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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　半導体発光素子が実装される実装基板と、
　前記実装基板に実装された半導体発光素子に導通するよう前記実装基板の表面上に設け
られた導電層と、
　前記導電層と離間して配置される導電性部材と、
　前記導電層と前記導電性部材とを互いに導通させるよう前記導電層と前記導電性部材と
の双方に接続される導電性ワイヤと、
　を備え、
　前記導電層は、前記実装基板の表面のうち半導体発光素子が実装される第１面よりも下
方の第２面において前記半導体発光素子への給電を可能とするよう、第１面から第２面に
延在する給電部を含み、
　前記導電性ワイヤは、前記実装基板の第２面上の給電部と前記導電性部材とを接続し、
　前記第２面は、前記導電性部材と略同一の高さである、
　ことを特徴とする発光モジュール。
【請求項２】
　前記実装基板は、第１面に複数の半導体発光素子が実装可能に設けられ、
　前記導電層は、第１面に実装された複数の半導体発光素子を互いに直列に接続させるよ
う第１面上に設けられた素子接続部をさらに含むことを特徴とする請求項１に記載の発光
モジュール。
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【請求項３】
　前記実装基板は、第１面に複数の半導体発光素子が実装可能に設けられ、
　前記導電層は、前記実装基板に実装された複数の半導体発光素子の各々への個別の給電
を第２面において可能とするよう、第１面から第２面にそれぞれ延在する複数の給電部を
含むことを特徴とする請求項１に記載の発光モジュール。
【請求項４】
　前記導電性ワイヤの少なくとも一部を外気から封止する封止部材をさらに備え、
　前記封止部材は、前記半導体発光素子の発光面よりも下方に位置するよう配置されるこ
とを特徴とする請求項１から３のいずれかに記載の発光モジュール。
【請求項５】
　前記実装基板の第１面の背向面に当接する当接面を有する放熱部材をさらに備え、
　前記放熱部材は、前記当接面の背向面が前記当接面よりも面積が大きくなるよう形成さ
れていることを特徴とする請求項１から４のいずれかに記載の発光モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光モジュールに関し、特に発光素子および発光素子を支持する実装基板を
備えた発光モジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、省エネルギーや高信頼性などへの要求から、ＬＥＤ（Light Emitting Diode）な
どの半導体発光素子の用途が例えば車両用前照灯などに急激に拡大している。ここで、Ｌ
ＥＤをサブマウントに実装し、サブマウントを金属板に取り付けた発光装置が提案されて
いる（例えば、特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００７－８７６６８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　上述の特許文献では、サブマウント部材とリードパターンとはボンディングワイヤなど
の導電性部材を介して接続されている。導電性部材による影が生じて配光に影響が与えら
れることを回避すべく、このような導電性部材は発光面よりも下方に配置されることが本
来好ましい。しかしながら、例えば上述の特許文献では、ボンディングワイヤが発光面よ
りも上方に配置されており、導電性部材による配光への影響回避という点において改善の
余地がある。また、例えばフリップチップ方式の半導体発光素子を採用することにより、
素子の実装面に設けられた電極からの発光素子への給電を可能とした場合においても、そ
の電極と他のハウジングなどに設けられた導電性部材とを接続するために、やはりボンデ
ィングワイヤなどの導電性部材を用いる必要が生じる。したがって、このような場合にお
いてもまた、導電性部材との接続工程の削減とその配光への影響回避との両立は容易では
ない。
【０００５】
　そこで、本発明は上述した課題を解決するためになされたものであり、その目的は、発
光モジュールの製造工程を簡易なものとしつつ、半導体発光素子への給電のための導電性
部材による配光への影響を抑制することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、本発明のある態様の発光モジュールは、半導体発光素子が
実装される実装基板と、実装基板に実装された半導体発光素子に導通するよう実装基板の
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表面上に設けられた導電層と、を備える。導電層は、実装基板の表面のうち半導体発光素
子が実装される第１面よりも下方の第２面において半導体発光素子への給電を可能とする
よう、第１面から第２面に延在する給電部を含む。
【０００７】
　この態様によれば、まず半導体発光素子が実装される第１面よりも下方において、例え
