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(57)【要約】
本発明は、ＬＥＤ蛍光灯を提供する。ＬＥＤ蛍光灯は、
一定長を有し、両端に係止溝部が形成される半円状のヒ
ートシンクと、一定長を有し、係止溝部に両端がフック
結合される半円状の拡散チューブと、一定長を有し、ヒ
ートシンクの両端の内側に形成される固定溝部に両側部
が係止されて固定され、拡散チューブに露出されるよう
に、上面の多数位置にＬＥＤが実装されるＬＥＤ基板と
、を含む。したがって、本発明は、一定長を有する半円
状の拡散チューブとヒートシンク本体とをフック式で容
易に着脱可能にすると同時に、ＬＥＤからの発散光を均
一に拡散させ、一定長を有する基板及び基板に実装され
るＬＥＤから発生する熱を外部に迅速に放出することが
できる。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一定長を有し、両端に係止溝部が形成される半円状のヒートシンクと、
　一定長を有し、前記係止溝部に両端がフック結合される半円状の拡散チューブと、
　一定長を有し、前記ヒートシンクの両端の内側に形成される固定溝部に両側部が係止さ
れて固定され、前記拡散チューブに露出されるように、上面の多数位置にＬＥＤが実装さ
れるＬＥＤ基板を含むことを特徴とするＬＥＤ蛍光灯。
【請求項２】
　前記ヒートシンクは、半円状のヒートシンク本体と、前記ヒートシンク本体の外周に一
定間隔を成して突設される第１放熱突起と、前記ヒートシンク本体の内周に一定間隔を成
して突設される第２放熱突起と、を備えることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ蛍光
灯。
【請求項３】
　前記第１放熱突起の長さは、前記第２放熱突起の長さより一定長ほど長く形成されるこ
とを特徴とする請求項２に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項４】
　前記第１放熱突起と前記第２放熱突起は、互いにずれて位置されることを特徴とする請
求項２に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項５】
　前記ヒートシンク本体の外周と内周とのうち少なくとも１つ以上には、エンボッシング
状の第１突起物がさらに形成され、
　前記第１放熱突起と前記第２放熱突起との外面には、エンボッシング状の第２突起物が
さらに形成されることを特徴とする請求項２に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項６】
　前記ヒートシンクは、発泡アルミニウムからなり、
　前記ヒートシンクの外面は、サンディング処理されることを特徴とする請求項１に記載
のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項７】
　前記拡散チューブの厚さは、端部から中央部に沿って漸増するように形成されることを
特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項８】
　前記拡散チューブは、エンボッシング状の拡散突起をさらに備えることを特徴とする請
求項１に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項９】
　前記拡散突起は、前記拡散チューブの外面と内面とのうち少なくとも何れか１つに形成
されることを特徴とする請求項８に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項１０】
　前記拡散突起は、前記拡散チューブの端部から中央部に沿ってサイズが漸進的に大きく
なるように形成されることを特徴とする請求項８に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項１１】
　前記ＬＥＤ基板は、メタルとクラッドメタルとＦＲ４とのうち何れか１つからなること
を特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項１２】
　前記ＬＥＤ基板の外面と前記ヒートシンクの外面には、白色のＰＳＲを使った冷却塗料
がさらに塗布されることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【請求項１３】
