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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一方の側に電源接続用のコネクターが備えられた回路基板に多数のＬＥＤ素子が配設さ
れて面発光体からなるＬＥＤモジュールと、
　前記ＬＥＤモジュールの上部を半円筒状に覆蓋するが、左右側面にそれぞれ１以上の突
出型羽根が形成された光拡散カバーと、
　前記光拡散カバーの下端に固定された放熱板と、
　が一体型モジュールとして組み合わせられて、
　前記ＬＥＤモジュールに配設された多数のＬＥＤ素子は、前記光拡散カバーの半円筒状
の内部曲面に光源を投射する垂直投射型に設けられるが、前記ＬＥＤモジュールの一方の
側には、前記光拡散カバーの下側面に投射される側面投射型ＬＥＤ素子が１以上設けられ
ている、
　ことを特徴とするＬＥＤ照明モジュール。
【請求項２】
　前記光拡散カバーの内側面に支持されて前記ＬＥＤモジュールを覆蓋するが、前記ＬＥ
Ｄモジュールに配設されたＬＥＤ素子の発光面に対応する面が透明窓となり、残りの下地
面は反射処理されるか、あるいは、反射板における前記透明窓部分が穿孔されたモジュー
ル反射板がさらに含まれることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明モジュール。
【請求項３】
　前記光拡散カバーは、照明用途に応じて、透明、半透明又は乳白色の材質から成形され
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るが、前記光拡散カバーの内側曲面にはＬＥＤ素子の光源を広く拡散させるために拡散レ
ンズが形成されていることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明モジュール。
【請求項４】
　前記放熱板の外表面には、熱エネルギーを輻射エネルギーに切り替える放熱セラミック
、カーボン又はその他の放熱素材をコーティングするか、あるいは、多数の放熱フィンを
形成し、その上に前記放熱素材を塗布して放熱能をさらに向上させることを特徴とする請
求項１に記載のＬＥＤ照明モジュール。
【請求項５】
　前記放熱板としては熱伝導性に優れた金属製薄板を用いるが、金属製薄板の一方の面に
は熱伝導性接着剤を塗布し、他方の面には放熱セラミック、カーボン又はその他の放熱素
材をコーティングまたは塗布した熱放射シートを設けて、照明モジュールの製造に際して
これを前記光拡散カバーの縁部と前記ＬＥＤモジュールの下面に同時に貼り付けて照明モ
ジュールの内部を密閉させながら放熱材として用いられることを特徴とする請求項４に記
載のＬＥＤ照明モジュール。
【請求項６】
　一方の側に電源接続ベースが固定される電源モジュールハウジングと、
　前記電源モジュールハウジングの内部に設けられる電源モジュールと、
　前記電源モジュールの下部を覆蓋し、前記電源モジュールハウジングに固定されるが、
周縁に多数のコネクター用の孔が形成された円形遮蔽板と、
　前記円形遮蔽板を覆蓋し、前記電源モジュールハウジングに固定されるが、縁部と下端
周縁に多数の通風孔が形成され、底面に照明モジュール差込口が２以上形成されたハウジ
ングカバーと、
　前記ハウジングカバーのモジュール差込口に差し込まれ、前記電源モジュールとコネク
ターにより連結されて電源が接続されるが、前記ハウジングカバーのモジュール差込口に
２以上の照明モジュールが差し込まれて多角形構造のランプ状発光部をなす請求項１から
４のいずれかに記載のＬＥＤ照明モジュールと、
　前記ＬＥＤ照明モジュールを組み合わせて円筒状の発光部をなすと、前記ＬＥＤ照明モ
ジュールの左右側面に形成された羽根同士が当接して各照明モジュールの左右側角部に形
成された多数の放熱用の通風孔と、
　前記ＬＥＤ照明モジュールの下側に係合された発光部を支持するが、底面には１以上の
放熱用の通風孔が形成された下端のカバーと、
　を備えて広い配光と四方への対流放熱が行われるようになっていることを特徴とするＬ
ＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ。
【請求項７】
　前記下端のカバーの代わりに下端のカバーの中央に格子状の通風孔が形成されたドーナ
ツ状の下端のカバーを設けるが、ドーナツ状の下端のカバーの内側に、下方に照明光源が
投射されるドーナツ状のＬＥＤ照明モジュールが備えられた下端のカバーを備えることを
特徴とする請求項６に記載のＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ。
【請求項８】
　前記円形遮蔽板の中央には、前記照明ランプの発光部の内側から前記円形遮蔽板へと上
がってくる輻射熱を遮断し、前記ハウジングカバーの側面の通風孔側に放出熱の方向を切
り替える熱遮断カバーがさらに備えられていることを特徴とする請求項６に記載のＬＥＤ
照明モジュールを用いた照明ランプ。
【請求項９】
　照明ランプの円筒状発光部に取り付けられた前記各ＬＥＤ照明モジュールは照明ランプ
の側面周縁を照らすが、前記各ＬＥＤ照明モジュールの一方の側に設けられた前記側面投
射型ＬＥＤ素子の発光光源によって照明ランプの下方にも照明光源が投射されて広い配光
が行われることを特徴とする請求項６に記載のＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ
。
【請求項１０】
