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(57)【要約】
【課題】　既存の蛍光灯照明器具の改造を要することな
く使用できるようにする。
【解決手段】　蛍光灯型の一対の口金具７の間に、断面
形状山型の細長い支持基板９を取り付ける。支持基板９
の幅方向中央部を挟んだ各平面部９ａに所定個数のＬＥ
Ｄ１０をそれぞれ配列して取り付ける。支持基板９の周
囲を覆う円筒状カバー１３の両端部を各口金具に取り付
ける。支持基板９の長手方向両端部にブリッジ整流器１
１とコンデンサ１２を設ける。各口金具７の端子８が交
流入力端子に接続してあるブリッジ整流器１１の直流出
力端子の間に、ＬＥＤ１０を直列接続した組と、コンデ
ンサ１２を並列接続する。点灯管を取り外した既存の蛍
光灯照明器具のランプソケットに各口金具７を装着する
ことで、端子８より入力する交流電流をブリッジ整流器
１１で直流に変換し、コンデンサ１３で平滑化してから
各ＬＥＤ１０に供給して、各ＬＥＤ１０を発光させる。
【選択図】図１
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　既存の照明器具のランプソケットに装着するための口金具に、ブリッジ整流器の交流入
力端子を接続し、該ブリッジ整流器の直流出力端子の間に、所要数のＬＥＤを直列接続し
てなる組と、所要の静電容量を有するコンデンサとを並列接続してなる構成を有すること
を特徴とするＬＥＤランプ。
【請求項２】
　既存の蛍光灯照明器具のランプソケットに装着するための一対の蛍光灯型の口金具を、
所要ワット数の既存の蛍光灯の長さ寸法に応じた所要間隔で配置して、該各口金具の間に
、細長い支持基板を取り付け、更に、該支持基板の表面に、所要個数のＬＥＤを取り付け
ると共に、該支持基板の所要個所に、ブリッジ整流器とコンデンサを設け、上記各口金具
の端子に上記ブリッジ整流器の交流入力端子を接続し、上記ＬＥＤは所定個数を直列に接
続し、且つ該ブリッジ整流器の直流出力端子の間に、上記所定個数の上記ＬＥＤを直列に
接続してなる組と、所要の静電容量を有するコンデンサとを並列に接続してなる構成を有
することを特徴とするＬＥＤランプ。
【請求項３】
　支持基板を、長手方向に直角な幅方向の中央部で背面側に所要角度屈曲する断面形状山
形の支持基板とし、該支持基板の幅方向中央部を挟んだ各平面部に、それぞれＬＥＤを配
列して設けるようにした請求項２記載のＬＥＤランプ。
【請求項４】
　支持基板の周囲に、ＬＥＤを発する光を透過する円筒状のカバーを長手方向の全長に亘
り配置して、該カバーの両端部を、上記各口金具に取り付けるようにした請求項２又は３
記載のＬＥＤランプ。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、既存の照明器具に改造を施すことなく適用できるＬＥＤランプに関するもの
である。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、蛍光灯は、白熱灯に比して、同じ明るさでも消費電力が低く、又、ランプとし
ての寿命が長いという利点を有することから、蛍光灯を用いた照明器具が、屋内、屋外を
問わず広く使用されている。
【０００３】
　更に、蛍光灯を用いた照明器具のうち、図３に回路図を示す如きスタータ式点灯回路を
用いた蛍光灯照明器具は、点灯回路が簡単なため、最も広く普及している。図３における
１は電源、２は安定器、３は点灯管（電子点灯管を含む）である。又、蛍光灯４は、その
長手方向両端部の図示しない端子を図示しないランプソケットに嵌合させて取り付けるこ
とで、各電極５を回路に接続するようにしてある（たとえば、特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００５－１２３０２７号
【考案の開示】
【考案が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところが、蛍光灯は、水銀が封入してあるため、廃棄する際には、水銀の問題が生じな
いように処理する必要がある。
【０００６】
