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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一端側にねじ取付孔が形成された基体と；
　基板の一面に半導体発光素子が実装された発光部およびその周辺域を有し、基体の一端
側に配置された発光モジュールと；
　発光モジュールの発光部が露出する開口部、およびねじ挿通孔を備えた絶縁体と；
　絶縁体のねじ挿通孔を介して、基体のねじ取付孔に取り付けられたねじと；
　基体の他端側に設けられた点灯回路および口金と；
　を具備し、
　絶縁体には、一面側にねじ頭部を収容する凹部、凹部と連通してねじ軸部が挿通される
ねじ挿通孔、他面側に基板に嵌り込む位置決め突部が形成されており、凹部、ねじ挿通孔
、および位置決め突部は基体のねじ取付孔と同軸である
　ことを特徴とする電球形ランプ。
【請求項２】
　器具本体と；
　器具本体に装着される請求項１に記載の電球形ランプと；
　を具備していることを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
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　本発明は、光源として半導体発光素子を用いた電球形ランプ、およびこの電球形蛍光ラ
ンプを用いた照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、半導体発光素子としてＬＥＤ素子を用いた電球形ランプでは、金属製の基体の一
端側にＬＥＤ素子を有する発光モジュールが取り付けられているとともにこの発光モジュ
ールを覆ってグローブが取り付けられ、基体の他端側に口金が取り付けられ、基体内に点
灯回路が収納されている。
【０００３】
　発光モジュールは、複数のＬＥＤ素子を基板上に直接的に実装するＣＯＢ（Chip On Bo
ard）モジュールで、基体への熱伝導性のよい金属製の基板が用いられる場合、基板の一
面に絶縁層が形成され、この絶縁層上に配線パターンが形成されているとともに接着剤に
よって複数のＬＥＤ素子が実装され、これらＬＥＤ素子と配線パターンとがワイヤボンデ
ィングによって電気的に接続され、複数のＬＥＤ素子全体が蛍光体を混入した封止樹脂で
覆われている（例えば、特許文献１参照。）。
【０００４】
　また、発光モジュールの基板から基体への熱伝導性を良好にするために、基板を基体に
ねじで締め付けて固定し、基板を基体に密着させることが行われている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－３７９９５号公報（第７－８頁、図１－４）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ＣＯＢモジュール方式の発光モジュールでは、基板へのＬＥＤ素子の実装方法として、
基板の一面に絶縁層を形成し、この絶縁層上に接着剤で複数のＬＥＤ素子を実装するよう
にしているが、ＬＥＤ素子から基板への熱伝導性の向上、および発光モジュールの製造工
程を簡略化して発光モジュールを安価に構成するために、絶縁層の形成を省略し、金属製
の基板の一面に接着剤で複数のＬＥＤ素子を実装することが考えられる。
【０００７】
　この実装方法の場合、基板が基体に電気的にも接触するとともに、基板を基体に固定す
る金属製のねじが基板と基体とに電気的にも接触することになり、通常の使用状況では基
板とＬＥＤ素子やワイヤボンディングのワイヤとの間の絶縁距離が確保されていて問題な
いが、例えば点灯回路の異常発生時などに、ＬＥＤ素子やワイヤボンディングのワイヤに
高電圧がかかって基板との間で放電した場合、基板およびねじに電気が流れ、この基板お
よびねじから外部に露出する基体へ電気が流れるおそれがある。
【０００８】
　本発明は、このような点に鑑みなされたもので、基板に電気が流れるような異常発生時
においても、基体に電気が流れるのを確実に防止できる電球形ランプおよび照明器具を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の電球形ランプは、一端側にねじ取付孔が形成された基体と；基板の一
面に半導体発光素子が実装された発光部およびその周辺域を有し、基体の一端側に配置さ