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　前記下端のカバーには照度が自動的に調節される制御用の光センサーが備えられ、光セ
ンサーを介してリモコンの操作によって照明照度と演色性が可変となることを特徴とする
請求項６に記載のＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ。
【請求項１１】
　前記ＬＥＤ照明モジュールは、前記ハウジングカバーと前記下端のカバーの脱着によっ
て容易に取り替え可能であることを特徴とする請求項６に記載のＬＥＤ照明モジュールを
用いた照明ランプ。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ－Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）素子
を発光体として用いたＬＥＤ照明モジュールと、これを用いた照明ランプに係り、さらに
詳しくは、一体型に組み合わせられたＬＥＤ照明モジュールにおいて［発光－光拡散－放
熱］作用が効率よく行われるＬＥＤ照明モジュールと、これを組み合わせて多角形の照明
ランプを構成すれば、多数の照明モジュールを介して１８０°四方に広い配光が行われ、
各照明モジュールの左右側面に形成された突出型羽根によって照明モジュールの左右側面
に多数の放熱用の通風口が形成されて四方に対流放熱がスムーズに行われることにより、
ランプの使用方向とは無関係に光効率と寿命が数万時間以上に安定低に維持されて経済性
に富んだＬＥＤ照明モジュール及びこれを用いた照明ランプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ照明ランプはエネルギー効率が高くて寿命が長いというメリットにより、蛍光灯
、白熱灯などの従来の光源を用いる照明器具がＬＥＤ照明ランプに次から次へと取って代
わられる傾向にある。
【０００３】
　ＬＥＤ照明ランプに用いられるＬＥＤ素子は、従来の照明光源に比べて発熱量が少なく
、少ない消費電力と長寿命、耐衝撃性などのメリットを有している。また、製造過程で蛍
光灯などのように水銀や放電用ガスを用いないことから、環境汚染を引き起こさないとい
う長所がある。
【０００４】
　ＬＥＤ素子は、適切な電源供給と放熱手段を提供する場合に、１０万時間以上用いても
燒損なしに点灯状態を維持することができる。あらゆる光源は経時的に光出力が減少する
が、初期光度の８０％までは人間が感じ難いため、これを基準として評価する場合に、Ｌ
ＥＤ素子の照明用の寿命は現在約４万～５万時間以上であることが予想されている。この
ため、白熱電球の１、５００時間、蛍光灯の１万余時間に比べてＬＥＤ素子は寿命が非常
に長い長寿命の光源であるといえる。
【０００５】
　しかしながら、高輝度・高出力の経済的な照明用の光源を得るためにＬＥＤ素子の駆動
電流を増やすと、ＬＥＤ素子の電力ロスが増大されてほとんどの電気エネルギーが熱に変
換され、ＬＥＤ素子の接合部分が高温の状態となる。ＬＥＤ素子は、流れる電流が一定で
あるとしても、接合部分の温度が高くなると光出力と光効率が低下するだけではなく、動
作寿命も短くなるという特性がある。このため、照明性能と動作寿命を向上させるために
は、ＬＥＤ素子の接合部分で発生する熱を最大限に速やかに外部に放出しなければならな
い。
【０００６】
　一般に、コンパクトで且つ狭い内部空間を有する電球状のＬＥＤ照明ランプは、他のタ
イプの照明灯よりもＬＥＤ素子から放出された熱を外部に発散させることが構造的に不利
である。このため、電球状やコンパクト状の照明ランプに多量のＬＥＤ素子を実装して光
出力を増大させることは、実装面積と放熱面積において限界を有するため、高輝度の照明
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光源が得られ難いだけではなく、照明灯器具などに取り付けるときにランプの内部に熱が
蓄積され易くて光源となるＬＥＤ素子の光が変わり、寿命が短縮されるという問題が発生
する。
【０００７】
　また、通常のＬＥＤ照明ランプは、多数の冷却フィン付き放熱フレームの前面に高輝度
ＬＥＤ素子を配設して発光部を構成し、眩しさを低減するために乳白色の拡散カバーを発
光部に覆い被せて照明ランプを製作していた。しかしながら、このような方式は、発光部
の配光が全方向に広く行われて照明時に照度差が激しいだけではなく、濃い乳白色の拡散
カバーによる光ロスが多くて照度が落ち、拡散カバーの内部でも熱蓄積が起きてＬＥＤ素
子の使用寿命を短縮させるという不都合があった。
【０００８】
　また、放熱フレームの前面にＬＥＤ素子が多数配設された回路基板を取り付けることに
より、実装面積が限定されて多くの数量のＬＥＤ素子を配置することができないため、限
られた数量で多くの光量を得るためには、高価な高輝度ＬＥＤ素子を用いるか、あるいは
、放熱フレームをさらに大きくしなければならないため、照明ランプが重くなり、体積が
嵩む他、製造コストが高くついて高価化が招かれるため普及し難いという不都合があった
。
【０００９】
　このため、既存の白熱灯及びコンパクトな蛍光ランプの代わりに、節電可能であり、し
かも、環境にやさしいＬＥＤ照明ランプを広く普及させるためには、ＬＥＤ照明ランプの
光効率を向上させ、眩しさのない広い配光条件が得られると共に、より軽量で且つ効率的
であり、しかも、経済性に富んだ放熱手段が設けられる必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１０】
　本発明は、一方の側に電源接続用のコネクターが備えられた回路基板に多数のＬＥＤ素