　更に、前記したように、蛍光灯は白熱灯に比して消費電力が低く、寿命が長いという利
点を有するが、近年では、省エネルギー化を図ると云う観点から、電力消費量を更に削減
でき且つ長寿命化を図ることが可能な照明用ランプが求められるようになってきている。
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【０００７】
　そこで、本考案は、既存の照明器具に改造を施すことなく蛍光灯や白熱電球に代えて使
用することができ、しかも、電力消費量の削減化と長寿命化を図ることができるＬＥＤラ
ンプ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】
【０００８】
　本考案は、上記課題を解決するために、請求項１に対応して、既存の照明器具のランプ
ソケットに装着するための口金具に、ブリッジ整流器の交流入力端子を接続し、該ブリッ
ジ整流器の直流出力端子の間に、所要数のＬＥＤを直列接続してなる組と、所要の静電容
量を有するコンデンサとを並列接続してなる構成とする。
【０００９】
　又、請求項２に対応して、既存の蛍光灯照明器具のランプソケットに装着するための一
対の蛍光灯型の口金具を、所要ワット数の既存の蛍光灯の長さ寸法に応じた所要間隔で配
置して、該各口金具の間に、細長い支持基板を取り付け、更に、該支持基板の表面に、所
要個数のＬＥＤを取り付けると共に、該支持基板の所要個所に、ブリッジ整流器とコンデ
ンサを設け、上記各口金具の端子に上記ブリッジ整流器の交流入力端子を接続し、上記Ｌ
ＥＤは所定個数を直列に接続し、且つ該ブリッジ整流器の直流出力端子の間に、上記所定
個数の上記ＬＥＤを直列に接続してなる組と、所要の静電容量を有するコンデンサとを並
列に接続してなる構成とする。
【００１０】
　更に、上記構成において、支持基板を、長手方向に直角な幅方向の中央部で背面側に所
要角度屈曲する断面形状山形の支持基板とし、該支持基板の幅方向中央部を挟んだ各平面
部に、それぞれＬＥＤを配列して設けるようにした構成とする。
【００１１】
　更に又、上記各構成において、支持基板の周囲に、ＬＥＤを発する光を透過する円筒状
のカバーを長手方向の全長に亘り配置して、該カバーの両端部を、上記各口金具に取り付
けるようにした構成とする。
【考案の効果】
【００１２】
　本考案のＬＥＤランプによれば、以下の如き優れた効果を発揮する。  
（１）既存の照明器具のランプソケットに装着するための口金具に、ブリッジ整流器の交
流入力端子を接続し、該ブリッジ整流器の直流出力端子の間に、所要数のＬＥＤを直列接
続してなる組と、所要の静電容量を有するコンデンサとを並列接続してなる構成としてあ
るので、既存の照明器具に何ら改造を施すことなく既存のランプに代えて取り付けて使用
可能なものとすることができる。  
（２）既存の蛍光灯照明器具のランプソケットに装着するための一対の蛍光灯型の口金具
を、所要ワット数の既存の蛍光灯の長さ寸法に応じた所要間隔で配置して、該各口金具の
間に、細長い支持基板を取り付け、更に、該支持基板の表面に、所要個数のＬＥＤを取り
付けると共に、該支持基板の所要個所に、ブリッジ整流器とコンデンサを設け、上記各口
金具の端子に上記ブリッジ整流器の交流入力端子を接続し、上記ＬＥＤは所定個数を直列
に接続し、且つ該ブリッジ整流器の直流出力端子の間に、上記所定個数の上記ＬＥＤを直
列に接続してなる組と、所要の静電容量を有するコンデンサとを並列に接続してなる構成
とすることにより、既存の蛍光灯照明器具から点灯管を取り外すのみで、該既存の蛍光灯
照明器具に何ら改造を施すことなく既存の蛍光灯に代えて取り付けて使用可能な蛍光灯型
のＬＥＤランプとすることができる。  
（３）上記（２）のＬＥＤランプを使用すれば、蛍光灯照明器具に要求される放熱スペー
スを縮小することが可能になる。又、上記ＬＥＤランプは、その寿命を蛍光灯に比して長
くすることができると共に、電力消費量を蛍光灯に比して大幅に削減することが可能にな
る。更に、上記ＬＥＤランプは、蛍光灯と異なり水銀を使用していないため、廃棄の際に
水銀の問題が生じる虞を解消できる。  