れた発光モジュールと；発光モジュールの発光部が露出する開口部、およびねじ挿通孔を
備えた絶縁体と；絶縁体のねじ挿通孔を介して、基体のねじ取付孔に取り付けられたねじ
と；基体の他端側に設けられた点灯回路および口金と；を具備し、絶縁体には、一面側に
ねじ頭部を収容する凹部、凹部と連通してねじ軸部が挿通されるねじ挿通孔、他面側に基
板に嵌り込む位置決め突部が形成されており、凹部、ねじ挿通孔、および位置決め突部は
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基体のねじ取付孔と同軸であるものである。
【００１０】
　本発明および以下の発明において、特に指定しない限り用語の定義および技術的意味は
次による。
【００１１】
　基板は、例えば、アルミニウムなどの金属製で、半導体発光素子を実装する一面に絶縁
層が形成されていなくてもよい。半導体発光素子は、例えば、ＬＥＤ素子やＥＬ素子など
が含まれる。発光部は、例えば、半導体発光素子がＬＥＤ素子の場合に、基板の一面に接
着剤によって複数のＬＥＤ素子が実装され、複数のＬＥＤ素子と基板上に配置された端子
部とがワイヤボンディングによって電気的に接続され、複数のＬＥＤ素子全体が蛍光体を
混入した封止樹脂で覆われて形成されている。これにより、発光モジュールは、例えば、
複数のＬＥＤ素子が基板上に直接的に実装されるＣＯＢ（Chip On Board）モジュールで
構成されている。しかし、本発明は、ＣＯＢに限定されるものではなく、ＳＭＤ（Surfac
e Mount Device）形のものを実施するようなものであってもよい。
【００１２】
　基体は、例えば、アルミニウムなどの金属製で、外周面には放熱性を向上させるための
放熱フィンを設けてもよい。
【００１３】
　絶縁材は、例えば、シリコーン樹脂やシリコーンゴムなどの絶縁性、熱伝導性および弾
性を有するシートが好ましいが、これに限定されるものではない。シートの場合、その弾
性によって基板と基体との密着性を高めることが可能となる。
【００１４】
　ねじは、例えば、金属製で、頭部、およびねじ山が形成されたねじ軸部を有し、１個ま
たは複数個が用いられる。
【００１５】
　絶縁体は、例えば、絶縁性を有する合成樹脂製で、少なくともねじの係合部分において
ねじと基板との間に介在するように設けられていればよく、また、ねじが複数の場合には
、複数の係合部分を一体に形成することにより１部品で構成するようにしてもよい。
【００１６】
　口金は、例えば、Ｅ２６形やＥ１７形などの一般照明電球用のソケットに接続可能なも
のが含まれる。
【００１７】
　点灯回路は、例えば、定電流の直流電力を出力する電源回路を有し、この電源回路の出
力側に接続されている配線を基体内を通じて一端側に引き出し、配線の先端のコネクタを
基板に配置されているコネクタに接続することにより、半導体発光素子に電力供給可能と
する。点灯回路は基体内に収納されるが、点灯回路の一部が口金内に収納されていてもよ
い。
【００１８】
　請求項２に記載の照明器具は、器具本体と；器具本体に装着される請求項１に記載の電
球形ランプと；を具備しているものである。
【発明の効果】
【００１９】
　請求項１に記載の電球形ランプによれば、発光モジュールの基板を基体に固定するねじ
と発光モジュールの基板との間に絶縁体を介在するため、基板に電気が流れるような異常
発生時においても、基体に電気が流れるのを確実に防止できる。
【００２０】
　さらに、絶縁体には、一面側にねじ頭部を収容する凹部、凹部と連通してねじ軸部が挿
通されるねじ挿通孔、他面側に基板に嵌り込む位置決め突部が形成されており、凹部、ね
じ挿通孔、および位置決め突部は基体のねじ取付孔と同軸となるようにできる。
【００２１】
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　請求項２に記載の照明器具によれば、請求項１の電球形ランプの作用効果が得られる照
明器具を提供できる。
【図面の簡単な説明】
【００２２】
【図１】本発明の第１の実施の形態を示す電球形ランプの分解斜視図である。
【図２】同上電球形ランプの断面図である。
【図３】同上電球形ランプの側面図である。
【図４】同上電球形ランプの基体および発光モジュールの端面図である。
【図５】同上電球形ランプの発光モジュールの一部の断面図である。
【図６】同上電球形ランプを用いた照明器具の断面図である。