　前記係止溝部には、前記拡散チューブの両端がスリップされて係止されるように案内す
る傾斜面がさらに形成されることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ蛍光灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ヒートシンクに係り、より詳細には、一定長を有する半円状の拡散チューブ
とヒートシンク本体とをフック式で容易に着脱可能にすると同時に、ＬＥＤからの発散光
を均一に拡散させ、一定長を有する基板及び基板に実装されるＬＥＤから発生する熱を外
部に迅速に放出することができるＬＥＤ蛍光に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に使われている照明灯用の灯器具のほとんどは、蛍光灯を使っており、このよう
な従来の蛍光灯は、周波数が６０Ｈｚを使って駆動するので、蛍光灯の光が秒当り６０回
点滅することによって、長期間の使用時にユーザの目の疲労感が激しく、長期間の使用に
よる自体の発熱によって、周辺温度を上昇させることによって、高い電力損失をもたらし
、過熱時には、蛍光ランプが破損されやすい短所がある。結局、従来の蛍光灯のような灯
器具は、温度上昇及び高い電力損失によって、使用寿命が短縮され、使われる部品が多く
て取り替えコストが多くかかるという問題があった。
【０００３】
　また、最近、一般蛍光灯に比べて長さが１／２～１／３であるコンパクト型ランプが使
われるが、コンパクト蛍光ランプは、蛍光灯と光度面で同一でありながらも、電力消耗が
節減され、三波長蛍光物質の使用で物体の色再現性に優れている。
【０００４】
　前記のような蛍光灯や蛍光ランプの代替用として使われるＬＥＤは、電力を光に変換さ
せる効率に優れ、現在使われている一般的照明器具である白熱灯や蛍光灯、コンパクト蛍
光ランプに比べて、単位電力に比べて光の効率が格段に高くて経済性に優れ、また低電圧
でも所望通りの光量を得ることができて、安定性に優れるので、照明用としての使用が次
第に高まりつつある。
【０００５】
　しかし、ＬＥＤは、電力を光に変換させる効率は良いが、一方、その発光部位が半導体
素子からなっているので、フィラメントを使う白熱灯や陰極線を利用した蛍光灯または蛍
光ランプなどの発光素子に比べて、相対的に熱に脆弱であるという短所がある。言い換え
れば、ＬＥＤは、長期間の使用時に、その発光素子から発生する熱による熱的ストレスに
よって、半導体素子が容易に劣化（ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ）されて、その性能が落ちる
。
【０００６】
　したがって、最近、ＬＥＤに大容量の電流を流すためには、これから発生する熱を効果
的に放出するための放熱構造が要求されている。
【０００７】
　また、従来の蛍光灯でＬＥＤのような光源を取り替えるためには、スライディング式で
結合されて狭小な空間で光源を取り替えるなどの工数作業を容易に遂行しにくい問題点も
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明は、前述した問題点を解決するために創出されたものであって、本発明の目的は
、一定長を有する半円状の拡散チューブとヒートシンク本体とをフック式で容易に着脱可
能にすると同時に、一定長を有する基板及び基板に実装されるＬＥＤから発生する熱を外
部に迅速に放出することができるＬＥＤ蛍光灯を提供することにある。
【０００９】
　本発明の他の目的は、蛍光灯の半分をヒートシンクにし、このヒートシンクにメタルか
らなる基板を固設することによって、基板自体の熱を外部に放熱することができるＬＥＤ
蛍光灯を提供することにある。
【００１０】
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　本発明のまた他の目的は、一定長を有するＬＥＤ蛍光灯の内部に形成される第２放熱部
材を使って、内部の熱を一次的に放熱し、外部に形成される第１放熱部材を使って、前記
熱を二次的に放熱することができるＬＥＤ蛍光灯を提供することにある。
【００１１】
　本発明のさらに他の目的は、ＬＥＤからの発散光を拡散チューブを通じて外部に均一に
拡散可能にしたＬＥＤ蛍光灯を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、前記のような課題を解決するためのＬＥＤ蛍光灯は、一定長を有し、両端に