(4) JP 3139714 U 2008.2.28

10

20

30

40

50

（４）支持基板を、長手方向に直角な幅方向の中央部で背面側に所要角度屈曲する断面形
状山形の支持基板とし、該支持基板の幅方向中央部を挟んだ各平面部に、それぞれＬＥＤ
を配列して設けるようにした構成とすることにより、上記各平面部にそれぞれ取り付けた
ＬＥＤの光の照射範囲を合わせることで、広範囲に亘り光を照射可能な蛍光灯型のＬＥＤ
ランプとすることができる。  
（５）支持基板の周囲に、ＬＥＤを発する光を透過する円筒状のカバーを長手方向の全長
に亘り配置して、該カバーの両端部を、上記各口金具に取り付けるようにした構成とする
ことにより、ＬＥＤとブリッジ整流器とコンデンサが取り付けてある支持基板の周囲を上
記カバーで覆うことができて、蛍光灯型のＬＥＤランプの耐候性を高めることができる。
【考案を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、図面に基づき本考案を実施するための最良の形態を説明する。
【００１４】
　図１（イ）（ロ）（ハ）（ニ）及び図２は、本考案のＬＥＤランプの実施の一形態とし
て、既存の蛍光灯照明器具に使用可能な蛍光灯型ＬＥＤランプに適用する例を示すもので
、以下のようにしてある。
【００１５】
　すなわち、既存の蛍光灯と同様の二本ずつの端子８を備えてなる左右一対の口金具７を
、たとえば、６Ｗ型、１０Ｗ型、１５Ｗ型、２０Ｗ型、３０Ｗ型、３２Ｗ型、３６Ｗ型、
４０Ｗ型、８０Ｗ型、１１０Ｗ型やその他のワット数として一般に用いられている直管型
蛍光灯の長さ寸法に応じて、たとえば、２０Ｗ型の蛍光灯の長さ寸法に対応させた所要間
隔で配置する。該各口金具７の間には、左右方向に延び、且つ長手方向に直角な方向（以
下、幅方向と云う）の中央部で約１００度の角度で背面側に屈曲する断面形状山型の細長
い支持基板９を配置して、該支持基板９の長手方向両端部を、上記左右の口金具７にそれ
ぞれ取り付ける。なお、上記支持基板９は、幅方向中央部が、各口金具７の２つの端子８
を結ぶ線の垂直二等分線に沿う平面上に位置するようにしてあるものとする。
【００１６】
　上記支持基板９における幅方向中央部を挟んだ２つの平面部９ａの表面側には、ＬＥＤ
（発光ダイオード）１０を、それぞれ長手方向に所要個数ずつ、たとえば、２０Ｗ型の蛍
光灯に対応させる場合には、それぞれ３２個ずつ配列して取り付ける。又、上記支持基板
９の２つの平面部に配列した上記ＬＥＤ１０の各列ごとに対応させて、ブリッジ整流器１
１とコンデンサ１２を、上記支持基板９の所要個所に設ける。具体的には、たとえば、各
ブリッジ整流器１１を、上記支持基板９の長手方向両端部の口金具７付近の表面側に設け
、又、各コンデンサ１２を、上記支持基板９の長手方向両端部付近の背面側にそれぞれ設
ける。
【００１７】
　更に、上記支持基板９の周囲に、上記ＬＥＤ１０の発する光を透過する円筒状のカバー
１３を長手方向の全長に亘り配置して、該カバー１３の両端部を、上記左右の各口金具７
に取り付けて、蛍光灯型ＬＥＤランプ６を構成する。なお、上記カバー１３の外径寸法は
、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６による代替を所望する既存の所要ワット数の蛍光灯の外径
寸法に対応した寸法となるようにしてある。これにより、上記ＬＥＤ１０とブリッジ整流
器１１とコンデンサ１２が取り付けてある支持基板９の周囲を上記カバー１３で覆うこと
ができて、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６の耐候性を高めることができる。
【００１８】
　図２は上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６の回路図を示すもので、上記左右の各口金具７（図
１（イ）（ロ）（ハ）（ニ）参照）における二本の端子８同士を互いに接続する。又、一
方（図では右側）の口金具７（図１（イ）（ロ）（ハ）（ニ）参照）の二本の端子８に、
上記各ブリッジ整流器１１における２つの交流入力端子１１ａ，１１ｂのうちの一方の交
流入力端子１１ａが並列に接続してあると共に、他方（図では左側）の口金具７（図１（
イ）（ロ）（ハ）（ニ）参照）の二本の端子８に、上記各ブリッジ整流器１１における他



