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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　口金に取り付けられる球状本体を有する照明装置であって、前記球状本体の内部表面は
当該照明装置の中央軸に沿って互いに対して軸方向に配置される複数のステップを有し、
前記複数のステップは、
　第１の複数のソリッドステート素子を支持する第１のステップと、
　第２の複数のソリッドステート素子を支持する第２のステップと、
を含み、前記第１のステップは、前記口金及び前記第２のステップの間に位置されており
、
　当該照明装置は、前記第１のステップ及び前記第２のステップを含むステップ状壁輪郭
部を有する透明部材により前記口金から離されている球状部材を含み、
　前記第１の複数のソリッドステート素子は第１の担体に取り付けられており、前記第２
の複数のソリッドステート素子は環状の第２の担体に取り付けられており、前記第２のス
テップ及び前記環状の第２の担体のうちの少なくとも１つは、前記第１の複数のソリッド
ステート素子に面する反射性表面を有する、
照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載の照明装置であって、
　前記第１の複数のソリッドステート素子及び前記第２の複数のソリッドステート素子は
、前記球状部材へ向けて光を発するように配置され、
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　前記第２のステップは、前記第１のステップと前記球状部材との間に配置され、且つ前
記第１のステップより大きな直径を有し、
　前記透明部材及び前記球状部材は、組み合わせて前記球状本体を形成する、
照明装置。
【請求項３】
　請求項２に記載の照明装置であって、前記透明部材及び前記球状部材のうちの少なくと
も１つはポリマー材料から作製されている、照明装置。
【請求項４】
　請求項３に記載の照明装置であって、前記透明部材は、ポリフェニレンスルファイド、
ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、及びポリメチルメタクリレート樹脂、
の群から選択されている熱プラスチックから作製されている、照明装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか一項に記載の照明装置であって、前記透明部材は、前記口金
に面する開口部、前記開口部から前記第１のステップへ延在する第１の側壁、及び、前記
第１のステップから前記第２のステップへ延在する第２の側壁を含み、前記第２の側壁は
、任意選択的に拡散性の透明なものであり得る、照明装置。
【請求項６】
　請求項１に記載の照明装置であって、前記第１の複数のソリッドステート素子に面する
前記第２のステップの表面は、拡散性表面である、照明装置。
【請求項７】
　口金に取り付けられる球状本体を有する照明装置であって、前記球状本体の内部表面は
当該照明装置の中央軸に沿って互いに対して軸方向に配置される複数のステップを有し、
前記複数のステップは、
　第１の複数のソリッドステート素子を支持する第１のステップと、
　第２の複数のソリッドステート素子を支持する第２のステップと、
を含み、前記第１のステップは、前記口金及び前記第２のステップの間に位置されており
、
　前記第１の複数のソリッドステート素子及び前記第２の複数のソリッドステート素子の
対応する発光表面は互いに対して面している、照明装置。
【請求項８】
　請求項７に記載の照明装置であって、前記球状本体は、前記第１のステップ及び前記第
２のステップのそれぞれによって区切られている環状突出部を含む、照明装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の照明装置であって、前記口金は、前記第１の複
数のソリッドステート素子及び前記第２の複数のソリッドステート素子を駆動する駆動回