係止溝部が形成される半円状のヒートシンクと、一定長を有し、前記係止溝部に両端がフ
ック結合される半円状の拡散チューブと、一定長を有し、前記ヒートシンクの両端の内側
に形成される固定溝部に両側部が係止されて固定され、前記拡散チューブに露出されるよ
うに、上面の多数位置にＬＥＤが実装されるＬＥＤ基板と、を含む。
【００１３】
　ここで、前記ヒートシンクは、半円状のヒートシンク本体と、前記ヒートシンク本体の
外周に一定間隔を成して突設される第１放熱突起と、前記ヒートシンク本体の内周に一定
間隔を成して突設される第２放熱突起と、を備えることが望ましい。
【００１４】
　そして、前記第１放熱突起の長さは、前記第２放熱突起の長さより一定長ほど長く形成
されることが望ましい。
【００１５】
　また、前記第１放熱突起と前記第２放熱突起は、互いにずれて位置されることが望まし
い。
【００１６】
　また、前記ヒートシンク本体の外周と内周とのうち少なくとも１つ以上には、エンボッ
シング状の第１突起物がさらに形成され、前記第１放熱突起と前記第２放熱突起との外面
には、エンボッシング状の第２突起物がさらに形成されることが望ましい。
【００１７】
　また、前記ヒートシンクは、発泡アルミニウムからなり、前記ヒートシンクの外面は、
サンディング処理されることもできる。
【００１８】
　一方、前記拡散チューブの厚さは、端部から中央部に沿って漸増するように形成される
ことが望ましい。
【００１９】
　ここで、前記拡散チューブは、エンボッシング状の拡散突起をさらに備えることが望ま
しい。
【００２０】
　そして、前記拡散突起は、前記拡散チューブの外面と内面とのうち少なくとも１つに形
成されることが望ましい。
【００２１】
　また、前記拡散突起は、前記拡散チューブの端部から中央部に沿ってサイズが漸進的に
大きくなるように形成されることが望ましい。
【００２２】
　また、前記ＬＥＤ基板は、メタルとクラッドメタルとＦＲ４とのうち何れか１つからな
ることが望ましい。
【００２３】
　また、前記ＬＥＤ基板の外面と前記ヒートシンクの外面には、白色のＰＳＲを使った冷
却塗料がさらに塗布されることが望ましい。
【００２４】
　それに加えて、前記係止溝部には、前記拡散チューブの両端がスリップされて係止され
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るように案内する傾斜面がさらに形成されることが望ましい。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明は、一定長を有する基板及び基板に実装されるＬＥＤから発生する熱を外部に迅
速に放出することができる。
【００２６】
　また、本発明は、蛍光灯の半分をヒートシンクにし、このヒートシンクにメタルからな
る基板を固設することによって、基板自体の熱を外部に放熱することができる。
【００２７】
　また、本発明は、一定長を有するＬＥＤ蛍光灯の内部に形成される第２放熱部材を使っ
て、内部の熱を一次的に放熱し、外部に形成される第１放熱部材を使って、前記熱を二次
的に放熱することができる。
【００２８】
　また、本発明は、ＬＥＤからの発散光を拡散チューブを通じて外部に均一に拡散するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００２９】
【図１】本発明のＬＥＤ蛍光灯を示す斜視図である。
【図２】本発明のＬＥＤ蛍光灯を示す分解斜視図である。
【図３】本発明のＬＥＤ蛍光灯を示す正面図である。
【図４】本発明のＬＥＤ蛍光灯を示す断面図である。
【図５Ａ】図２のＬＥＤ基板を示す部分断面図であって、ＬＥＤの実装過程を示す断面図
である。
【図５Ｂ】図２のＬＥＤ基板を示す部分断面図であって、ＬＥＤの実装過程を示す断面図
である。
【図５Ｃ】図２のＬＥＤ基板を示す部分断面図であって、ＬＥＤの実装過程を示す断面図
である。
【図５Ｄ】図２のＬＥＤ基板を示す部分断面図であって、ＬＥＤの実装過程を示す断面図
である。
【図５Ｅ】図２のＬＥＤ基板を示す部分断面図であって、ＬＥＤの実装過程を示す断面図
である。
【図６】本発明によるＬＥＤがワイヤポンディングによってＬＥＤ実装溝に実装されたこ
とを示す部分断面図である。
【図７】図２のヒートシンクと拡散部材との結合後の状態を示す断面図である。
