形の口
金付ランプ（Ａ形またはＰＳ形）、ボール形の口金付ランプ（Ｇ形）、円筒形の口金付ラ
ンプ（Ｔ形）、レフ形の口金付ランプ（Ｒ形）等のランプ形状に構成してもよい。また本
実施形態は、フラットな薄形構造のランプや一般白熱電球のランプ形状に近似させた口金
付ランプに限らず、その他各種の外観形状、用途をなす口金付ランプに適用することがで
きる。なお、口金付ランプは、光を拡散させたり、発光部を保護するためにグローブや保
護カバー等からなるカバー部材を有していることが好ましいが、本実施形態の目的を達成
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するための必要な条件ではなく、例えば、グローブレスの口金付ランプを構成するもので
あってもよい。
【００８７】
　また、口金付ランプは、各ＬＥＤから発生する熱をより効果的に放熱させるために、ラ
ンプ本体１１の突出部１１ｅに発光部１２を組み込むように構成してもよい。すなわち、
図１３に示すように、ランプ本体１１における内部を凹嵌部１１ｅ１とした突出部１１ｅ
内に対して、すなわち、凹嵌部１１ｅ１の内底面に対して発光部１２を密着して設ける。
発光部は、上述したように、アルミニウム製の基板１２ｂと基板に実装した複数個のＬＥ
Ｄ１２ａからなり、基板１２ｂの裏面側を凹嵌部１１ｅ１の内底面に対して、電気絶縁シ
ートを介して密着させて固定する。
【００８８】
　また、制御装置１３は、点灯回路１３ａを構成する点灯回路基板１３ａ１と、調光等の
制御を行う制御回路１３ｂを構成する制御回路基板１３ｂ１に分割し、各回路基板１３ａ
１、１３ｂ１を半円形のリング状をなす回路基板で構成する。このリング状の各回路基板
１３ａ１、１３ｂ１をランプ本体１１の環状の支持段部１１ｄの内面側に位置する本体内
に設置する（図１３（ｂ））。なお、各回路基板１３ａ１、１３ｂ１は、アルミニウムか
らなる本体ケース１１と電気絶縁をなすようにして設置する。
【００８９】
　上記に構成された、口金付ランプ１０を点灯すると、各ＬＥＤ１２ａから放射された光
は、図１３（ａ）中に一点鎖線で示すように、各回路基板１３ａ１、１３ｂ１に実装され
た電子部品１３ｃによって遮られることなく、上述したと同様にカバー部材１６の内面に
向かって均等に放射される。また、ＬＥＤ１２ａから発生する熱は、基板１２ｂの裏面か
ら本体ケース１１の突出部１１ｅの外面、すなわち、導熱面１１ｇに対して本体ケースの
側壁等を介さずに直接伝達され、器具側の放熱体３４から外部に対し、より効果的に放熱
させることができる。これにより、さらに、高輝度・高出力のＬＥＤを採用することが可
能になる。
【００９０】
　さらに、図１４（ａ）に示すように、本体ケース１１を合成樹脂で構成し、突出部１１
ｅの底面を開口して開口部１１ｅ２を形成し、この開口部１１ｅ２に熱伝導性の良好な金
属、本実施形態では、アルミニウムからなる円盤状の放熱体４０を嵌め込み、この放熱体
４０に対して、上記同様に、発光部１２を密着させて固定する。この構成によれば、ラン
プの電気絶縁対策を、より図ることが可能になるとともに、ＬＥＤから発生する熱を効果
的に放熱させることが可能になる。
【００９１】
　さらに、図１４（ｂ）に示すように、ＬＥＤ１２ａを実装した基板１２ｂ自体によって
、開口部１１ｅ２に嵌めこまれる円盤状の放熱体４１を構成してもよい。これによれば、
ＬＥＤの基板１２ｂが直接、器具側の放熱体３４に対して密着させることができ、より一
層効果的な放熱を行うことができ、さらに、一層高輝度・高出力のＬＥＤの採用を可能に
することができる。
【００９２】
　また、照明器具３０の放熱体３４とランプ本体１１の導熱面１１ｇは、ソケット本体２
１の支持部材２１ｂにおけるスプリング２１ｂ３の弾性力ではなく、ランプ本体１１の導
熱面１１ｇが、円柱状の突出部１１ｅの内外に対して、弾性的に上下摺動可能にすること
で、放熱体３４と導熱面１１ｇを密着させる構成であっても構わない。
【００９３】
　また、ランプ本体は、発光部や制御装置の放熱性を高めるために熱伝導性の良好な金属
、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、鉄（Ｆｅ）、ニッケル（Ｎｉ）の少なく
とも一種を含む金属で形成することが好ましいが、この他に、窒化アルミニウム（ＡｌＮ
）等からなるセラミックス、シリコンカーバイト（ＳｉＣ）などの工業材料で構成しても
よい。さらには、高熱伝導樹脂等の合成樹脂で構成してもよい。外観形状は、フラットな
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薄形構造の口金付ランプを構成するために、平面が略円形で皿形をなすように構成するこ
とが好ましいが、平面が三角形、四角形、六角形などの多角形状、さらには楕円形状等を
なすものであってもよい。また、ランプ本体の外周面には放熱性能をより高めるために放
射状に突出する多数の放熱フィンや放熱ピン等を一体に形成してもよい。さらに、外方に
露出する外面部分を、例えば、凹凸若しくは梨地状に形成して表面積を大きくしたり、白
色塗装や白色アルマイト処理を施して外面部分の熱放射率を高めるようにしてもよい。ま