子が配設されて面発光体からなるＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュールの上部を半
円筒状に覆蓋するが、左右側面にそれぞれ１以上の突出型羽根が形成された光拡散カバー
と、前記ＬＥＤモジュールの下部を覆蓋するように結合されるが、前記光拡散カバーの下
端縁にその周縁が嵌め込まれて前記光拡散カバーの下端に固定された金属製の放熱板と、
が一体型モジュールとして組み合わせられてなるＬＥＤ照明モジュールを提供することを
目的とする。
【００１１】
　また、本発明は、一方の側に電源接続ベースが固定される電源モジュールハウジングと
、前記電源モジュールハウジングの内部に設けられる電源モジュールと、前記電源モジュ
ールの下部を覆蓋し、前記電源モジュールハウジングに固定されるが、周縁に多数のコネ
クター用の孔が形成された円形遮蔽板と、前記円形遮蔽板を覆蓋し、前記電源モジュール
ハウジングに固定されるが、縁部と下端周縁に多数の通風孔が形成され、底面に照明モジ
ュール差込口が２以上形成されたハウジングカバーと、前記ハウジングカバーのモジュー
ル差込口に差し込まれ、前記電源モジュールとコネクターにより連結されて電源が接続さ
れるが、前記ハウジングカバーのモジュール差込口に２以上の照明モジュールが差し込ま
れて多角形構造のランプ状発光部をなす請求項１から５のいずれかに記載のＬＥＤ照明モ
ジュールと、前記ＬＥＤ照明モジュールを組み合わせて円筒状の発光部をなすと、前記Ｌ
ＥＤ照明モジュールの左右側面に形成された突出型羽根同士が当接して各照明モジュール
の左右側角部に形成された多数の放熱用の通風孔と、前記ＬＥＤ照明モジュールの下側に
脱着自在に係合された発光部を支持するが、底面には１以上の放熱用の通風孔が形成され
た下端のカバーと、を備えて１８０°の配光と四方への対流放熱が行われるようになって
いるＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
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　本発明の一実施形態は、一方の側に電源接続用のコネクターが備えられた回路基板に多
数のＬＥＤ素子が配設されて面発光体からなるＬＥＤモジュールと、ＬＥＤモジュールの
上部を半円筒状に覆蓋するが、左右側面にそれぞれ１以上の突出型羽根が形成された光拡
散カバーと、ＬＥＤモジュールの下部を覆蓋するように結合されるが、光拡散カバーの下
端縁にその周縁が嵌め込まれて光拡散カバーの下端に固定された放熱板と、が一体型モジ
ュールとして組み合わせられてＬＥＤ照明ランプ用の発光モジュールをなすＬＥＤ照明モ
ジュールを提供する。
【００１３】
　上記の本発明の実施形態において、ＬＥＤモジュールに配設された多数のＬＥＤ素子は
上部に光源を投射するように設けるが、ＬＥＤモジュールの一方の側に光拡散カバーの一
方の側面に投射される側面投射型ＬＥＤ素子を１以上設けると、本発明に係る照明ランプ
の構成に際して発光部の周縁はもとより、発光部の下方にも多くの光源が投射されて光死
角地帯のない１８０°の広い配光が行われることが好ましい。
【００１４】
　上記の本発明の実施形態において、光拡散カバーの内側面に支持されてＬＥＤモジュー
ルを覆蓋するが、ＬＥＤモジュールに配設されたＬＥＤ素子の発光面に対応する面が透明
窓となり、残りの下地面は反射処理されるか、又は、反射板に前記透明窓部分が穿孔され
たモジュール反射板がさらに備えられることが、光拡散作用に役立つので好ましい。
【００１５】
　上記の本発明の実施形態において、光拡散カバーは、照明用途に応じて、透明、半透明
又は乳白色材質から成形されるが、光拡散カバーの内側曲面にはＬＥＤ素子の光源を広く
拡散させるために拡散レンズが形成されていることが好ましい。
【００１６】
　上記の本発明の実施形態において、放熱板の外表面には熱エネルギーを輻射エネルギー
に切り替える放熱セラミック、カーボン又はその他の放熱素材をコーティングして放熱能
を向上させることが、同様に光出力が行われる照明ランプにおいて軽量化が図れると共に
、より安価に放熱板を製作することができるので好ましい。
【００１７】
　また、前記放熱板としては熱伝導性に優れた金属製薄板を用いるが、金属製薄板の一方
の面には熱伝導性接着剤を塗布し、他方の面には放熱セラミック、カーボン又はその他の
放熱素材をコーティングまたは塗布した熱放射シートを設けて、照明モジュールの製造に
際してこれを前記光拡散カバーの縁部と前記ＬＥＤモジュールの下面に同時に貼り付けて
照明モジュールの内部を密閉させながら放熱材として用いられることも、生産コストを節
減することができるので好ましい。
【００１８】
　本発明に係る前記ＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプの一実施形態は、一方の側
に電源接続ベースが固定される電源モジュールハウジングと、電源モジュールハウジング
の内部に設けられる電源モジュールと、電源モジュールの下部を覆蓋し、電源モジュール
ハウジングに固定されるが、周縁に多数のコネクター用の孔が形成された円形遮蔽板と、
円形遮蔽板を覆蓋し、電源モジュールハウジングに固定されるが、縁部と下端周縁に多数
の通風孔が形成され、底面に照明モジュール差込口が２以上形成されたハウジングカバー
と、ハウジングカバーのモジュール差込口に差し込まれ、電源モジュールとコネクターに
より連結されて電源が接続されるが、ハウジングカバーのモジュール差込口に２以上の照