【図７】本発明の第２の実施の形態を示す電球形ランプの断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２３】
　以下、本発明の実施の形態を、図面を参照して説明する。
【００２４】
　図１ないし図６に第１の実施の形態を示す。図１ないし図４において、11は電球形ラン
プで、この電球形ランプ11は、金属製の基体12、この基体12の一端側（電球形ランプ11の
ランプ軸の一端側）に取り付けられた発光モジュールユニット13、基体12の他端側に取り
付けられた絶縁性を有するカバー14、このカバー14の他端側に取り付けられた口金15、発
光モジュールユニット13を覆って基体12の一端側に取り付けられた透光性を有するグロー
ブ16、および基体12と口金15との間でカバー14の内側に収納された点灯回路17を備えてい
る。
【００２５】
　まず、基体12は、熱伝導性が優れた例えばアルミニウムなど金属材料によって一体形成
されており、中央域には他端側へ向けて開口する胴体部21が形成され、この胴体部21の周
囲にランプ軸方向に沿った複数の放熱フィン22が放射状に突出形成されている。放熱フィ
ン22は、基体12の他端側から一端側へと径方向の突出量が徐々に大きくなるように傾斜し
て形成されており、グローブ16と組み合わせた際に電球形の形状に近似するように構成さ
れている。
【００２６】
　基体12の一端側の面には、発光モジュールユニット13が取り付けられる平面状の取付面
23が形成されている。この取付面23には、発光モジュールユニット13の後述する絶縁シー
トを位置決めするための複数の位置決め突起24、発光モジュールユニット13をねじ止めす
るための複数の取付孔25、および点灯回路17と発光モジュールユニット13側とを電気的に
接続するコネクタやリード線を通すための配線孔26が形成されている。さらに、基体12に
は、胴体部21内に配置したカバー14をこのカバー14の内側からねじ止めするための取付孔
27が貫通形成されている。
【００２７】
　基体12の一端側には、ランプ軸の中心から外れた位置に基体12の一端側と他端側である
胴体部21の内側とを連通する孔部28がランプ軸方向に沿って形成され、基体12の一端側の
面に孔部28の一端側から基体12の周辺域へ向けて溝部29が連通形成され、これら孔部28お
よび溝部29によって点灯回路17と発光モジュールユニット13側とを電気的に接続するコネ
クタやリード線を通すための配線孔26が形成されている。
【００２８】
　基体12の一端側の周辺域には、グローブ16を取り付ける環状のグローブ取付部30が突出
形成されている。このグローブ取付部30の内周部には、グローブ取付部30の先端から離反
した取付面23に寄った位置に、全周に亘って係止溝31が形成され、さらに、グローブ取付
部30の周方向の複数箇所であって例えば周方向に等間隔となる４箇所に、ランプ軸方向に
沿って回転止め溝32が形成されている。
【００２９】
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　次に、発光モジュールユニット13は、発光モジュール41、発光モジュール41を基体12に
固定する複数のねじ42、発光モジュール41と基体12との間に介在される絶縁材としての絶
縁シート43、および発光モジュール41上に配置されてねじ42と発光モジュール41との間に
介在される絶縁体としての絶縁カラー44を備えている。
【００３０】
　発光モジュール41は、例えばアルミニウムなどの金属材料で形成された長方形状の基板
47、およびこの基板47の一端側の一面である実装面の中央域に形成された円形の発光部48
を有している。
【００３１】
　発光部48は、図５に示すように、基板47の金属面上に、複数の半導体発光素子としての
ＬＥＤ素子であるＬＥＤチップ49が実装するＣＯＢ（Chip On Board）方式が用いられて
いる。すなわち、基板47の金属面上に、複数のＬＥＤチップ49がマトリクス状に配列して
実装する各実装位置に対応してシリコーン樹脂などの接着剤50が所定の間隔をあけて塗布
され、これら各接着剤50に押し付けるようにして各ＬＥＤチップ49が所定の間隔をあけて
接着固定され、隣り合うＬＥＤチップ49がワイヤボンディング処理によるワイヤ51によっ
て直列に電気的に接続され、複数のＬＥＤチップ49全体が蛍光体を混入した例えばシリコ