路を含む、照明装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の照明装置であって、前記駆動回路は、前記球状本体へと延在する、照
明装置。
【請求項１１】
　請求項９又は１０に記載の照明装置であって、前記第２の複数のソリッドステート素子
及び前記第２の複数のソリッドステート素子は、対応する非固定配線により前記駆動回路
へ電気的に接続されている、照明装置。
【請求項１２】
　請求項１乃至６のいずれか一項に記載の照明装置であって、前記球状部材は拡散体であ
る、照明装置。
【請求項１３】
　請求項１乃至１２のいずれか一項に記載の照明装置を含む照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、球状本体及び口金を有する照明装置に関する。
【０００２】
　本発明は、更に、このような照明装置を有する照明器具に関する。
【背景技術】
【０００３】
　ソリッドステート照明（ＳＳＬ）は、多くの照明応用例において急速に標準的なものに
なっている。その理由は、発光ダイオード（ＬＥＤ）などのＳＳＬ素子が、例えば電球等
の白熱電球及び蛍光灯装置などの従来型代替物に比べて優れた寿命とエネルギー消費を有
するからである。
【０００４】
　しかし、顧客の満足度を向上させることと市場普及率を増加させることとのためには、
克服すべき困難なことがいまだ存在する。例えば、ＳＳＬ素子ベースの照明装置は、多く
の場合、従来型の代替物と比較してあまり美的に魅力的でない光を生成するように感覚を
受ける。例えば、白熱電球のフィラメントはおおよその全方向性の光を生成する一方で、
ＳＳＬ素子は、生成光が放射される担体表面に位置されている点光源であると事実上見な
されるので180度以下の角度の範囲で光を生成するものである。
【０００５】
　このことは、電球などのＳＳＬ素子ベースの照明装置に関して、従来の製品のような全
方向性の配光に似せるためは追加的な対策が取られるべきであることを意味している。例
えば、このような対策は、反射器などの追加的な光学要素を用いることで達成され得る。
しかし、このような追加的な光学要素を取り込むことは、光学装置の美的外観に関して妥
協することになり得る。
【０００６】
　加えて、従来型の対応製品の強度と同等な輝度を達成するために、ＳＳＬ素子ベースの
照明装置は、通常複数のＳＳＬ素子を含む。このような素子は、相当の量の熱を発生させ
るが、このような発生する熱は、ＳＳＬ素子ベースの照明装置の動作温度を望ましい範囲
内に維持するために、例えば、ＳＳＬ素子の輝度出力温度依存色変動を避けるなどのため
に、効果的に排出される必要がある。この目的のために、ＳＳＬ素子ベースの照明装置は
、通常、ＳＳＬ素子に熱的に結合される金属ヒートシンクを含む。このようなヒートシン
クを含むＬＥＤ電球の一例は、中国特許出願公報第201954317U号に示されている。しかし
、このようなヒートシンクは、見苦しいものであるだけでなく費用の掛かるものであり、
且つ、ＳＳＬ素子ベースの照明装置の外観を従来製品とは明らかに区別させてしまうもの
である。このことは、ＳＳＬ素子ベースの照明装置が市場で普及するのを阻害するもので
ある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　本発明は、冒頭の段落の記載に従いより費用効果が高い照明装置を提供することに関す
る。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明は、更に、このような照明装置を含む照明器具を提供することに関する。
【０００９】
　本発明の実施例は、特許請求の範囲の請求項により規定されている。
【００１０】
　第１の態様に従うと、口金に取り付けられる球状本体を有する照明装置であって、前記
球状本体の内部表面は当該照明装置の中央軸に沿って互いに対して軸方向に配置される複
数のステップを有し、前記複数のステップは、第１の複数のソリッドステート素子を支持
する第１のステップと、第２の複数のソリッドステート素子を支持する第２のステップと
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、を含み、前記第１のステップは、前記口金及び前記第２のステップの間に位置されてい