明モジュールが差し込まれて多角形構造のランプ状発光部をなすが、発光部を円筒状に組
み合わせるときにそれぞれの前記ＬＥＤ照明モジュールの左右側面に形成された突出型羽
根同士が当接して各照明モジュールの左右側角部に形成された多数の放熱用の通風孔と、
前記ＬＥＤ照明モジュールの下側に脱着自在に係合された発光部を支持するが、底面には
１以上の放熱用の通風孔が形成された下端のカバーと、を備えて１８０°の配光と四方へ
の対流放熱が行われる照明ランプを提供する。
【００１９】
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　上記の本発明に係る照明ランプの実施形態において、下端のカバーの代わりに下端のカ
バーの中央に格子状の通風孔が形成されたドーナツ状の下端のカバーを設けるが、ドーナ
ツ状の下端のカバーの内側に、下方に照明光源が投射されるドーナツ状のＬＥＤ照明モジ
ュールが備えられた下端のカバーを照明ランプに取り付けることが、照明ランプの下方に
照明光源をさらに多く投射することができるので好ましい。
【００２０】
　上記の本発明に係る照明ランプの実施形態において、円形遮蔽板の中央には、照明ラン
プの発光部の内側から円形遮蔽板へと上がってくる輻射熱を遮断し、前記ハウジングカバ
ーの側面の通風孔側に放出熱の方向を切り替える熱遮断カバーがさらに備えられているこ
とが好ましい。
【００２１】
　上記の本発明に係る照明ランプの実施形態において、
照明ランプの円筒状発光部に取り付けられた各ＬＥＤ照明モジュールは照明ランプの側面
周縁を照らすが、各ＬＥＤ照明モジュールの一方の側に設けられた側面投射型ＬＥＤ素子
の発光光源によって照明ランプの下方にも照明光源が投射されて１８０°の配光が行われ
ることが好ましい。
【００２２】
　上記の本発明に係る照明ランプの実施形態において、下端のカバーには照度制御用の光
センサーが備えられ、光センサーを介してリモコンの操作によって照明照度と演色性が可
変となることが、 照明ランプの活用に役立つ。
【００２３】
　上記の本発明に係る照明ランプの実施形態において、ＬＥＤ照明モジュールは使用寿命
が尽きた場合にハウジングカバーと下端のカバーの脱着によって容易に取り替え可能であ
ることから、廃棄物を減らし、資源の節減と地球環境の側面で有用である。
【発明の効果】
【００２４】
　本発明に係るＬＥＤ照明モジュールは、［発光－光拡散－放熱］の作用が効率よく行わ
れる一体型の発光モジュールであって、光出力と光拡散及び放熱能を最適化させた照明モ
ジュールを標準化して設けることができるので、照明用途に応じて組み立てられる照明ラ
ンプの製造が容易であるだけではなく、照明ランプを軽量化させ、製造コストを大幅に節
減することができるという経済的な効果を有する。
【００２５】
　本発明のＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプは、本発明に係るＬＥＤ照明モジュ
ールを円筒状に多数組み合わせて１８０°の広い配光が得られるので、眩しさがほとんど
なく、発光部の側面と下部に形成された多数の通風孔を介して四方に速やかに対流放熱さ
れる構造であるため、照明ランプの使用方向とは無関係に光源となるＬＥＤ素子の光効率
と寿命が安定的に維持されて照明ランプを半永久的に用いることができるという経済的な
効果を有する。
【００２６】
　本発明のＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプは、多数の照明モジュールが組み合
わせられた構造であって、寿命が尽きた照明モジュールを容易に取り替えることができる
ので、照明ランプのハウジングとパーツを再使用することができる結果、ごみを減らし、
資源節約に寄与できる環境的な効果を有する。
【００２７】
　本発明のＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプは、眩しさの少ない広い配光と半永
久的な寿命によって既存の白熱灯及びコンパクトな蛍光ランプを代替することができるの
で、電気及び資源が節約され、しかも、地球環境が改善されるという効果を有する。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】本発明の一実施形態に係るＬＥＤ照明モジュールを示す斜視図である。
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【図２】図１の構成部分を繰り広げて示す展開図である。
【図３】図１に示す各ＬＥＤ素子における発光状態を示す斜視図である。
【図４】図１に示す全体ＬＥＤ素子の上にモジュール反射板が覆蓋されて発光と反射が行
われる状態を示す斜視図である。
【図５】図１におけるＬＥＤ照明モジュール４個を組み合わせてＬＥＤ照明ランプを構成
することを示す部分展開図である。
【図６】本発明の一実施形態に係る照明ランプを示す斜視図である。
【図７】図６における照明ランプが四方に発光される状態を示す斜視図である。
【図８】図６における照明ランプが各通風孔を介して対流放熱される状態を示す斜視図で
ある。
【図９】図６における照明ランプがソケットに上方に取り付けられる場合に、各通風孔を
介して対流放熱される状態を示す斜視図である。
【図１０】図６における照明ランプがソケットに水平方向に取り付けられる場合に、各通
風孔を介して対流放熱される状態を示す斜視図である。
【図１１】本発明の他の実施形態に係る照明ランプを示す斜視図である。
【図１２】図１１における照明ランプが四方に発光される状態を示す斜視図である。