ーン樹脂などの透明樹脂である封止樹脂52で覆われて封止されている。
【００３２】
　ＬＥＤチップ49には例えば青色光を発するＬＥＤチップが用いられ、封止樹脂にはＬＥ
Ｄチップ49からの青色光の一部により励起されて黄色光を放射する蛍光体が混入されてい
る。したがって、ＬＥＤチップ49および封止樹脂52などによって発光部48が構成され、こ
の発光部48の表面である封止樹脂52の表面が発光面53となり、この発光面53から白色系の
照明光が放射される。
【００３３】
　基板47の実装面には、基板47に対して絶縁状態で図示しない配線パターンが形成され、
この配線パターンに、複数のＬＥＤチップ49を直列に接続するワイヤ51の各端部が接続さ
れているとともに、基板47上の１つの隅部に実装されるコネクタ54が接続されている。
【００３４】
　基板47の隅部でコネクタ54が実装されていない対角線上に位置する２箇所の隅部に、ね
じ42が挿通される挿通孔55が形成されている。これら挿通孔55は、基体12の各取付孔25と
同軸となる位置に形成され、ねじ42よりも大径で、挿通孔55の中心に挿通されるねじ42と
基板12との絶縁距離が確保されている。
【００３５】
　また、ねじ42は、金属製で、頭部58、およびねじ山が形成されたねじ軸部59を有してい
る。発光モジュール41を基体12に固定する際には、ねじ軸部59に挿通されるワッシャ60が
用いられる。
【００３６】
　また、絶縁シート43は、例えば、シリコーン樹脂やシリコーンゴムなどの絶縁性、熱伝
導性および弾性を有する薄いシートであり、基体12の各取付孔25および基板47の各挿通孔
55と同軸となる位置に、ねじ42のねじ軸部59が挿通される挿通孔63が形成されている。
【００３７】
　また、絶縁カラー44は、例えば、ＰＢＴ樹脂などの絶縁性を有する合成樹脂製で、基板
47の外形範囲内の大きさに形成されていて基板47上に被着されるカラー本体65を有してい
る。カラー本体65の中央域には発光部48が露出する円形の開口部66が形成されているとと
もにこの開口部66の周囲に発光部48上の周辺域に配置される環状の壁部67が形成されてい
る。
【００３８】
　図２に示すように、基板47からの壁部67の高さ寸法は、基板47上に配置されるコネクタ
54やねじ42の頭部58の影がグローブ16に映るのを防止できるように、発光部48の端部と反
対側に位置する壁部67の上端とを結ぶ仮想線ａが、コネクタ54やねじ42の頭部58にかから
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ないように設定される。なお、図２では、仮想線ａがコネクタ54にかかっているように見
えるが、これは断面の方向の関係でこのように見えるだけで、コネクタ54の位置を通るよ
うにした断面では仮想線ａがコネクタ54にかからない。
【００３９】
　カラー本体65の四隅のうち、一方の対角線上に位置する隅部にはコネクタ54との干渉を
避けるための切欠部68が形成され、他方の対角線上に位置する隅部にはねじ42が係合する
ねじ係合部69が形成されている。
【００４０】
　ねじ係合部69には、一面側にねじ42の頭部58およびワッシャ60が係合して収容される凹
部70が形成され、ねじ42のねじ軸部59が挿通される挿通孔71が形成されている。ねじ係合
部69の他面側には、基板47の挿通孔55に嵌り込む位置決め突部72が形成されている。これ
らねじ係合部69の凹部70、挿通孔71および位置決め突部72は、基体12の各取付孔25、基板
47の各挿通孔55、および絶縁シート43の挿通孔63と同軸となる位置に形成されている。
【００４１】
　また、カバー14は、例えばＰＢＴ樹脂などの絶縁材料により、他端側へ向けて開口する
円筒状に形成されている。カバー14の他端側の外周部には、基体12と口金15との間に介在
して互いの間を絶縁する環状の鍔部75が形成され、この鍔部75より他端側で口金15を螺着
して取り付けるためのねじ山を有する螺合部76が形成されている。カバー14の一端側の面
には、基体12の配線孔26の孔部28に同軸に連通してコネクタやリード線を通すための配線
孔77が形成されているとともに、基体12の取付孔27に同軸に連通してねじ止めするための
挿通孔78が形成されている。カバー14の内周面には、互いに対向する一対の基板取付溝79
がカバー14の中心からオフセットした位置にランプ軸方向に沿って形成されている。