ばワイヤボンディングするなど導電性部材を接続することによって給電部に給電可能とな
る。このため、この導電性部材の上方への突出量を抑制することができ、導電性部材によ
る配光への影響を容易に抑制できる。また、第１面から第２面まで延在するよう導電層を
設ける、という簡易な工程により第１面より下方における半導体発光素子への給電を簡易
に実現できる。このため、第１面と第２面とをさらにワイヤボンディングするなどの工程
を削減することができ、第１面と第２面との導通を簡易に実現できる。なお、導電層は、
めっき、または蒸着によって実装基板の表面上に形成されてもよい。
【０００８】
　実装基板は、第１面に複数の半導体発光素子が実装可能に設けられ、導電層は、第１面
に実装された複数の半導体発光素子を互いに直列に接続させるよう第１面上に設けられた
素子接続部をさらに含んでもよい。この態様によれば、第１面において複数の半導体発光
素子を直列に接続することができ、この複数の半導体発光素子への給電を第１面よりも下
方の第２面にて行うことができる。
【０００９】
　実装基板は、第１面に複数の半導体発光素子が実装可能に設けられ、導電層は、実装基
板に実装された複数の半導体発光素子の各々への個別の給電を第２面において可能とする
よう、第１面から第２面にそれぞれ延在する複数の給電部を含んでもよい。この態様によ
れば、第１面において複数の半導体発光素子を並列に接続することができ、この複数の半
導体発光素子への各々の給電を第１面よりも下方の第２面にて行うことができる。
【００１０】
　上述の発光モジュールは、導電層と離間して配置される導電性部材と、導電層と導電性
部材とを互いに導通させるよう導電層と導電性部材との双方に接続される導通部材と、導
通部材の少なくとも一部を外気から封止する封止部材と、を備えてもよい。封止部材は、
半導体発光素子の発光面よりも下方に位置するよう配置される。この態様によれば、封止
部材によって導電部材を外部からの衝撃などから保護しつつ、導電部材による配光への影
響も回避することができる。
【００１１】
　実装基板の第１面の背向面に当接する当接面を有する放熱部材をさらに備えてもよい。
放熱部材は、当接面の背向面が当接面よりも面積が大きくなるよう形成されていてもよい
。この態様によれば、背向面による放熱をより促すことができ、半導体発光素子の発熱を
より抑制することが可能となる。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、発光モジュールの製造工程を簡易なものとしつつ、半導体発光素子へ
の給電のための導電性部材による配光への影響を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】第１の実施形態に係る発光ユニットの構成を示す図である。
【図２】（ａ）は、第１の実施形態に係る発光ユニットの上面図であり、（ｂ）は、第１
の実施形態に係る発光ユニットの正面図である。
【図３】（ａ）は、第２の実施形態に係る発光ユニットの上面図であり、（ｂ）は、第２
の実施形態に係る発光ユニットの正面図である。
【図４】第３の実施形態に係る発光モジュールの構成を示す図である。
【図５】第４の実施形態に係る発光モジュールの構成を示す図である。
【発明を実施するための形態】
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【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態（以下、実施形態という）について詳細に説
明する。
【００１５】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る発光モジュール１０の構成を示す図である。図１は、鉛
直面による発光モジュール１０の断面を側方から見たときを示している。発光モジュール
１０は、発光ユニット１２、支持部材１４、およびベースハウジング１６を備える。
【００１６】
　発光ユニット１２は、半導体発光素子２０、実装基板２２、およびメッキ層２４を有す
る。半導体発光素子２０の各々には、ＬＥＤが採用される。ＬＥＤは、青色ＬＥＤでもよ
く、紫外線ＬＥＤでもよく、また他の色の光を発光するＬＥＤであってもよい。半導体発
光素子２０の各々は、１ｍｍ角の正方形状に形成される。なお、半導体発光素子２０の各
々は、例えば０．３ｍｍ角など他のサイズの正方形に形成されてもよく、正方形以外の矩
形に形成されてもよい。また、半導体発光素子２０として、ＬＥＤに代えて例えばレーザ
ダイオードなど略点状に面発光する他の素子状の半導体発光素子が採用されてもよい。
【００１７】
　実装基板２２は、アルミナ、ＡｌＮ、またはＳｉの単一部材によって形成される。実装
基板２２は板状に形成される。導電層であるメッキ層２４は、実装基板２２に半導体発光
素子２０が実装されたとき半導体発光素子２０に導通するよう実装基板２２の表面上に設
けられている。なお、メッキ層２４に代えて、導電性材料を上面２２ａの表面に蒸着させ
て導電層を形成してもよい。また、メッキ層２４に代えて、導電性材料によって形成され