【図１３】図１１における照明ランプが各通風孔を介して対流放熱される状態を示す斜視
図である。
【図１４】図６及び図１１における照明ランプの電源モジュールの下端を遮蔽する円形遮
蔽板を示す平面図である。
【図１５】図１４に示す円形遮蔽板の中央部に備えられた熱遮断カバーの断面を示す円形
遮蔽板の縦断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　図１は、本発明の一実施形態に係るＬＥＤ照明モジュールを示す斜視図であり、図２は
、図１の構成部分を繰り広げて示す展開図であり、図３は、図１に示す各ＬＥＤ素子にお
ける発光状態を示す斜視図であり、図４は、図１に示す全体ＬＥＤ素子の上にモジュール
反射板が覆蓋されて発光と反射が行われる状態を示す斜視図である。
【００３０】
　本発明の好適な実施形態に係るＬＥＤ照明モジュール１０は、図１乃至図２に示すよう
に、放熱回路基板に多数の垂直投射型ＬＥＤ素子１２と側面投射型ＬＥＤ素子１３とが配
設され、一方の側にコネクター１４を有するＬＥＤモジュール１１、光拡散カバー１５、
放熱板１９が組み合わせられて一体型照明モジュールをなすものであり、照明用途に合わ
せてモジュール単位で構成要素を最適化させ、これを標準化させて［発光－光拡散－放熱
］作用が効率よく行われるようにしたものである。
【００３１】
　以下、本発明に係るＬＥＤ照明モジュールの構成と作用を詳述すると、一方の側に電源
接続用のコネクター１４が備えられた放熱回路基板に多数の垂直投射型ＬＥＤ素子１２と
側面投射型ＬＥＤ素子１３とが配設されて面発光体からなるＬＥＤモジュール１１と、Ｌ
ＥＤモジュール１１の上部を半円筒状に覆蓋するが左右側面にそれぞれ１以上の突出型羽
根１６が形成された光拡散カバー１５と、ＬＥＤモジュール１１の下部を覆蓋するように
結合されるが、光拡散カバー１５の下端縁にその周縁が嵌め込まれて光拡散カバー１５の
下端に固定された放熱板１９が一体型に組み合わせられて照明ランプ用の照明モジュール
をなす。
【００３２】
　前記本発明の実施形態において、ＬＥＤモジュール１１に光拡散カバー１５を覆蓋する
ときにＬＥＤモジュール１１の縁部が光拡散カバー１５の内側下端縁に隙間なく嵌め込ま
れて外部空気が光拡散カバー１５の内側空間に流れ込まないので、長時間の使用時にも発
光部が汚れることがなく、さらに、ＬＥＤモジュール１１の下面に熱伝導性テープ（ＴＩ
Ｍ　ＴＡＰＥ）によって放熱板１９が貼り付けられることにより、その縁部が光拡散カバ
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ー１５の下端縁に隙間なく嵌め込まれるので、ＬＥＤモジュール１１は上下から密着・保
護されて湿気や埃が発光部の内側に流れ込むことなく、電気的に外部と絶縁されて照明モ
ジュールが安定的に保護され、電気的な絶縁性において人体にも安全である。
【００３３】
　前記本発明の実施形態において、金属製の放熱板１９の外表面には熱エネルギーを輻射
エネルギーに切り替える放熱セラミック、カーボン又はその他の放熱素材をコーティング
して放熱能を向上させることが、照明ランプ放熱素材を軽量化させ、製造コストを節減す
ることができるので好ましく、放熱板１９の外表面に多数の放熱フィンを形成し、その上
に前記放熱素材を塗布することも、放熱能を向上させることができるので好ましい。
【００３４】
　また、前記本発明の実施形態において、金属製の放熱板１９は、熱伝導性に優れた銅、
アルミニウムなどをまるで紙のように薄く圧延してなる金属製の薄板を用いるが、一方の
面には熱伝導性接着剤を塗布し、他方の面には放熱セラミック、カーボン又はその他の放
熱素材をコーティングまたは塗布した熱放射シートを設けて、照明モジュールの製造に際
してこれを前記光拡散カバーの縁部と前記ＬＥＤモジュールの下面に同時に貼り付けて照
明モジュールの内部を密閉させる放熱材として用いると、本発明のＬＥＤ照明モジュール
１０をより一層経済的に製造して放熱効果対比の照明ランプのコスト節減に役立つ。
【００３５】
　特に、本発明のＬＥＤ照明モジュール１０は、光出力単位で標準化したモジュールを予
め製作しておいて、照明用途に応じて照明ランプの電源モジュールハウジングカバーに組
み付けるので、モジュールの製作に際して構成要素の結合性と密閉性を十分に満たし、量
産可能であるので、照明モジュールの効率性が高く、照明ランプの製造コストを節減する
ことができるので非常に経済的である。
【００３６】
　図３は、図１に示す各ＬＥＤ素子における発光状態を示す斜視図であり、ＬＥＤモジュ
ール１１に配設された多数の垂直投射型ＬＥＤ素子１２は半円筒状の光拡散カバー１５の
上部に光源を投射し、ＬＥＤモジュール１１の一方の側面に配設された側面投射型ＬＥＤ
素子１３は光拡散カバー１５の先端部に光源を投射するものであり、このＬＥＤ照明モジ
ュールを多数組み合わせて照明ランプを構成すると、多数の垂直投射型ＬＥＤ素子１２は
照明ランプの側面周縁に発光され、側面投射型ＬＥＤ素子１３は照明ランプの下方に発光
されて光死角地帯なしに１８０°の広い配光が行われるのである。図中、点線の矢印は投
射される光源を示す。
【００３７】
　特に、本発明のＬＥＤ照明モジュール１０は、図３乃至図４に示すように、半円筒状の
光拡散カバー１５の左右側面に１以上の突出型羽根１６が形成されたことが、照明ランプ
の放熱はもちろん、光死角地帯を低減するのに役立つので、光拡散カバー１５の内側の内
部反射によって光拡散カバー１５の左右側面に投射される光源が突出型羽根１６の先端部
まで導かれるので、多数のＬＥＤ照明モジュール１０を円筒状に組み合わせて照明ランプ