【００４２】
　また、口金15は、例えば、Ｅ１７形やＥ２６形などの一般照明電球用のソケットに接続
可能なもので、カバー14の螺合部76に螺合されて固定されるシェル81、このシェル81の他
端側に設けられる絶縁部82、およびこの絶縁部82の頂部に設けられるアイレット83を有し
ている。
【００４３】
　また、グローブ16は、光拡散性を有する合成樹脂製あるいはガラス製などで、半球面形
状に形成されている。グローブ16の他端側は開口され、この開口縁部に基体12のグローブ
取付部30の内周側に嵌合される嵌合部85が形成されている。嵌合部85には、グローブ取付
部30の各回転止め溝32に嵌め込まれる複数の回転止め突起86が形成されているとともに、
嵌合部85をグローブ取付部30に嵌合した際にグローブ取付部30の係止溝31に係止される複
数の係止爪87が形成されている。
【００４４】
　また、点灯回路17は、発光モジュール41のＬＥＤチップ49に対して定電流を供給する回
路であり、回路を構成する複数の回路素子が実装された回路基板89を有し、この回路基板
89がカバー14の基板取付溝79に差し込まれてカバー14内に収納されている。点灯回路17の
入力側には、口金15のシェル81およびアイレット83がリード線で電気的に接続されている
。点灯回路17の出力側には先端にコネクタ90を有するリード線91が接続され、このコネク
タ90およびリード線91がカバー14の配線孔77および基体12の配線孔26を通じて基体12の一
端側に引き出され、コネクタ90が発光モジュール41のコネクタ54に接続されている。なお
、このコネクタ90の接続作業は、発光モジュール41を基体12にねじ止めする前に行われる
。
【００４５】
　そして、電球形ランプ11を組み立てるには、まず、カバー14を基体12の胴体部21に挿入
し、カバー14の内側から挿通孔78を通じて基体12の取付孔27にねじ止めする。続いて、点
灯回路17の回路基板89をカバー14の内側に挿入するとともにコネクタ90およびリード線91
をカバー14の配線孔77および基体の配線孔26を通じて基体12の一端側に引き出す。続いて
、口金15をカバー14の螺合部76に螺合し、接着やかしめによって口金15をカバー14に固定
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する。
【００４６】
　続いて、発光モジュールユニット13を基体12に取り付ける。すなわち、絶縁シート43を
基体12の取付面23から突出する複数の位置決め突起24間に位置決めして配置し、発光モジ
ュール41の基板47を絶縁シート43上に配置し、絶縁カラー44を基板47上に被せるとともに
各位置決め突部72を基板47の挿通孔55に嵌め込んで位置決めし、ワッシャ60を通した各ね
じ42のねじ軸部59を絶縁カラー44の各凹部70および挿通孔71、基板47の挿通孔55、および
絶縁シート43の挿通孔63を通じて基体12の取付孔25に螺着し、ねじ42を締め付けて絶縁カ
ラー44、発光モジュール41および絶縁シート43を基体12に固定する。また、予め基体12の
一端側に引き出されているコネクタ90およびリード線91は、絶縁シート43および基板47の
縁部から配線孔26の溝部29の端部が露出して開口する部分から引き出しておき、発光モジ
ュールユニット13の取付後に、コネクタ90を発光モジュール41のコネクタ54に接続する。
これにより、発光モジュール41の基板47が絶縁シート43を介して基体12の取付面23に面接
触して密着した状態に取り付けられ、また、発光モジュール41の発光部48の中心がランプ
軸の中心に配置される。なお、発光モジュールユニット13の基体12への取付順序は、これ
に限らず、別の取付順序でもよい。
【００４７】
　続いて、基体12のグローブ取付部30の内周にシリコーン樹脂やセメントなどの接着剤を
塗布し、グローブ16の各回転止め突起86をグローブ取付部30の各回転止め溝32に位置決め
してグローブ16を基体12に被着することにより、グローブ16の各係止爪87がグローブ取付
部30の係止溝31に係止され、グローブ16が基体12に嵌合固定される。これにより、グロー
ブ16が基体12に対して回転止めされるとともに抜け止めされている。このようにグローブ
16の基体12に対する固定は、嵌合係止構造を採用しているため、接着剤を併用する場合に