る、照明装置が提供される。
【００１１】
　本発明の照明装置は、球状本体内部に軸方向に配置されたステップにおいて少なくとも
２つの列のＳＳＬ素子を有する。このことにより、ＳＳＬ素子と球状本体との間の良好な
熱的結合が保証され、これにより、個別の金属ヒートシンクは照明装置の設計から省略さ
れ得る。これにより、照明装置の費用が低減されるだけでなく、更には、外観も改善され
る。
【００１２】
　一つの実施例において、当該照明装置は、前記第１のステップ及び前記第２のステップ
を含むステップ状壁輪郭部を有する透明部材により前記口金から離されている球状部材を
含み、前記第１の複数のソリッドステート素子及び前記第２の複数のソリッドステート素
子は、前記球状部材へ向けて光を発するように配置され、前記第２のステップは、前記第
１のステップと前記球状部材との間に配置され、且つ前記第１のステップより大きな直径
を有し、前記透明部材及び前記球状部材は、組み合わせて前記球状本体を形成する。
【００１３】
　一つの実施例において、記透明部材及び前記球状部材のうちの少なくとも１つはポリマ
ー材料から作製されている。好ましい実施例において、前記透明部材は、ポリフェニレン
スルファイド（ＰＰＳ）、ポリカーボネート、ポリエチレンテレフタレート、及びポリメ
チルメタクリレート樹脂（poly (methyl methacrylate)）、すなわち好ましい熱伝導性を
有するプラスチックなどの熱プラスチックから作製されている。ＰＰＳが特に好ましい。
【００１４】
　前記透明部材は、前記口金に面する開口部、前記開口部から前記第１のステップへ延在
する第１の側壁、及び、前記第１のステップから前記第２のステップへ延在する第２の側
壁を含み得る。
【００１５】
　前記第２の側壁は、照明装置を見る人が感じるグレアを低減するために、拡散性の透明
であり得る。
【００１６】
　前記第２の側壁は、第２のステップが第１のステップよりも広い直径を有するようにす
るために、第２のステップから第１のステップへ先細状であり得る。
【００１７】
　別の実施例において、前記第１の複数のソリッドステート素子及び前記第２の複数のソ
リッドステート素子の対応する発光表面は互いに対して面している。 この実施例におい
て、第１のステップ及び第２のステップは、球状本体内においてより中央寄りに位置され
得、これにより、特に高い光学効率を有する一方で、低費用で製造され得るエネルギース
ター基準配光を維持する照明装置を提供することが可能になる。
【００１８】
　一つの実施例において、前記球状本体は、前記第１のステップ及び前記第２のステップ
のそれぞれによって区切られている環状突出部を含む。
【００１９】
　一つの実施例において、前記口金は、前記第１の複数のソリッドステート素子及び前記
第２の複数のソリッドステート素子を駆動する駆動回路を含み、少なくとも部分的にはこ
のことにより、駆動回路が外部から観察者により見られることを排除し、したがって、照
明装置の外観を改善することが可能になる。
【００２０】
　前記駆動回路は、前記球状本体へと延在し得る。駆動回路が大き過ぎて口金に嵌まらな
い場合、駆動回路は球状本体へ延在し得る。
【００２１】
　一つの実施例において、前記第２の複数のソリッドステート素子及び前記第２の複数の
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ソリッドステート素子は、対応するフライングワイヤにより前記駆動回路へ電気的に接続
されている。このことは、特に、対応する複数のソリッドステート素子を駆動回路へ接続
する費用対効果の高い手法である。
【００２２】
　一つの実施例において、前記第１の複数のソリッドステート素子は、第１の担体に取り
付けられており、前記第２の複数のソリッドステート素子は、環状の第２の担体に取り付
けられている。環状の第２の担体は、第１のステップ及び第２のステップが透明部材の一
部を形成する実施例において、第１の複数のソリッドステート素子により発せられる光が
第２の担体の中央の開口部を通じて球状部材へ入射出来るようにすることを確実にする。
