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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの光源と、
　前記光源からの光を反射するための反射器と、
を有するランプアセンブリにおいて、
　前記反射器は、少なくとも第１の位置及び第２の位置において前記光源に対して配置可
能であり、前記第１の位置においては、前記ランプアセンブリにより発せられる光の、高
々略半球で発光が得られ、前記第２の位置においては、幾分か全方向性の発光が得られ、
　前記反射器の前記第２の位置においては、前記光の少なくとも一部が前記反射器により
後方へ反射されることを特徴とする、ランプアセンブリ。
【請求項２】
　前記ランプアセンブリは反射層を有し、前記反射器の前記第１の位置においては、前記
光の少なくとも一部が前記反射器及び前記反射層により反射され、前記反射器の前記第２
の位置においては、前記光の少なくとも一部が前記反射器により反射されて前記反射層に
沿って通過することを特徴とする、請求項１に記載のランプアセンブリ。
【請求項３】
　前記光源は、前記ランプアセンブリの中心軸の近くに配置され、前記ランプアセンブリ
は更に、前記中心軸のまわりに配置された幾つかの開口を備えた基部を有し、前記反射器
は、前記中心軸のまわりに配置された幾つかの反射部分を有し、前記反射器は、前記基部
から距離をおいて配置され、前記基部に対する前記反射器の前記第１の位置においては、
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前記反射部分により反射された前記光源からの光は前記基部へと向けられ、前記基部に対
する前記反射器の前記第２の位置においては、前記反射部分により反射された前記光源か
らの光は前記基部における前記開口を通るように向けられることを特徴とする、請求項１
又は２に記載のランプアセンブリ。
【請求項４】
　前記基部は反射層を有し、前記基部に対する前記反射器の前記第１の位置においては、
前記基部に向けられた光が前記基部により反射されることを特徴とする、請求項３に記載
のランプアセンブリ。
【請求項５】
　前記反射器は、少なくとも前記第１の位置から前記第２の位置へと、及びその逆に、前
記基部に対して前記中心軸のまわりに回転可能であることを特徴とする、請求項３又は４
に記載のランプアセンブリ。
【請求項６】
　前記反射器の各位置は、前記基部に対してロック可能であることを特徴とする、請求項
５に記載のランプアセンブリ。
【請求項７】
　前記反射器の前記第２の位置においては、前記反射器の前記反射部分は、前記基部にお
ける前記開口と整列されることを特徴とする、請求項３乃至６のいずれか一項に記載のラ
ンプアセンブリ。
【請求項８】
　前記反射器は、透明なエンベロープ内に装着されることを特徴とする、請求項３乃至７
のいずれか一項に記載のランプアセンブリ。
【請求項９】
　前記透明なエンベロープは、保持ばねによって前記基部に装着されることを特徴とする
、請求項８に記載のランプアセンブリ。
【請求項１０】
　前記反射器は、前記反射層に平行に延在する透明なプレート上に装着されることを特徴
とする、請求項２又は４に記載のランプアセンブリ。
【請求項１１】
　前記光源は前記基部に装着されることを特徴とする、請求項３乃至９のいずれか一項に
記載のランプアセンブリ。
【請求項１２】
　前記基部はヒートシンクであることを特徴とする、請求項３乃至９のいずれか一項に記
載のランプアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、少なくとも１つの光源と、前記光源からの光を反射するための反射器と、を
有するランプアセンブリに関する。
【背景技術】
【０００２】
　国際特許出願公開WO2005/024898A2より知られた斯かるランプアセンブリにおいては、
光源はＬＥＤである。該光源からの光の一部は前方に直接に発せられ、該光源からの光の
他の一部は反射器によって前方に反射される。斯かるランプアセンブリを用いることによ
り、スポット状の発光が得られる。幾つかの用途において斯かる指向性を持つ光は有用で
あるが、他の用途においてはスポット状の発光は非常に望ましくない。これら用途は、Ｇ
ＬＳ状の光分布を必要とする。しかしながら、ＬＥＤは半球でしか発光しないため、既知
のランプアセンブリを用いては、幾分か全方向性の発光を伴うＧＬＳ状の光分布は得られ
ない。
【発明の概要】
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【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、発光の方向が調節可能なランプアセンブリを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　該目的は、反射器が、少なくとも第１の位置及び第２の位置において光源に対して配置