【図８】図７のヒートシンクと拡散部材との結合前の状態を示す断面図である。
【図９】本発明による拡散突起が形成される拡散部材を示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　以下、添付した図面を参照にして、本発明のＬＥＤ蛍光灯を説明する。
【００３１】
　図１は、本発明のＬＥＤ蛍光灯を示す斜視図である。図２は、本発明のＬＥＤ蛍光灯を
示す分解斜視図である。図３は、本発明のＬＥＤ蛍光灯を示す正面図である。図４は、本
発明のＬＥＤ蛍光灯を示す断面図である。図５Ａないし図５Ｅは、図２のＬＥＤ基板を示
す部分断面図であって、ＬＥＤの実装過程を示す断面図である。図６は、本発明によるＬ
ＥＤがワイヤポンディングによってＬＥＤ実装溝に実装されたことを示す部分断面図であ
る。図７は、図２のヒートシンクと拡散部材との結合後の状態を示す断面図である。図８
は、図７のヒートシンクと拡散部材との結合前の状態を示す断面図である。図９は、本発
明による拡散突起が形成される拡散部材を示す断面図である。
【００３２】
　図１ないし図４を参照すると、本発明のＬＥＤ蛍光灯は、大きく一定長を有する半円状
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のヒートシンク１００と、前記ヒートシンク１００と結合され、一定長を有して半円状を
成す拡散チューブ２００と、一定長を有してＬＥＤ（図示せず）が実装され、前記ヒート
シンク１００に固定されるＬＥＤ基板４００とで構成される。
【００３３】
　前記ヒートシンク１００は、半円状のヒートシンク本体１１０と、前記ヒートシンク本
体１１０の外周に一定間隔を成して突設される第１放熱突起１２０と、前記ヒートシンク
本体１１０の内周に一定間隔を成して突設される第２放熱突起１３０とを有する。
【００３４】
　ここで、前記ヒートシンク本体１１０の両端には、外部に突出するように係止溝部１１
２を有する。前記係止溝部１１２は、前記拡散チューブ２００の両端がフック結合される
溝である。
【００３５】
　そして、前記拡散チューブ２００の両端は、外側に突出する係止突起２１０が形成され
る。前記係止突起２１０は、前記係止溝部１１２にフック式で係止される突起であり、そ
の外面には、一定の曲率が形成される。この際、前記拡散チューブ２００の両端の内側に
は、前記係止突起２１０と隣接した結合ホール２１０ａが形成される。前記結合ホール２
１０ａは、前記係止溝部１１２の上端に形成される突出部１１２ａが係止されるホールで
ある。
【００３６】
　それに加えて、前記係止溝部１１２には、前記係止突起２１０が係止されるように案内
することができる傾斜面１１２ａが形成されることが望ましい。
【００３７】
　したがって、前記拡散チューブ２００は、前記ヒートシンク１００と対向する位置で、
前記拡散チューブ２００の両端は、前記ヒートシンク１００の係止溝部１１２にフック式
で結合されうる。
【００３８】
　そして、前記ヒートシンク１００において、前記第１放熱突起１２０の長さは、前記第
２放熱突起１３０の長さより一定長ほど長く形成されることが望ましい。すなわち、前記
第１放熱突起１２０と前記第２放熱突起１３０との長さは、異なって形成されることが望
ましい。
【００３９】
　もちろん、ヒートシンク本体１１０で一定部分に局部的に熱が集中される位置があらか
じめ確認されれば、前記熱が集中される部分に該当する位置での第１放熱突起１２０また
は第２放熱突起１３０のうち何れか１つを一定長ほどさらに長く形成することもできる。
【００４０】
　また、前記第１放熱突起１２０と前記第２放熱突起１３０とのエッジ部は、ラウンド処
理することが望ましい。
【００４１】
　これにより、前記第１放熱突起１２０によって、ヒートシンク本体１１０の外部で空気
との接触面積が増加し、前記第２放熱突起１３０によって、前記ヒートシンク本体１１０
の内部で空気との接触面積が増加しうる。
【００４２】
　また、前記ヒートシンク本体１１０の両端には、固定溝部１１３が形成されるが、前記
固定溝部１１３には、前記ＬＥＤ４０が実装されるＬＥＤ基板４００の両端が係止されて
固定されうる。また、前記基板４００は、メタルとクラッドメタルとＦＲ４とのうち何れ
か１つからなりうる。また、図面には図示されていないが、前記基板４００の上面には、
放熱用で一定形状、望ましくは、放射状の突起がさらに形成される。
【００４３】