第１の担体も、ステップが球状本体内においてより中央寄りに配置されている実施例にお
いて、環状の担体であり得る。
【００２３】
　少なくとも第１のステップ及び第２のステップが透明部材の一部を形成する実施例にお
いて、前記第２のステップ及び前記環状の第２の担体のうちの少なくとも１つは、前記第
１の複数のソリッドステート素子に面する反射性表面を有する。このことは、照明装置に
よって生成される配光の全方向性を増加させ、例えば、照明装置が電球の場合に、このこ
とにより、エネルギースター基準輝度分布を生成する電球をもたらす。
【００２４】
　少なくとも、第１のステップ及び第２のステップが透明部材の一部を形成する実施例に
おいて、前記第１の複数のソリッドステート素子に面する前記第２のステップの表面は、
第１の複数のソリッドステート素子から生じる入射光の散乱を増加させるために、拡散性
表面である。
【００２５】
　別の実施例において、球状部材は拡散体であり、これにより、外観を見る人が感じるグ
レアを低減する拡散性照明装置を提供することが可能である。
【００２６】
　別の態様に従うと、本発明の実施例の照明装置を含む照明器具が提供される。このよう
な照明器具は、例えば、照明装置のホルダである、又は、照明装置が一体化される機器で
あり得る。
【００２７】
　本発明の実施例は、添付の図面を参照にしてより詳細に且つ非制限的な例として以下に
説明される。　
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】図１は、本発明の一つの実施例に従う照明装置の断面図を概略的に示す。
【図２】図２は、図１の照明装置の分解組立図を概略的に示す。
【図３】図３は、本発明の別の実施例に従う照明装置の断面図を概略的に示す。
【図４】図４は、本発明の一つの実施例に従う照明装置の配光プロットを概略的に示す。
【図５】図５は、本発明の一つの実施例に従う照明装置の配光プロファイルを概略的に示
す。
【図６】図６は、本発明の更に別の実施例に従う照明装置の断面図を概略的に示す。
【図７】図７は、図６の照明装置の分解組立図を概略的に示す。
【図８】図８は、図１の照明装置の側面図を概略的に示す。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　添付の図面は単に概略的に示されており、縮尺通りではないことを理解されるべきであ
る。同様の参照符号は、これらの図面を通して同一又は同様の部分を示すために使用され
ていることをも理解されるべきである。
【００３０】
　本発明は、例えば電球などの球状本体を有し且つＳＳＬ素子を含む照明装置は、球状本
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体の内部表面において第１のステップ及び第２のステップを少なくとも含む複数の列又は
ステップを含み、この段は、間隔を開けて配置され得、すなわち照明装置の中央軸に沿っ
て互いに対して軸方向に配置され得、これにより、照明装置がエネルギースター準拠の輝
度出力などの高い均一性を有する輝度出力を生成することが可能にされるように設計され
得るという考察に基づいている。
【００３１】
　更に、球状本体はＳＳＬ素子により発生される熱を効率的に発散するのに使用され得る
ので、ヒートシンクに関する必要性が避けられ得る。本発明の特定の実施例において、列
又はステップを有する球状本体の少なくとも一部は、例えば放熱を支援するために相対的
に高い熱伝導性を有するポリマーなどの、熱プラスチックから形成され得る。例えば、望
ましい輝度分布及び放熱特性は、第１のステップ及び第２のステップの間における適切な
間隔（空間）によって達成され得る。
【００３２】
　本発明の文脈において、球状本体は、通常、ＳＳＬ素子により発せられる輝度出力（光
）が照明装置を抜け出る１つ以上の部品を含む。この１つ以上の部品は、球状本体を形成
するために、互いに連携する、又は一体に溶解接合し得る。
【００３３】
　図１は、本発明の一つの実施例に従う照明装置１の断面図を概略的に示し、図２は、分