可能であり、前記第１の位置においては、前記ランプアセンブリにより発せられる光の、
高々略半球で発光が得られ、前記第２の位置においては、幾分か全方向性の発光が得られ
る、本発明によるランプアセンブリにより達成される。
【０００５】
　反射器の種々のとり得る位置のため、種々の発光が得られる。反射器の第１の位置にお
いては、頂角１８０°の半球内に全てが入る方向において、スポット状の発光が得られ、
例えば、例えば１００°のビーム頂角を持つ広角ビームとして、４０°の頂角を持つ狭ビ
ームとして、又は１５°のビーム頂角を持つスポット発光として、全ての光が前方にのみ
向けられるようにする。反射器の第２の位置においては、幾分か全方向性の発光が得られ
、光が前方に向けられるとともに、前方とは反対側の後方にも向けられるようにする。
【０００６】
　本発明によるランプアセンブリの一実施例は、前記ランプアセンブリは反射層を有し、
前記反射器の前記第１の位置においては、前記光の少なくとも一部が前記反射器及び前記
反射層により反射され、前記反射器の前記第２の位置においては、前記光の少なくとも一
部が前記反射器により反射されて前記反射層に沿って通過することを特徴とする。
【０００７】
　該反射層のため、反射器により反射された光が、反射器の第１の位置においても、該反
射層により反射される。当該位置においては、光の一部が反射器を通過し、前方に直接に
発せられる。反射器により反射された光の部分は、反射層により反射され、同様に前方に
発せられる。
【０００８】
　反射器の第２の位置においては、光の一部は反射器を通過し、前方に直接に発せられる
。反射器により反射された光の部分は、反射層に沿って通過し、後方に発せられる。
【０００９】
　本発明によるランプアセンブリの他の実施例は、前記光源は、前記ランプアセンブリの
中心軸の近くに配置され、前記ランプアセンブリは更に、前記中心軸のまわりに配置され
た幾つかの開口を備えた基部を有し、前記反射器は、前記中心軸のまわりに配置された幾
つかの反射部分を有し、前記反射器は、前記基部から距離をおいて配置され、前記基部に
対する前記反射器の前記第１の位置においては、前記反射部分により反射された前記光源
からの光は前記基部へと向けられ、前記基部に対する前記反射器の前記第２の位置におい
ては、前記反射部分により反射された前記光源からの光は前記基部における前記開口を通
るように向けられることを特徴とする。
【００１０】
　第１の位置においては、光の一部は基部から直接に前方に向けられ、光の他の部分は基
部に向けて反射器部分により反射される。当該第１の位置においては、スポット状の発光
が得られる。
【００１１】
　第２の位置においても、光の一部は前方に直接に発せられる。光の他の部分は基部にお
ける開口に向けて反射器部分により反射され、前方とは反対の後方に向けられる。第２の
位置においては、従来のＧＬＳ電球に類似した幾分か全方向性の発光が得られる。
【００１２】
　基部に対して反射器の所望の位置を一度だけ選択し、その後に、反射器及び基部が互い
に対して固定されても良く、又は、反射器及び基部を、各時点において、ランプアセンブ
リが所望の種類の光分布に調節され得るように、互いに対して調節可能としても良い。
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【００１３】
　本発明によるランプアセンブリの更に他の実施例は、前記基部は反射層を有し、前記基
部に対する前記反射器の前記第１の位置においては、前記基部に向けられた光が前記基部
により反射されることを特徴とする。
【００１４】
　基部は反射層を容易に具備されることができる。反射層のため、基部に向けて反射素子
により反射された光は、基部により前方に反射される。
【００１５】
　本発明によるランプアセンブリの更なる実施例は、前記反射器は、少なくとも前記第１
の位置から前記第２の位置へと、及びその逆に、前記基部に対して前記中心軸のまわりに
回転可能であることを特徴とする。
【００１６】
　このようにして、ユーザによる操作の間、ランプアセンブリの方向が調節されることが
できる。第１の位置と第２の位置との間の中間位置へと反射器を基部に対して回転させる
ことも可能である。該中間位置においては、反射部分により反射された光は、一部が基部
へと向けられ、一部が該基部の開口を通るよう向けられ、部分的にスポット状で部分的に
全方向性である発光をもたらす。
【００１７】
　本発明によるランプアセンブリの他の実施例は、前記反射器の各位置は、前記基部に対
してロック可能であることを特徴とする。
【００１８】
　基部に対して反射器を別の位置へと動かしたいユーザは最初に、例えば特定のばね力に
逆らって反射器を動かすことによって、反射器の固定を外す必要がある。所望の他の位置