た、白色塗装や白色アルマイト処理を施した場合には、口金付ランプを照明器具に装着し
て点灯した場合、外面に露出するランプ本体外面の反射率が高くなり、器具効率を高める
ことが可能となり、また外観、意匠的にも良好となり商品性を高めることもできる。
【００９４】
　発光部は、発光ダイオード、半導体レーザ、有機ＥＬなどを発光源とした固体発光素子
で構成されることが好適であるが、発光管を蛇行させて平面形に形成した蛍光ランプ等の
放電灯で構成されたものであってもよい。発光部は、白色で発光するように構成すること
が好ましいが、照明器具の用途に応じ、赤色、青色、緑色等でも、さらには各種の色を組
み合わせて構成してもよい。また、発光部の形状は、面モジュールを構成するために板状
の円形や、三角形、四角形、六角形などの多角形状、さらには楕円形状等をなすものであ
ってもよく、目的とする配光特性を得るための全ての形状が許容される。
【００９５】
　制御装置は、点灯・消灯・調光を行うようにしたが、調色を行うように構成してもよい
。調色を行う場合、ＬＥＤとして、例えば、電球色のＬＥＤと昼光色のＬＥＤを組み込み
、これらを切り替えることにより行うようにしてもよい。
【００９６】
　ソケット装置は、例えば、スポットライトのように、単体のソケット装置に対し、口金
付ランプを装着して照明器具を構成することができるような独立したソケット装置であっ
ても、ダウンライトのように、ソケット装置を器具本体や反射板に対して取り付け、この
器具に組み込まれたソケット装置に口金付ランプを装着し照明器具を構成するような器具
組み込み形のソケット装置であってもよい。
【００９７】
　ソケット本体は、合成樹脂で構成したが、発光部や制御装置の放熱性をより高めるため
に熱伝導性の良好な金属、例えば、アルミニウム（Ａｌ）、銅（Ｃｕ）、鉄（Ｆｅ）、ニ
ッケル（Ｎｉ）の少なくとも一種を含む金属や、窒化アルミニウム（ＡｌＮ）等からなる
セラミックス、シリコンカーバイト（ＳｉＣ）などの工業材料で構成してもよい。外観形
状は、フラットな薄形構造の口金付ランプを装着するために、平面が略円形で皿形をなす
ように構成することが好ましいが、平面が三角形、四角形、六角形などの多角形状、さら
には楕円形状等をなすものであってもよい。
【００９８】
　口金付ランプとソケット装置を着脱が可能に装着する係合手段は、口金付ランプに係合
突起形成し、ソケット装置に係合溝を形成したが、逆に、口金付ランプに係合溝を形成し
、ソケット装置に係合突起を形成してもよい。
【００９９】
　口金付ランプの口金部材およびソケット装置の端子部材を係合手段を間にした両側方に
位置して設けたが、口金部材および端子部材が設けられていないスペースを利用してアー
ス用の口金部材およびアース用の端子部材を設けるように構成してもよい。さらには、ラ
ンプ本体１１における突出部１１ｅの導熱面１１ｇの略中央部分に弾性体を有するアース
ピンを設け、ランプ本体１１のソケット本体２１への装着状態で、この弾性体の反発力が
器具側の放熱体３４に対するアースピンの接触力として発生し、アース接続の持続性・連
続性を確保するように構成してもよい。
【０１００】
　照明器具３０は、図１５に示すように、熱伝導性の良好な金属、本実施形態では、円盤
状の肉厚のアルミニウムで放熱体３４構成し、その外周面に放射方向に突出する多数の放
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熱フィン３４ａを一体に形成するように構成してもよい。また、図１５に示すソケット装
置２０は、単体のソケット装置２０に対して口金付ランプ１０を装着することによって照
明器具３０を構成したもので、例えば、壁面等に、このソケット装置２０を設置し、スポ
ットライト的な照明を行うことができる。また、ソケット装置２０を図１２のように、反
射体３３に組み込みダウンライト形の照明器具を構成するようにしてもよい。
【０１０１】
　また、照明器具は、天井埋込形、直付形、吊下形、さらには壁面取付形等が許容され、
器具本体に制光体としてグローブ、セード、反射体などが取付けられるものであっても光
源となる口金付ランプが露出するものであってもよい。また、器具本体に１個の口金付ラ
ンプを取付けたものに限らず、複数個が配設されるものであってもよい。さらに、オフィ
ス等、施設・業務用の大型の照明器具などを構成してもよい。
【０１０２】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明は上述の実施形態に限定されるこ
となく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々の設計変更を行うことができる
。
【符号の説明】
【０１０３】
　１０　口金付ランプ
　１１　ランプ本体
　１１ｆ　係合手段
　１１ｅ　突出部
　１１ｇ　導熱体
　１２　発光部
　１３　制御装置
　１４　電源用口金部材
　１５　信号用口金部材
　２０　ソケット装置
　２１　ソケット本体
　２１ａ１　係合手段
　２２　電源用端子部材
　２３　信号用端子部材
　３０　照明器具
　３４　放熱体
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