　したがって、前記ＬＥＤ基板４００は、前記ヒートシンク本体１１０に物理的に接触さ
れるために、ＬＥＤ４０が光を発散する場合に、基板４００に一定以上の熱が発生しても
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、前記熱は、前記ヒートシンク本体１１０に容易に伝達されて放熱されうる。
【００４４】
　そして、前記ＬＥＤ基板４００の上面は、前記拡散チューブ２００の係止突起２１０が
形成された部分と実質的に同一線上をなしうる。
【００４５】
　それに加えて、前記第１放熱突起１２０と前記第２放熱突起１３０は、互いにずれて位
置することが望ましい。これにより、前記ヒートシンク本体１１０の内部と外部で空気と
の接触される面積を増加させると同時に、熱を放熱する場合に、互いに補完することがで
きる。
【００４６】
　また、前記ヒートシンク本体１１０の外周と内周とのうち少なくとも１つ以上には、エ
ンボッシング状の第１突起物ａがさらに形成される。ここで、前記第１突起物ａは、前記
ヒートシンク本体１１０の外周にのみ、または内周にのみ形成され、外周と内周とにいず
れも形成されうる。また、図面に図示されていないが、前記第１突起物ａの形状は、エン
ボッシング状以外にも、多角状の突起に形成されても良い。
【００４７】
　そして、前記第１放熱突起１２０と第２放熱突起１３０との外面には、エンボッシング
状の第２突起物１１１、１１４がさらに形成される。ここで、前記第２突起物１１１、１
１４は、前記第１放熱突起１２０の外面に形成される突起１１４と、第２放熱突起１３０
の外面に形成される突起１１１とで構成することができる。
【００４８】
　これは、ヒートシンク本体１１０の外周と内部での空気との接触面積を極大化させるた
めである。すなわち、ヒートシンク本体１１０の内面及び外面でヒートシンク本体１１０
の内部の熱を容易に放熱させることができる。
【００４９】
　本発明では、ヒートシンク１００の空気との接触面積を極大化することができる方案と
して、下記のような方案を提示することができる。
【００５０】
　第１に、前記ヒートシンク１００を発泡アルミニウムで製作することと、第２に、前記
ヒートシンク１００の外面をサンディング（または、エッチング）処理することである。
したがって、発泡アルミニウムを使う場合に、多孔を備えるために、ヒートシンク本体１
１０自体での空気との接触面積を増加させ、それに加えて、ヒートシンク１００の外面を
エッチングまたはサンディング処理することによって、前記外面に粗度を形成して空気と
の接触面積をさらに増加させうる。
【００５１】
　一方、図７及び図８を参照すると、前記ヒートシンク本体１１０とフック結合される拡
散チューブ２００は、一定長を有し、その断面状が半円状に形成される。そして、前記拡
散チューブ２００の両端には、前述したように、係止突起２１０が形成され、この係止突
起２１０は、ヒートシンク本体１１０の両端に形成される係止溝部１１２にフック式で係
止されて固定される。
【００５２】
　それに加えて、図９を参照すると、前記拡散チューブ２００の厚さは、断面の形状から
見る時に端部から中央部に沿って漸増するように形成される。
【００５３】
　したがって、前記ＬＥＤ４０からの発散光の光量は、中央部の外部には少なく、端部の
外部には多く調節されて、全体として拡散チューブ２００の外部に発散される光量は、均
一に発散されうる。
【００５４】
　また、前記拡散チューブ２００は、エンボッシング状の拡散突起２２０をさらに備える
ことができる。
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【００５５】
　ここで、前記拡散突起２２０は、前記拡散チューブ２００の外面と内面とのうち少なく
とも１つ以上に形成されることが望ましい。望ましくは、図９に示したように、前記拡散
チューブ２００の内面に形成されることが望ましい。
【００５６】
　したがって、前記ＬＥＤ４０からの発散光は、拡散チューブ２００の外部に均一に拡散
されうる。
【００５７】
　そして、前述したように、図９で、前記拡散突起２２０は、前記拡散チューブ２００の
端部から中央部に沿ってサイズが漸進的に大きくなるように形成されることが望ましい。
これは、前記中央部に伝達される光量と端部に伝達される光量とが互いに異なるためであ
り、これにより、拡散チューブ２００の外部に拡散される光の拡散程度は、均一になされ