を構成すると、ＬＥＤ照明モジュール１０の左右側面に形成された突出型羽根１６同士が
当接して突出型羽根１６の上下に通風孔が形成されるだけではなく、各通風孔と突出型羽
根１６の周縁に光拡散カバー１５の側面反射光が導かれて照明ランプの各側面に多数の通
風孔があるにも拘わらず、発光部の全体的に光死角地帯なしに光源が広く拡散されるとい
う有用な効果が得られる。
【００３８】
　図４は、図１に示す全体のＬＥＤ素子の上にモジュール反射板が覆蓋されて発光と反射
が行われる状態を示す斜視図であり、図３に示すＬＥＤ照明モジュール１０の光拡散作用
を一層増大させるために、ＬＥＤモジュール１１の上にモジュール反射板を覆蓋している
。
【００３９】
　前記本発明の実施形態において、モジュール反射板１７は、半円筒状の光拡散カバー１
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５の両端に支持されてＬＥＤモジュール１１を覆蓋するが、ＬＥＤモジュール１１に配設
されたＬＥＤ素子１２の発光体に対応する面が透明窓となり、残りの下地面は反射処理さ
れるか、あるいは、前記透明窓部分が穿孔されたスルーホール１８が形成されてモジュー
ル反射板１７をなすものであり、各ＬＥＤ素子１２から投射された光源がスルーホール１
８を通過して半円筒状の光拡散カバー１５の内側面に投射されるときに、半円筒状曲面の
レンズ作用によって一部の光は直進し、一部の光は曲面に反射されて反射効率に優れたモ
ジュール反射板１７によって再反射される過程により光ロスを極力抑え、均一な光拡散効
果が得られるので、ＬＥＤ照明モジュール１０へのモジュール反射板１７の適用が好適で
ある。
【００４０】
　前記本発明の実施形態において、光拡散カバー１５は、照明用途に応じて、透明、半透
明又は乳白色材質から形成されるが、光拡散カバー１５の内側面にはＬＥＤ素子１２、１
３の光源を広く拡散させるために鋸歯状のレンズやレンチキュラーレンズ又は凸レンズな
どの拡散レンズを多数形成することも、光ロスを極力抑え、均一な光拡散効果が得られる
ので好ましい。
【００４１】
　図５は、図１におけるＬＥＤ照明モジュール４個を組み合わせてＬＥＤ照明ランプを構
成することを示す部分展開図であり、図６は、本発明の一実施形態に係る照明ランプを示
す斜視図であり、図７は、図６における照明ランプが四方に発光される状態を示す斜視図
である。
【００４２】
　本発明の実施形態に係るＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ２０は、図５及び図
６に示すように、電源接続ベース２１が一方の側に固定された電源モジュールハウジング
２２と、前記図１乃至図４に示す４つのＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０－４
と、下端のカバー２３とが一つに組み合わせられて照明ランプをなしている。
【００４３】
　以下、本発明に係るＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ２０の構成及び作用を詳
述すると、一方の側に電源接続ベースが固定される電源モジュールハウジング２２と、電
源モジュールハウジング２２の内部に設けられる電源モジュールと、電源モジュールの下
部を覆蓋し、電源モジュールハウジング２２に固定されるが、周縁に多数のコネクター用
の孔が形成された円形遮蔽板２８と、円形遮蔽板２８を覆蓋し、電源モジュールハウジン
グ２２に固定されるが、縁部と下端周縁に多数の通風孔２５が形成され、底面の周縁にモ
ジュール差込口が２以上形成されたハウジングカバー２２－１と、ハウジングカバー２２
－１のモジュール差込口に差し込まれ、電源モジュールとコネクターにより連結されて電
源が接続されるが、前記図１乃至図４に示すＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０
－４と、ハウジングカバー２２－１のモジュール差込口に２以上のＬＥＤ照明モジュール
１０、１０－１～１０－４が差し込まれて多角形構造のランプ状発光部をなすが、発光部
の組み合わせ時にそれぞれのＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０－４の左右側面
に形成された突出型羽根同士が互いに当接して各側面の接合面に形成された多数の放熱用
の通風孔２６と、ＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０－４の下側に脱着自在に係
合されたランプ状発光部を支持するが、底面には１以上の放熱用の通風孔２７が形成され
た下端のカバーを備えて、１８０°の配光と四方への対流放熱が行われる照明ランプが得
られる。
【００４４】
　前記本発明の実施形態において、図５に示すように、ハウジングカバー２２－１の下端
に４つのＬＥＤ照明モジュール１０－１～１０－４を円筒状に組み合わせ、照明モジュー
ルの下端に下端のカバー２３を取り付けると、図６に示す照明ランプ２０が完成される。
各ＬＥＤ照明モジュール１０－１～１０－４に左右側面に形成された突出型羽根１６によ
って各側面の角部に多数の通風孔２６が長く形成されて、上端のハウジングカバー２２－
１の通風孔２５と下端のカバー２３に形成された通風孔２７によって照明ランプの内側に
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空気通路が形成されて、各ＬＥＤ照明モジュール１０－１～１０－４の発光時に発熱され