(5) JP 3139714 U 2008.2.28

10

20

30

40

50

方の交流入力端子１１ｂが並列に接続してある。
【００１９】
　上記支持基板９の各平面部９ａ（図１（イ）（ロ）（ハ）（ニ）参照）にそれぞれ配列
してあるＬＥＤ１０は、各列ごとに直列に接続して、この直列接続されたＬＥＤ１０の各
組が、上記各ブリッジ整流器１１の直流出力端子としての＋側の出力端子１１ｃと－側の
出力端子１１ｄとの間にそれぞれ接続してある。これにより、上記左右の各口金具７（図
１（イ）（ロ）（ハ）（ニ）参照）の端子８を経て各ブリッジ整流器１１の交流入力端子
１１ａ，１１ｂに外部より供給される交流電流を、極性の影響を受けることなく常に上記
各ブリッジ整流器１１により直流電流に整流した状態で出力して、上記直列接続してある
各列ごとのＬＥＤ１０にそれぞれ供給できるようにしてある。
【００２０】
　更に、上記各ブリッジ整流器１１の直流出力端子の＋側の出力端子１１ｃと－側の出力
端子１１ｄとの間には、上記直列接続してあるＬＥＤ１０の組と並列に、所要の静電容量
のコンデンサ１２がそれぞれ接続してある。これにより、上記各ブリッジ整流器１１の各
直流出力端子１１ｃ，１１ｄ間にそれぞれ直列接続されているＬＥＤ１０に出力させる直
流電流の平滑化を図ることができるようにしてある。
【００２１】
　以上の構成としてある蛍光灯型ＬＥＤランプ６を使用する場合は、図２に二点鎖線で示
す如く、既存の蛍光灯照明器具１４における点灯管３（図３参照）を外した状態にて、該
既存の蛍光灯照明器具１４のランプソケット１５に、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６の左右
の口金具７より突出している端子８を嵌合させて装着する。この際、該蛍光灯型ＬＥＤラ
ンプ６にて、各ＬＥＤ１０が取り付けてある支持基板９の表面側が、上記既存の蛍光灯照
明器具１４の光照射方向に臨むようにして取り付ける。これにより、上記既存の蛍光灯照
明器具１４を外部の図示しない電源に接続して、該蛍光灯照明器具１４に電力供給を行う
と、該蛍光灯照明器具１４のランプソケット１５を経て上記蛍光灯型ＬＥＤランプ１の左
右両端部の端子８に供給される交流電流が、上記ブリッジ整流器１１で直流電流に整流さ
れ、更に、上記コンデンサ１２により平滑化された後、各ＬＥＤ１０へ供給されることで
、該各ＬＥＤ１０が発光して、ランプとしての機能を果たすようになる。
【００２２】
　このように、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６によれば、既存の蛍光灯照明器具１４から点
灯管３（図３参照）を取り外すのみで、該既存の蛍光灯照明器具１４に何ら改造を施すこ
となく既存の蛍光灯４（図３参照）に代えて取り付けて使用可能なものとすることができ
る。
【００２３】
　更に、支持基板９を断面形状山形として、該支持基板９の幅方向両側の各平面部９ａに
ＬＥＤ１０を配設するようにしてあるので、上記各平面部１０にそれぞれ取り付けたＬＥ
Ｄ１０の光の照射範囲を合わせることで、広範囲に亘り光を照射可能な蛍光灯型ＬＥＤラ
ンプ６とすることができる。
【００２４】
　又、ＬＥＤ１０は発熱が蛍光灯に比較して小さいので、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６を
使用すれば、蛍光灯照明器具１４に要求される放熱スペースを縮小することが可能になる
。又、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６によれば、蛍光灯に比して寿命を長くすることができ
ると共に、電力消費量を蛍光灯に比して約１／５～１／１０に削減することが可能になる
効果が期待できる。
【００２５】