解組立図を概略的に示す。照明装置１は、球体部材１０を含み、この球体部材１０は、透
明部材１００により口金２０から離間されている。球状部材１０及び透明部材１００は、
球状本体５を形成するために、連携し得る、又は一体に溶解接合され得る。本発明の文脈
において、透明という用語は、光を通過させることを意味するのに使用される。したがっ
て、この透明という用語は、クリアな材料と共に拡散性材料、すなわち通過する際に光を
拡散させるような材料も含むように意図される。
【００３４】
　透明部材１００は、第１の複数のソリッドステート素子（ＳＳＬ）素子３２を支持する
第１のステップ１１０を含むステップ状の壁輪郭部を含み、これらの第１の複数のソリッ
ドステート素子３２は、ＰＣＢ（プリント基板）などの担体３０に取り付けられ得る。第
１の複数のＳＳＬ素子３２は、例えば担体３０おいて環状パターンなどにして、第１のス
テップ１１０において環状パターンにして配置され得る。透明部材１００は、更に、第２
の複数のＳＳＬ素子４２を支持する第２のステップ１２０を含む。第２のステップ１２０
は、照明装置１の中央軸に沿って第１のステップ１１０に対して軸方向に配置される。第
２の複数のＳＳＬ素子４２は、第２のステップ１２０に取り付けられ得る、又は、第２の
ステップ１２０によって支持される環状担体４０に取り付けられ得る。環状担体４０は、
例えば、環状のＰＣＢであり得る、この環状のＰＣＢの中央開口部は、第１の複数のＳＳ
Ｌ素子３２により発される光が球状部材１０に到達するのを可能にし得る。
【００３５】
　一つの実施例において、透明部材１００は、プラスチック又はポリマー材料、好ましく
は、良好な熱伝導性を有するプラスチック又はポリマー材料から作製されている。透明部
材１００におけるステップ状輪郭部による第１の複数のＳＳＬ素子３２と第２の複数のＳ
ＳＬ素子４２との間に設けられる離間により、これらのＳＳＬ素子によって発される熱が
、特にヒートシンクなどの追加的な放熱要素を必要とすることなく透明部材１００によっ
て効率的に発散され得ることを確実にしている。良好な熱伝導性を有するプラスチック又
はポリマー材料の適切な実施例は、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、ポリカーボ
ネート、ポリエチレンテレフタレート、又はポリメチルメタクリレート樹脂（poly (meth
yl methacrylate)）、すなわち好ましい熱伝導性を有するプラスチックなどの熱プラスチ
ックを含む。ＰＰＳが特に好ましい。
【００３６】
　一つの実施例において、球状部材１０は、適切なポリマー材料から作られる。光学的応
用例において使用に適したいかなるポリマーも使用され得、例えば、ポリカーボネート、
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ポリエチレンテレフタレート、又はポリメチルメタクリレート樹脂等であり得る。球状部
材１０は、照明装置１に関する応用例領域に依存して、透明部材であり得る、又は拡散体
であり得る。
【００３７】
　透明部材１００は、通常、口金２０から第１のステップ１１０へ延在する第１の側壁１
１２を含み、第２の側壁１２２は、第１のステップ１１０から第２のステップ１２０へ延
在する。一つの実施例において、第２の側壁１２２は、第２のステップ１２０から第１の
ステップ１１０へ先細状になっている。言い換えると、第２の側壁１２２によって区切ら
れる透明部材１００の断面の直径は、第２のステップ１２０から第１のステップ１１０へ
向かう方向に徐々に減少する。第２の側壁１２２の先細りの角度は、第２のステップ１２
０又は環状担体４０によって規定される開口部を通じて球状部材１０へ直接入射する光の
量を制御するのに使用され得る。同様に、第１の側壁１１２は、第１の側壁１１２から口
金２０へむかって先細状になっていてもよい。
【００３８】
　照明装置１の輝度分布の均一性を向上させるために、第２のステップ１２０は、第１の
複数のＳＳＬ素子３２により発せられる入射光に対する反射性表面として作用し得る。こ
の光は、第２の側壁１２２を通じて透明部材１００を抜け出た後に第２のステップ１２０