る輻射熱が各通風孔を介して速やかに対流放熱されて照明ランプの光効率と寿命が安定的
に長時間維持されるのである。照明ランプの使用方向とは無関係に各通風孔を介して対流
放熱される放熱作用は、図８乃至図１０に基づいて後述する。
【００４５】
　前記本発明の実施形態において、図７は、照明ランプが四方に発光される状態を示すも
のであり、各ＬＥＤ照明モジュール１０－１～１０－４の内部に配設された多数の垂直投
射型ＬＥＤ素子１２は照明ランプ２０の各側面方向に光源を投射し、各側面の投射型ＬＥ
Ｄ素子１３は照明ランプ２０の下方に光源を投射して下端部に別設される発光体がなくて
も１８０°の広い配光が行われる照明効果が得られるので好ましい。なお、下端のカバー
２３は、ＬＥＤ照明モジュール１０－１～１０－４の発光光源が導かれて陰影が発生しな
いように光拡散カバー１５に用いられた材質と同じ材質の光拡散素材から成形して製造す
ることが好ましい。
【００４６】
　また、照明用途に応じて、側面投射光と下方投射光を適切に配分して標準化させたＬＥ
Ｄ照明モジュール１０－１～１０－４を製作し、これを照明用途に合わせて選択して適切
な配光曲線を有する照明ランプを製造することができ、これによる側面投射型ＬＥＤ素子
１３は、多数のＬＥＤ素子が組み合わせられて様々な光出力を有する一体型パッケージと
して設けられてＬＥＤ照明モジュール１０に備えられることが好ましい。
【００４７】
　図８は、図６における照明ランプが各通風孔を介して対流放熱される状態を示す斜視図
であり、図９は、図６における照明ランプがソケットに上方に取り付けられる場合に、各
通風孔を介して対流放熱される状態を示す斜視図であり、図１０は、図６における照明ラ
ンプがソケットに水平方向に取り付けられる場合に、各通風孔を介して対流放熱される状
態を示す斜視図である。図中、中空の矢印は、対流される空気の流れを示す。
【００４８】
　前記本発明の実施形態において、図８乃至図１０に示すように、既存の白熱電球やコン
パクトな蛍光ランプのようにいずれの方向に本発明の照明ランプを取り付けて用いても放
熱がスムーズに行われて、照明ランプの寿命が低下することを防いだところに特徴がある
。このような目的を達成するために、本発明に係る照明ランプ２０は、発光部の各側面の
角部に多数の通風孔２６を、上端のハウジングカバーに多数の通風孔２５を、そして下端
のカバーに多数の通風孔２７を形成し、照明ランプ２０の発光時に各ＬＥＤ照明モジュー
ル１０－１～１０－４の発熱によって加熱された内部空気が温度差によって対流作用を引
き起こして多数の通風孔を介して速やかに放出されるようにしている。
【００４９】
　このため、本発明に係る照明ランプ２０は、ＬＥＤ照明モジュール１０－１～１０－４
の発熱量を解消するために、従来の肥大で且つ重量のアルミニウム材質のヒートシンクを
用いることなく、少量の放熱素材がコーティングされた薄型・軽量の放熱板１９により熱
エネルギーを輻射熱エネルギーに切り替えて多数の通風孔２５～２７を介して対流放熱さ
せるので、照明ランプをより軽量に且つ安価に製造することができ、経済性に富んでいる
。
【００５０】
　前記本発明の実施形態において、図８は、照明ランプ２０を天井の電源ソケットに取り
付けた場合に各通風孔を介して対流放熱される状態を示すものであり、ＬＥＤ照明モジュ
ール１０－１～１０－４の発光時に発光部の内部空気が加熱されると、軽くなった空気が
上端のハウジングカバーの通風孔２５を介して排出されるときに周りの空気が照明ランプ
２０の各側面の角部の通風孔２６と下端のカバーの通風孔２７を介して流れ込むので、対
流放熱作用が速やかに行われて照明ランプの放熱問題が解消されるのである。
【００５１】
　図９は、電源ソケットに照明ランプ２０を上方に取り付けた場合に、各通風孔を介して
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対流放熱される状態を示すものであり、図８とは逆に、照明ランプ２０の各側面の角部に
形成された通風孔２６と下側のハウジングカバーに形成された通風孔２５を介して流れ込
んだ外部空気が対流作用によってランプの下端のカバーに形成された通風孔２７を介して
排出されることを示している。
【００５２】
　図１０は、壁面に設けられる場合のように、電源ソケットに照明ランプ２０を水平方向
に取り付けた場合に、各通風孔を介して対流放熱される状態を示すものであり、照明ラン
プ２０の各側面の角部に形成された通風孔２６と、下端のカバーに形成された通風孔２７
及びハウジングカバーに形成された通風孔２５の各下側の通風孔を介して流れ込んだ外部
空気が上端の各通風孔を介して排出されることを示している。
【００５３】
　図１１は、本発明の他の実施形態に係る照明ランプを示す斜視図であり、図１２は、図
１１における照明ランプが四方に発光される状態を示す斜視図であり、図１３は、図１１
における照明ランプが各通風孔を介して対流放熱される状態を示す斜視図である。
【００５４】
　本発明の他の実施形態に係るＬＥＤ照明モジュールを用いた照明ランプ３０は、図１１
乃至図１３に示すように、電源接続ベース２１が一方の側に固定された電源モジュールハ
ウジング２２と、前記図１乃至図４に示す４つのＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～
１０－４と、ドーナツ状の照明モジュール付き下端のカバー３１とが一つに組み合わせら
れてなるものである。
【００５５】
　前記本発明の他の実施形態において、図１１乃至図１３に示す照明ランプ３０は、前記