において、反射器は例えば、ばね力によって当該位置に固定される。
【００１９】
　本発明によるランプアセンブリの更に他の実施例は、前記反射器の前記第２の位置にお
いては、前記反射器の前記反射部分は、前記基部における前記開口と整列されることを特
徴とする。
【００２０】
　このようにして、反射素子により反射された全ての光が、基部における開口を通るよう
に向けられることが確実にされる。
【００２１】
　本発明によるランプアセンブリの更に他の実施例は、前記反射器は、透明なエンベロー
プ内に装着されることを特徴とする。
【００２２】
　透明なエンベロープにより、該ランプアセンブリはＧＬＳランプに似たものとなる。光
源としてＬＥＤを備える斯かる種類のランプは、特に該ランプアセンブリがＧＬＳランプ
に類似したソケットを有する場合には、ＬＥＤレトロフィット（retrofit）ランプと呼ば
れる。本発明によるランプアセンブリはＧＬＳに類似した発光パターンで利用され得るた
め、本発明によるランプアセンブリは、全方向性の光分布を持つＧＬＳランプの代替とし
て適している。
【００２３】
　本発明によるランプアセンブリの更なる実施例は、前記透明なエンベロープは、保持ば
ねによって前記基部に装着されることを特徴とする。
【００２４】
　保持ばねにより、透明なエンベロープは基部に対して容易に回転可能である。
【００２５】
　本発明によるランプアセンブリの他の実施例は、前記反射器は、前記反射層に平行に延
在する透明なプレート上に装着されることを特徴とする。
【００２６】
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　斯かる反射部分を備えた透明なプレートは、容易に製造されることができる。
【００２７】
　本発明によるランプアセンブリの更なる実施例は、前記光源は前記基部に装着されるこ
とを特徴とする。
【００２８】
　例えばＬＥＤ又はレーザのような光源は基部に容易に装着されることができ、ＬＥＤに
より半球で発せられる光が、基部を越えて該基部から前方へと延在するように向けられる
ようにする。
【００２９】
　本発明によるランプアセンブリの一実施例は、前記基部はヒートシンクであることを特
徴とする。
【００３０】
　このようにして、光源を支持する基部が、光源の熱を放散させる。
【００３１】
　本発明は、図面を参照しながら、より詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００３２】
【図１】本発明によるランプアセンブリの側面図である。
【図２】図１に示されたランプアセンブリの拡大斜視図である。
【図３】反射器が基部に対して第１の位置にある、図１に示されたランプアセンブリの斜
視図である。
【図４】反射器が基部に対して第２の位置にある、図１に示されたランプアセンブリの斜
視図である。
【図５】光ビームが反射部分（図５には図示されていない）により反射され、基部におけ
る開口を通過する、図４に示されたランプアセンブリの基部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　図面において、同様の部分は同一の番号により示されている。
【００３４】
　図１及び２は、本発明によるランプアセンブリ１の、それぞれ側面図及び拡大斜視図を
示している。ランプアセンブリ１は、ソケット２、基部３、及び透明な電球型エンベロー
プ４を有する。ソケット２は、例えばＥ２７ねじ式ソケットのような、一般のＧＬＳラン
プのソケットと互換性がある。基部３は、金属のような、優れた熱伝導性を持つ物質でで
きている。基部３は、中心軸５を持つ載頭円錐形を持つ。基部３の外側は、ソケット２か
らソケット２の逆側において基部３に備えられた反射層７へと延在する、縦方向のスリッ
ト６を備えられる。スリット６は、反射層７の周縁において開口６'を形成する。
【００３５】
　基部３の反射層７の中央には、例えばＬＥＤ８のような光源が配置される。ＬＥＤ８の
電気回路は、基部３内に配置される。ＬＥＤ８は、基部３と熱的に接触し、基部３は、特
にスリット６により、ＬＥＤから熱を放散させるためのヒートシンクとして機能する。ス
リット６は、例えば空気のような周囲の冷媒に対する接触面積を増大させる。保持ばね９
は、スリット６間の位置において反射層７の周縁に配置される。保持ばね９は、電球型の
エンベロープ４の内部に対して押圧する。保持ばね９の形状のため、電球型のエンベロー
プ４は、基部３の方向に押される。電球型のエンベロープ４は、保持ばね９に沿って滑動
させることにより、中心軸５のまわりに基部に対して回転可能である。電球型のエンベロ
ープ４は、幾つかの反射部分１１が配置された透明なプレート１０を備える。反射部分１
１は、中心軸５のまわりの円状に配置され、互いから離隔される。反射部分１１は、反射
器を形成する。透明なプレート１０は、基部３の反射層７に平行に延在し、前記反射層か
らは距離をおいて配置される。反射部分１１の数は、基部３におけるスリットの数と同一