に到達し得る。これを達成するために、第２のステップ１２０と担体４０及び／又は第２
の複数のＳＳＬ素子４２との間において反射性フィルム（図示されず）が配置されても良
い。代替的に、環状担体４０の底部表面、すなわちＳＳＬ素子４２を担持する表面とは反
対側の表面が反射性に作られても良い。更に別の代替実施例に従うと、第２のステップ１
２０自体は、反射性に作られてもよく、又は、拡散体として作用し得る。特定の実施例に
おいて、拡散性の球体部材１０、拡散性の第２の側壁１２２、及び反射性の第２のステッ
プ１２０の組み合わせは、米国エネルギースター規則に準拠する輝度分布を生成する照明
装置１を構成し得る。
【００３９】
　特定の応用例領域において、ＳＳＬ素子３２が外から見る観察者によって直接見えるこ
とがないようにすることが望ましくあり得る。これを達成するために、第２の側壁１２２
は、拡散性透明であり得る。好ましくは、しかし必ずしも必要ではないが、このことは、
球状部材１０が拡散的であることと組み合わせられ、これにより、ＳＳＬ素子４２も、直
接観察されることがないようにされる。第１の側壁１１２も、拡散性透明であり得るが、
第１の側壁１１２を通じて照明装置１を抜け出る光の量は少なくとも特定の実施例におい
て無視できる程度である場合、照明装置１の光学的特性に関してあまり関連しない。しか
し、第１の側壁１１２及び第２の側壁１２２が照明装置１の内部を覆い隠す場合、照明装
置１の外観は、これにより改善され得る。
【００４０】
　例えば、第１の複数のＳＳＬ素子３２及び第２の複数のＳＳＬ素子４２を駆動する駆動
回路２２は、口金２０内に取り付けられ得、駆動回路２２が口金２０内に全体が嵌め込ま
れ得ない場合は、透明部材１００へ延在し、そして開口部１０２を通じて球状本体５へ延
在してもよい。結果として、拡散性透明な第１の側壁１１２は、駆動回路２２が外から見
る観察者によって見られることを防ぎ、これにより、照明装置１の外観は改善され得る。
【００４１】
　一つの実施例において、第１の複数のＳＳＬ素子３２を担持する第１の担体３０は、第
１のステップ１１０において透明部材１００の全幅にわたり延在する環状担体であり得る
。この実施例において、第１の担体３０は、駆動回路２２によって支持され得る、又は、
透明部材１００へ延在する口金２０の一部によって支持され得る。
【００４２】
　図１及び図２に示される実施例において、透明部材１００は、内部表面及び外部表面の
両方においてステップ状の輪郭部を有する。しかし、このことは、非制限的な例のみでし
かないことを理解されるべきである。例えば、図３に示される実施例のように、透明部材
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１００が第１のステップ１１０及び第２のステップ１２０を含むステップ状の内部表面を
、スムースな外部表面と組み合わせることも等しく実現可能である。このようなスムース
な外部表面は、例えば、特定の応用例領域においてより美的に魅力的あるように考えられ
得る。
【００４３】
　この点において、上述の実施例において、非制限的な例のみとして、透明部材１００は
、それぞれがＳＳＬ素子を分散して担持している第１のステップ１１０及び第２のステッ
プ１２０を含むステップ状の壁輪郭部を有するように示されていることを特記されるべき
である。透明部材１００のステップ状の壁輪郭部におけるステップの数は、拡張されるこ
とが望ましい場合であって、例えば、より多数のＳＳＬ素子が必要とされ、且つこのより
多数のＳＳＬ素子が２つのステップ上において取り付けられない場合など、拡張され得、
一方で同時にこのことにより、これらのＳＳＬ素子に対して効率的な放熱を提供すること
が可能である。例えば、ステップ状の壁輪郭部は、球状部材１０へ向かって光を発するよ
うに構成される第３の複数のソリッドステート素子を支持する第３のステップを含むこと
も可能であり、この場合、第３のステップは、第２のステップ１２０と球状部材との間に
配置され、第２のステップよりも大きな直径を有してもよい。
【００４４】
　例えば800lmの電球などの、本発明の１つの実施例に従う照明装置１において、ＳＳＬ