図５乃至図１０に示す照明ランプ２０と構成及び作用がほとんど同様であり、相違点は、
自体発光機能を有さない前記照明ランプ２０の下端のカバー２３を発光機能を有するドー
ナツ状の照明モジュール付き下端のカバー３１に取り替えて照明ランプ３０の下方に投射
される照明光量を大幅に向上させている点である。
【００５６】
　このため、前記照明ランプ２０と構成及び作用が重複する部分の詳細な説明を省き、５
面に発光される照明ランプ３０の下端に取り付けられるドーナツ状の照明モジュール付き
下端のカバー３１の構成と作用を詳述すると、下端のカバーの中央に格子状の通風孔が形
成されて照明ランプ３０の使用方向によって外部空気が流れ込んだり内部空気が排出され
、ドーナツ状の下端のカバーの内側に、下方に照明光源が投射されるドーナツ状のＬＥＤ
照明モジュールを備えて、側面発光部に設けられた４つのＬＥＤ照明モジュール１０－１
～１０－４と調和をなして、図１２に示すように、１８０°の均一な配光が行われる照明
ランプ３０を実現している。
【００５７】
　前記本発明の実施形態において、前記ドーナツ状のＬＥＤ照明モジュールは、円盤状の
放熱回路基板の中央部がドーナツ状に穿孔された回路基板に多数のＬＥＤ素子が配設され
、前記ドーナツ状の回路基板にドーナツ状の下端のカバーが覆蓋され、前記ＬＥＤ照明モ
ジュール１０－１～１０－４のＬＥＤモジュールの先端に連結された電線に電源が供給さ
れ、ＬＥＤ照明モジュールが発光されて前記照明ランプ３０の下方を照らすのである。
【００５８】
　前記本発明の実施形態において、図１３は、照明ランプ３０の対流放熱状態を示すもの
であり、照明ランプ３０の使用方向に応じて、各通風孔２５～２７がそれぞれ外部空気流
入口または内部空気排出口になり、使用方向による対流放熱作用は上記の図８乃至図１０
の場合と同様である。
【００５９】
　図１４は、図６及び図１１の照明ランプの電源モジュールの下端を遮蔽する円形遮蔽板
を示す平面図であり、図１５は、図１４に示す円形遮蔽板の中央部に備えられた熱遮断カ
バーの断面を示す円形遮蔽板の縦断面図である。
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　図５乃至図１３に示す本発明の実施形態において、電源モジュールハウジング２２の下
端部の内側縁部に固定され、内蔵された電源モジュールを電気的に遮蔽して外部誘導電圧
から電源モジュールを保護する円形遮蔽板２８の中央には照明ランプ２０、３０の発光部
の内側から円形遮蔽板２８へと上がってくる輻射熱を遮断し、ハウジングカバー２２－１
の側面通風孔に向かって放出熱の方向を速やかに切り替える熱遮断カバー２８－１がさら
に備えられることが好ましい。
前記本発明の実施形態において、円形遮蔽板２８に形成されたコネクターホール２９は、
電源モジュールに接続されたコネクターを円形遮蔽板２８の各コネクターホール２９を介
して各照明モジュール１０－１～１０－４のコネクターに容易に接続するためのものであ
る。
【００６１】
　図５乃至図１３に示す本発明の実施形態において、前記下端のカバー２３、３１には照
明制御用の光センサー２４が備えられて外部光量に応じて照明照度が自動的に制御され、
光センサーによって光量が検知されて電源モジュールを介して照度を自動的に調節するこ
とは周知の回路技術であるため、これについての詳細な説明を省く。なお、前記光センサ
ー２４は通常のリモコンの受信センサーとしても活用可能であり、この場合には、ユーザ
ーがリモコンを操作して照明照度と演色性をマニュアルにて変えることができて、本発明
の照明ランプの活用性の向上に好適であり、これもまた周知の回路技術であるため、その
詳細な駆動回路とこれについての説明は省く。
【００６２】
　上述した本発明の実施形態において、照明ランプ２０、３０の円筒状の発光部に取り付
けられた各ＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０－４は、照明ランプ２０、３０の
側面周縁を照らすが、各ＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０－４の一方の側に設
けられた側面投射型ＬＥＤ素子１３の発光光源によって照明ランプ２０、３０の下方にも
照明光源が投射されて１８０°の配光が行われるので、発光部に光死角地帯がなくて有用
である。
【００６３】
　上述した本発明の実施形態において、前記ＬＥＤ照明モジュール１０、１０－１～１０
－４は使用寿命が尽きた場合に、前記ハウジングカバー２２－１と前記下端のカバー２３
、３１の脱着によって容易に取り替え可能であるため、本発明の照明ランプ２０、３０に
本体に用いられた照明ランプハウジングとパーツを半永久的に再使用することができて廃
棄物を減らし、資源を節約することができて有用である。
【００６４】
　本発明は特許請求の範囲において請求する請求の要旨を逸脱することなく、当該技術分
野において通常の知識を持った者によって種々に変形して実施可能であるため、本発明の
技術的な保護範囲は上述した特定の好適な実施形態に何ら限定されない。
【産業上の利用可能性】
【００６５】
　本発明は、既存の白熱電球及び蛍光ランプを代替可能なコンパクトなＬＥＤ照明ランプ
であり、水銀灯の公害物質を使用しない半導体のＬＥＤ素子を発光体として用いて画期的
な節電効果が得られるとともに、半永久的に使える長寿命の照明ランプであって、廃棄物
を減らし、資源を節約することができて産業的に広く使用可能である。
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