である。
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【００３６】
　図３において、反射器が基部３に対して第１の位置にあり、反射部分１１がスリット６
により形成される開口６'間で反射層７の上に配置されている、ランプアセンブリ１が示
されている。ＬＥＤ８がアクティブである場合、幾つかの光ビームが前方、即ちソケット
２及び基部３から離れる方向に向けられている。これら光ビームは、反射部分１１を通過
し、透明なプレート４及び透明なエンベロープ４を通って進む。これら光ビームは、図３
乃至５には示されていない。
【００３７】
　他の光ビーム１２は、ＬＥＤ８により反射部分１１の方へ向けられ、反射部分１１によ
り反射された反射層へ向かう光ビーム１２'とされ、次いで反射層７により反射されて前
方に向かう光ビーム１２''とされる。反射部分１１及びスリット６により形成された開口
６'の大きさ、更にはスリット６により形成された開口６'に対する反射部分１１の向きは
好適には、ＬＥＤ８の光ビームが、スリット６により形成された開口６'へと反射部分１
１によって反射されないようなものである。ＬＥＤ８の全ての光ビームが、前方へと向け
られる。基部３に対して第１の位置に反射器があるランプアセンブリ１は、スポット状の
発光を生成する。
【００３８】
　図４及び５においては、基部３に対して第２の位置に反射器があり、反射部分１１がス
リット６により形成された開口６'の上に配置された、ランプアセンブリ１が示されるさ
れている。既に以上において示したように、反射部分１１を通るＬＥＤ８からの光ビーム
は、全て直接に前方へと向けられる。これら光ビームは図示されていない。
【００３９】
　ＬＥＤ８により反射部分１１へと向けられた光ビーム１２は、反射部分１１により反射
されて基部３に向かう光ビーム１２'となり、基部３におけるスリット６により形成され
た開口６'を前方とは反対の後方に向かって通過する。ＬＥＤ８の光ビームは、前方及び
後方のいずれにも向けられ、ＧＬＳ型の光分布が実現される。基部３に対して第２の位置
に反射器があるランプアセンブリ１は、幾分か全方向性の発光を生成する。
【００４０】
　望ましい場合には、反射器は第１の位置と第２の位置との間の中間位置に配置されても
良く、これにより反射部分１１により反射される光の半分が、反射層７の方に向けられて
前方に反射され、反射部分１１により反射される光の他方の半分が、基部３におけるスリ
ット６により形成された開口６'を後方に向かって通過する。他の中間位置も可能であり
、所望のスポット状の発光と全方向性の発光との組み合わせが得られる位置へと、基部３
に対して反射器をユーザが調節しても良い。
【００４１】
　製造工程の間だけ反射器が基部３に対して調節されることができ、その後には反射器と
基部３とが互いに固定されることも可能である。
【００４２】
　反射部分１１は、電球型のエンベロープ４の内側に直接装着されても良い。
【００４３】
　反射層７から或る距離をおいて反射部分１１を装着するための別の種類のエンベロープ
４又はその他の手段を利用することも可能である。
【００４４】
　基部３が反射層７を備えないことも可能である。
【００４５】
　ばね力の下で切り欠きに係合するようにロックされるべき突起のようなロック手段をラ
ンプアセンブリ１に備え、第１、第２、更に望ましい場合にはその他の所定の位置におい
て、反射器をロックし、それにより所望の発光特性の設定が容易に実行できるようにする
ことも可能である。
【００４６】
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　更なるＬＥＤを用いること、又は開口６'及び反射部分１１を互いに対して別の向き（
例えば円の代わりに楕円）に配置することも可能である。
【００４７】
　移動可能な反射部分１１及び反射層７が、平坦ではなく曲線状である場合には、付加的
な光整形の選択肢が可能である。曲線状である場合、反射部分１１及び反射層７はレンズ
のように機能し得る。
【００４８】
　ＬＥＤの電気回路は、基部の外に配置されても良い。
【００４９】
　光源は、レーザ、ＡＣＬＥＤ又は高電圧ＤＣＬＥＤを有しても良い。
【００５０】
　光拡散物質と反射物質との間で選択することが可能であり、例えば反射素子１１には反
射物質を用い、光拡散性の反射層７を用いることも可能である。
【００５１】
　中心が反射層により被覆された、ＬＥＤ８の環のような、環状の光源を持つことも可能
である。代替としては、回転可能な反射素子１１のための装着手段が、当該位置に配置さ
れても良い。

【図１】 【図２】
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【図５】
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