素子による発熱は透明部材１００により効果的に発散され、これにより、このような電球
は、例えば金属ヒートシンクなどのＳＳＬ素子による発熱を発散するための金属コンポー
ネントを必要とすることなく完全にプラスチックから作製され得ることが明らかにされる
。このことは、特に、透明部材１００が、例えば熱プラスチックなどの良好な熱伝導性を
有するプラスチック又はポリマーから作製されている場合に、当てはまる。
【００４５】
　図４は、第２のステップ１２０が反射性表面として作用し球状部材１０及び第２の側壁
１２２が拡散性透明であるこのような800lmの電球に関する照明装置の配光プロットを概
略的に示す。この照明装置１により生成される配光プロファイルの軌跡も図５に示される
。図４及び図５から確認され得るように、高い均一性を有する光分布を得ることが可能で
あり、これによると、照明装置１は、上述の周知のエネルギースター規則に準拠するよう
にされる。誤解を避けるために、準拠する輝度分布は、クリアな透明球状部材１０及び／
又は透明部材１００を用いても生成することが可能であり得ることを特記される。
【００４６】
　図６は、本発明の更に別の実施例に従う照明装置１の断面図を概略的に示し、図７は、
この照明装置１の分解組立図を概略的に示し、図８は、この照明装置１の側面図を概略的
に示す。図６－８において示される実施例において、第１のステップ１１０及び第２のス
テップ１２０は、照明装置１内においてより中央寄りに配置される。図６及び７において
特に示されるように、球状本体５は、透明であり得る部分球状部材１０と、透明部材１０
０と、を含み、部分球状部材１０は、第２のステップ１２０を有し、透明部材１００は、
第１のステップ１１０を有する。上述のように、第２のステップ１２０は、照明装置１の
中央軸に沿って第１のステップ１１０に対して軸方向に配置され、第１のステップ１１０
は、第２のステップ１２０及び口金２０の間に配置される。
【００４７】
　第１のステップ１１０及び第２のステップ１２０は、球状本体５の環状突出部６を区切
り得る。言い換えると、環状突出部６は、第１のステップ１１０から第２のステップ１２
０へと延在する。環状突出部６は、照明装置１の外観を改善するために、湾曲した外部表
面を有し得る。
【００４８】
　部分球状部材１０及び透明部材１００は、球状本体５を形成するために連携し得、例え
ば、部分球状部材１０及び透明部材１００は、一体にねじ込まれ得るようにねじ山を付け
られることも可能であり、又は球状本体５を形成するために一体に溶解接合され得る。部
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分球状部材１０及び透明部材１００は、同一又は異なる材料、例えば同一又は異なるポリ
マー材料などから作製され得る。一つの実施例において、部分球状部材１０及び透明部材
１００は、同一のポリマー材料、例えば、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、ポリ
カーボネート、ポリエチレンテレフタレート、及びポリメチルメタクリレート樹脂（poly
 (methyl methacrylate)）、すなわち好ましい熱伝導性を有するプラスチックなどの熱プ
ラスチックから作製されている。ＰＰＳが特に好ましい。
【００４９】
　上述のように、第１のステップ１１０はＰＣＢなどの第１の担体３０を含み、この担体
３０には、第１の複数のＳＳＬ素子３２がいかなる形態でも且ついかなる適切なパターン
でも、例えば環状パターンなどで、取り付けられる。明示的には示されてはないものの、
代替的な実施例において、第１の担体３０は省略され得、第１の複数のＳＳＬ素子３２は
、第１のステップ１１０に直接取り付けられ得る。第２のステップ１２０は、ＰＣＢなど
の第２の担体４０を含み、この第２の担体４０において、第２の複数のＳＳＬ素子３２が
、いかなる形態でも且ついかなる適切なパターンでも、例えば環状パターンなどで、取り
付けられる。明示的には示されてはないものの、代替的な実施例において、第２の担体４
０は省略され得、第２の複数のＳＳＬ素子４２は、第１のステップ１１０に直接取り付け