うる。
【００５８】
　そして、前記拡散チューブ２００に形成される拡散突起２２０によって、ＬＥＤ４０か
らの放射光の放射角は、前記ＬＥＤ基板４００の中心を基準に２８０°程度に増加しうる
。
【００５９】
　また、拡散チューブ２００の厚さを、前述したように製作することによって、拡散チュ
ーブ２００自体の重量を減らすこともできる。
【００６０】
　本発明によるＬＥＤ基板４００は、ＬＥＤ４０の光の発散によって、一定以上の熱が発
生することができるが、この熱は、冷却塗料によって冷却されることもできる。
【００６１】
　すなわち、これは、前記ＬＥＤ基板４００の外面と前記ヒートシンク１００の外面には
、白色のＰＳＲを使った冷却塗料がさらに塗布されることでなされうる。
【００６２】
　また、前記冷却塗料をＬＥＤ基板４００及びヒートシンク１００の外面に塗布すること
によって、ＬＥＤ基板４００で発生するノイズを低減することができる。したがって、Ｌ
ＥＤ４０からの発散光は、ノイズが一定程度ほど低減されるために、安定した光を外部に
発散することができる。
【００６３】
　また、図５Ａないし図５Ｅを参照すると、前記ＬＥＤ基板４００に実装されるＬＥＤ４
０は、前記ＬＥＤ基板４００の内部に挿入されて実装されることもできる。
【００６４】
　すなわち、前記ＬＥＤ基板４００の基板本体４１０の多数位置には、ＬＥＤ設置溝４２
０がルーターによって形成される。そして、前記ＬＥＤ設置溝４２０の底面４２２には、
電極３０が形成される。そして、前記ＬＥＤ４０は、前記ＬＥＤ設置溝４２０の内部に位
置されてボールグリッドアレイ４２またはワイヤポンディング４３のうち何れか１つの方
法によって実装されうる。
【００６５】
　引き続き、前記ＬＥＤ設置溝４２０には、シリコンと蛍光体とが一定比率で混合された
充填材４３０で満たされうる。前記充填材４３０の上面は、前記ＬＥＤ基板４００の上面
と同一線上をなしうる。
【００６６】
　これは、ＬＥＤ基板４００の厚さを容易に減少させることもでき、ＬＥＤ４０を外部の
環境から安全に保護することができる。
【００６７】
　それに加えて、前記ＬＥＤ基板４００がディミング回路を有する場合に、前記ＬＥＤ基
板４００は、ＬＥＤ４０の光量を既定の値に調節することができる。
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　また、ＬＥＤ４０が実装された反対側のＬＥＤ基板４００の外面には、放射状の環状突
起（図示せず）がさらに形成されうる。これは、ＬＥＤ基板４００自体で発生する熱を放
熱させうる役割を果たす。
【００６９】
　ここで、図面符号‘４２１’は、ＬＥＤ設置溝４２０の両側壁である。そして、‘４３
０’は、シリコンと蛍光体とが一定比率で混合された充填材である。
【００７０】
　それに加えて、図面に図示されていないが、前記ＬＥＤ基板４００の上面には、多数の
環状の突起（図示せず）がさらに形成されうる。ここで、前記環状の突起は、前記ＬＥＤ
基板４００と一体からなると同時に、前記ＬＥＤ基板４００と同じ材質からなる。特に、
本発明では、前記ＬＥＤ基板４００がクラッドメタル（ｃｌａｄ　ｍｅｔａｌ）からなる
ことが望ましい。
【００７１】
　前記のクラッドメタルについて説明すれば、次の通りである。
【００７２】
　前記クラッドメタルは、金属または非金属を二重以上張り合わせた材料、すなわち、異
種接合メタルを通称する意味として、母材が有していない新たな特性を付け加えた材料を
意味する。これは、単一の金属で得られない多様な性質を補って特殊な要求に合致させる
ことが可能な利点を有する。
【００７３】
　例えば、銅－アルミニウム－銅または銅－ステンレス－銅などで異種接合した例が挙げ
られる。
【００７４】
　前述したように、本発明の詳細な説明では、本発明の望ましい実施例に関して説明した
が、当業者ならば、本発明の範疇から外れない限度内でさまざまな変形が可能であるとい
うことはいうまでもない。
【００７５】
　したがって、本発明の権利範囲は、説明された実施例に限定されて決定されてはならず
、後述する特許請求の範囲だけではなく、この特許請求の範囲と均等なものなどによって
決定されるべきである。
【産業上の利用可能性】
【００７６】
　本発明は、ＬＥＤ蛍光灯の製造分野に利用されうる。
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