　更に、上記蛍光灯型ＬＥＤランプ６によれば、水銀を使用していないので、廃棄の際に
水銀の問題が生じる虞を解消でき、又、紫外線を出さないので、本考案のＬＥＤランプに
虫が寄りつくことがない。
【００２６】
　又、一般に、ブルーは犯罪の抑止効果があると言われているが、特に、彩度の高いもの
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が有効と言われている。ＬＥＤは蛍光灯、水銀灯、白熱灯では出せない彩度の高いブルー
を発光できるので、本考案のＬＥＤランプを用いてＬＥＤの彩度の高いブルーを出させる
ことにより、防犯の抑止効果をより高めることが可能となる。
【００２７】
　なお、本考案は、上記実施の形態のみに限定されるものではなく、支持基板９を、幅方
向の中央部で約１００度の角度で背面側に屈曲した断面形状山型のものとして示したが、
上記支持基板９が幅方向中央部で背面側へ屈曲する角度は、個々のＬＥＤ１０の照射角度
範囲や、蛍光灯照明器具１４にて要求される光の照射角度範囲に応じて、適宜１００度よ
り増減してもよい。又、上記断面形状山型の支持基板９は、幅方向中央部で２つに分割し
てなる形状の分割体を組み合わせることで形成できるようにしてもよい。更に、上記支持
基板９は単なる平板形状としてもよい。
【００２８】
　又、支持基板９に設置するＬＥＤ１０の数や配置は、使用する個々のＬＥＤ１０の光量
や照射角度範囲、及び、蛍光灯型ＬＥＤランプ６による代替を望む直管型蛍光灯の明るさ
や、長さ寸法や、太さ寸法に応じて適宜変更してもよい。
【００２９】
　支持基板９に設置してある各ＬＥＤ１０に各々所定の電力を供給できるようにしてあれ
ば、支持基板９上のすべてのＬＥＤ１０を１つのブリッジ整流器１１の直流出力端子１１
ｃと１１ｄの間に直列に接続したり、並列接続した３つ以上のブリッジ整流器１１を用い
て、該各３つ以上のブリッジ整流器１１に、ＬＥＤ１０を、所要数ずつ割り振って接続す
るようにしてもよい。又、ブリッジ整流器１１を用いる場合を説明したが、ブリッジ整流
器と同様な機能を有するものであれば、ブリッジ整流器に代えて用いるようにしてもよい
。
【００３０】
　ＬＥＤ１０は、蛍光灯型ＬＥＤランプ６の使用目的に応じていかなる波長の光を発する
ものを用いるようにしてもよい。
【００３１】
　蛍光灯型ＬＥＤランプ６の全体形状を、環形蛍光灯のようなサークル形状としてもよい
。更には、上記蛍光灯型の端子８を備えた口金具７に代えて、白熱電球型のねじ式口金具
を用いるようにして、白熱電球照明器具に装着可能な電球型ＬＥＤランプとするようにし
てもよいこと、その他本考案の要旨を逸脱しない範囲内で種々変更を加え得ることは勿論
である。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本考案のＬＥＤランプの実施の一形態として、蛍光灯型ＬＥＤランプを示すもの
で、（イ）は概略側面図、（ロ）は（イ）のＡ－Ａ方向矢視図、（ハ）は（イ）のＢ－Ｂ
方向矢視図、（ニ）は、（イ）のＣ－Ｃ方向矢視図である。
【図２】図１の蛍光灯型ＬＥＤランプの回路図を示すものである。
【図３】従来の蛍光灯照明器具の概要を示す回路図である。
【符号の説明】
【００３３】
　６　蛍光灯型ＬＥＤランプ（ＬＥＤランプ）
　７　口金具
　８　端子
　９　支持基板
　９ａ　平面部
　１０　ＬＥＤ
　１１　ブリッジ整流器
　１１ａ，１１ｂ　交流入力端子
　１１ｃ，１１ｄ　直流出力端子
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　１２　コンデンサ
　１３　カバー
　１４　蛍光灯照明器具（既存の照明器具）
　１５　ランプソケット

【図１】 【図２】
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