られ得る。第１の担体３０及び第２の担体４０は、好ましくは、環状担体であり、これに
より、ＳＳＬ素子３２及び４２による発光は、部分球状部材１０及び透明部材１００に到
達するために、対応する担体における開口部を通じて伝わることが可能であるようにされ
る。
【００５０】
　第１の複数のＳＳＬ素子３２及び第２の複数のＳＳＬ素子４２は、第１の複数のＳＳＬ
素子３２の発光表面が第２の複数のＳＳＬ素子４２の発光表面に面するように配置され、
すなわち、対応する複数のＳＳＬ素子は、互いの方向に光を発するように構成される。こ
の特定の構成は、エネルギースター規則に準拠する輝度出力を生成することが可能であり
、更に、高効率を有する輝度出力を生成することが可能であって、この構成によって90％
を超える光学効率が達成可能である。言い換えると、図６－８に示される照明装置１は、
例えば照明装置１のコンポーネントによる吸収などの光の損失は最小のままで、高効率に
発光させることが可能である。
【００５１】
　一つの実施例において、照明装置１は、更に、照明装置１の対応するＳＳＬ素子を駆動
する駆動回路２２を含み、この駆動回路２２は、ＰＣＢなどの適した担体２４に取り付け
ら得る。駆動回路２２（及び担体２４）は、口金２０内に取り付けられ得、球状本体５内
へ延在し得る。第１の複数のＳＳＬ素子３２及び第２の複数のＳＳＬ素子４２は、例えば
図６に示されるような非固定配線(flying　wire)３４及び４４を用いるなど、いずれかの
適した手法で駆動回路２２へ電気的に接続され得るが、いかなる適した接続手法も使用さ
れ得、例えば、担体２４は、ピンコネクタ（図示されず）を含み得、この場合、第１の担
体３０及び第２の担体４０は、対応するピン（図示されず）を介してピンコネクタと係合
することを理解されるべきである。当業者にとって他の代替実施例も直ちに明白になる。
【００５２】
　一つの実施例において、球状本体５は、全体が拡散性透明であってもよく、照明装置１
に望ましい美的な外観を与えるために、例えば拡散体として作用し得る。
【００５３】
　特に図７から理解されるべきであるように、照明装置１は、分かりやすい手法で組み立
てされ得、これにより、照明装置１は、相対的に低費用で製造され得る。
【００５４】
　一つの実施例において、照明装置１は、電球である。この電球はいかなる適した寸法を
も有し得る。このような寸法はそれ自体当業者に知られているので、簡潔さのみのために
適する寸法の長いリストは省略されている。
【００５５】
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　本発明の実施例に従う照明装置１は、有利には、照明装置のホルダなどの照明装置にお
いて収容され得、例えば天井照明器具、ランプホルダ、又は照明装置が一体化される器具
、例えば、調理フード、又は高い均一性を有する輝度分布を生成し得る照明器具をもたら
す同様な製品などである。
【００５６】
　上述の実施例は、本発明を制限するものよりもむしろ例証するものであり、当業者が、
添付の請求の範囲から逸脱することなく、多数の代わりの実施例を設計することが可能で
あることを注意しなければならない。請求項における如何なる参照符号も請求項の範囲を
制限するように解釈されてはならない。「有する・備える」という動詞及びその活用形の
使用は、請求項に記載される以外の要素又はステップの存在を排除しない。単数形の構成
要素は、複数個の斯様な構成要素の存在を排除しない。本発明は、いくつかの個別の構成
要素を有するハードウェアを用いて、及び適切にプログラムされた計算機を用いて実施さ
れ得る。いくつかの手段を列挙している装置請求項において、これらの手段のいくつかは
１つの同じハードウェアの項目によって、実施化することが可能である。特定の手段が、
相互に異なる従属請求項において引用されているという単なる事実は、これらの手段の組
み合わせが有利になるように使用されていることができないと示すものではない。

【図１】 【図２】
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