は従来に比べて接着剤の使用量を削減でき、あるいは接着剤も併用しなくてもグローブ16
を基体12に確実に固定することができる。
【００４８】
　また、図６には、電球形ランプ11を使用するダウンライトである照明器具100を示し、
この照明器具100は、器具本体101を有し、この器具本体101内にソケット102および反射体
103が配設されている。
【００４９】
　そうして、電球形ランプ11を照明器具100のソケット102に装着して通電すると、点灯回
路17が動作し、発光モジュール41の複数のＬＥＤチップ49に電力が供給され、複数のＬＥ
Ｄチップ49が発光し、この光がグローブ16を通じて拡散放射される。
【００５０】
　発光モジュール41の複数のＬＥＤチップ49の点灯時に発生する熱は、主に、基板47に熱
伝導されるとともにこの基板47から絶縁シート43を介して基体12に熱伝導され、この基体
12の周囲に設けられた複数の放熱フィン22から空気中に放熱される。
【００５１】
　発光モジュール41は、金属製の基板47上に、絶縁層を別途介在せず、接着剤50でＬＥＤ
チップ49が直接的に実装されているため、ＬＥＤチップ49の熱を基板47に効率よく熱伝導
できる。また、基板47と基体12との間に絶縁シート43が介在するが、発光部48よりも広い
基板47の全面から絶縁シート43を介して基体12に熱伝導できるので、高い熱伝導性を確保
できる。
【００５２】
　また、仮に、点灯回路17に異常が発生し、発光モジュール41のＬＥＤチップ49やワイヤ
51に高電圧がかかって基板47との間で放電した場合、基板47に電気が流れるおそれが考え
られる。この場合、基板47と基体12との間には絶縁シート43が介在され、基板47を基体12
に固定するねじ42と基板47との間には絶縁カラー44が介在されているため、基板47に電気
が流れても、基体12に電気が流れるのを確実に防止できる。
【００５３】
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　また、絶縁カラー44には、基板47の挿通孔55に嵌合される位置決め突部72が設けられて
いるため、絶縁カバー44と基板47とを組み合わせることで互いの位置関係を位置決めでき
、ねじ42が必ず基板47の挿通孔55の中心に配置され、ねじ42と基板47との絶縁距離を確実
に確保できる。
【００５４】
　また、絶縁カラー44には、基板47の発光部48の周囲を囲む壁部67が設けられているため
、この壁部67で発光部48から基板47の一面に沿った方向へ向かう光を遮光し、基板47上に
配置されるコネクタ54やねじ42の影がグローブ16に映るのを防止でき、絶縁カラー44を遮
光体と兼用できる。さらに、壁部67の内周面は、反射面として機能し、光を有効利用でき
るとともに配光制御できる。
【００５５】
　次に、図７に第２の実施の形態を示す。
【００５６】
　絶縁カラー44の壁部67の内周面の反射面機能をより高めたもので、壁部67に、基板47の
発光部48の周囲に対向し、発光部48からの光を反射させる反射部111が形成されている。
この反射部111は、円筒状で、発光部48に対向する内周面に一端側へ向かって拡開する反
射面112が形成されている。反射面112は、例えばアルミニウム蒸着などが施されて高い反
射率特性が確保されている。
【００５７】
　このように、絶縁カラー44には、基板47の発光部48の周囲に対向し、発光部48からの光
を反射させる反射部111を設けているため、図６に示したダウンライトである照明器具100
に適用した場合に、その照明器具100に適した直下方向の配光が増加した配光制御ができ
、絶縁カラー44を反射体と兼用できる。
【符号の説明】
【００５８】
　11　　電球形ランプ
　12　　基体
　15　　口金
　17　　点灯回路
　25　　ねじ取付孔としての取付孔
　41　　発光モジュール
　42　　ねじ
　44　　絶縁体としての絶縁カラー
　47　　基板
　48　　発光部
　49　　半導体発光素子としてのＬＥＤチップ
　58　　ねじ頭部としての頭部
　59　　ねじ軸部
　66　　開口部
　70　　凹部
　71　　ねじ挿通孔としての挿通孔
　72　　位置決め突部
　100 　照明器具
　101 　器具本体
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