た板状部材を折り曲げて実装基板２２の表面に固着させてもよい。
【００１８】
　実装基板２２の上面２２ａには、複数の半導体発光素子２０が直線状に並ぶよう実装さ
れる。このとき複数の半導体発光素子２０の各々は、主光軸方向、すなわち発光面２０ａ
に垂直な方向が上方向となるよう実装基板２２に実装される。第１の実施形態では、単一
の実装基板２２に４つの半導体発光素子２０が実装されるが、実装数が４に限られないこ
とは勿論であり、１または４以外の複数であってもよい。また、複数の半導体発光素子２
０は、平面的に分散して配置されるよう実装基板２２に実装されてもよい。
【００１９】
　半導体発光素子２０の各々は、いわゆるフリップチップタイプのものが採用されている
。半導体発光素子２０の各々は、Ａｕバンプ（図示せず）を介してメッキ層２４に接続さ
れ、実装基板２２に実装される。なお、半導体発光素子２０の各々はフリップチップタイ
プに限られず、例えば垂直チップタイプ、またはフェイスアップタイプのものが採用され
てもよい。この場合、半導体発光素子２０は、素子上部から実装基板２２のメッキ層２４
に導電性ワイヤなどの導電性部材によって接続される。
【００２０】
　このように、第１の実施形態では、いわゆるサブマウント基板を介することなく、半導
体発光素子２０が実装基板２２に直接実装される。これにより、サブマウント基板と実装
基板とを固着させる工程を削減することができる。
【００２１】
　支持部材１４は、実装基板２２を支持する。このように実装基板２２を支持部材１４に
取り付けることによって、例えば半導体発光素子２０をＡｌＮなどによって形成されたサ
ブマウント基板を介して、同じくＡｌＮなどによって形成された実装基板に取り付ける場
合などに比べ、放熱性を向上させることができる。なお、支持部材１４は、実装基板２２
よりも面積が大きくなるよう設けられている。これにより、一般的に高価な実装基板２２
を小さくしつつ、放熱性の低下を抑制することができる。
【００２２】
　支持部材１４は、上面１４ａに、実装基板２２の上面２２ａの背向面である下面２２ｄ
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が当接して固定されており、これにより実装基板２２を支持している。支持部材１４は、
銅などの金属の中でも放熱性が比較的高い材料によって形成される。したがって、支持部
材１４は放熱部材として機能する。
【００２３】
　第１の実施形態では、支持部材１４は、Ｃｕより熱膨張率、すなわち線膨張係数の低い
金属およびＣｕからなる複合材料により形成される。具体的には、支持部材１４は、Ｃｕ
とＭｏとを積層させたクラッド材により形成されている。以下、このクラッド材を「ＣＭ
Ｃ（Ｃｕ／Ｍｏ／Ｃｕ）」という。ＣＭＣは、Ｃｕ板とＭｏ板とをホットプレスにより拡
散接合させることにより形成される。Ｍｏは、Ｃｕよりも低い線膨張係数を有する。この
ようなクラッド材を支持部材１４の材料として採用することによって、Ｃｕと同等のレベ
ルの熱伝導率を達成しつつ、熱膨張率、すなわち線膨張係数をＣｕより小さくすることが
可能となる。このため、実装基板２２との線膨張係数の差を抑制することができ、支持部
材１４および実装基板２２の両者の間に生じる熱応力に起因する支持部材１４または実装
基板２２へのクラックの発生を抑制することができる。
【００２４】
　支持部材１４は、３層のＣｕの間に２層のＭｏの各々が挟まれるよう、ＣｕとＭｏとが
積層されて構成されている。なお、支持部材１４におけるＣｕとＭｏの積層数などがこの
態様に限られないことは勿論である。
【００２５】
　支持部材１４の材質はＣＭＣに限られず、例えばＭｏを粉末形成したものにＣｕを含浸
させＣｕ－Ｍｏ粉末複合材料が採用されてもよい。また、このＣｕ－Ｍｏ粉末複合材料を
Ｃｕ板で挟んだ特殊クラッド材が採用されてもよい。この特殊クラッド材は、Ｃｕ－Ｍｏ
粉末複合材料をＣｕ板で挟み、熱間圧延させることにより形成される。また、Ｃｕよりも
線膨張係数が低いインバー（Invar）金属をＣｕ板で挟んだクラッド材が採用されてもよ
い。なおインバー金属は、ＮｉとＦｅからなる合金である。
【００２６】
　実装基板２２は、融点が４５０℃以下の金属接合材料であるはんだによって支持部材１
４に接合される。このような接合材料は実装基板２２と支持部材１４との間の熱膨張係数
の差が小さいため、高い放熱性を確保しつつ熱応力に起因するクラックの発生を抑制する
ことができる。なお、実装基板２２は、熱伝導率が３Ｗ／ｍ・Ｋ以上の材料からなる接着
剤によって支持部材１４に接合されてもよい。これにより、放熱性能を確保しながら長期
における信頼性を向上させることができる。
【００２７】
　図２（ａ）は、第１の実施形態に係る発光ユニット１２の上面図であり、図２（ｂ）は
、第１の実施形態に係る発光ユニット１２の正面図である。理解し易いよう、メッキ層２
４にはハッチングを施して図示している。
【００２８】
　実装基板２２は、段差面２２ｂを有する。段差面２２ｂは、上面２２ａより下方且つ上
面２２ａと平行となるよう設けられる。メッキ層２４は、給電部２４ａおよび素子接続部
２４ｂを有する。給電部２４ａおよび素子接続部２４ｂは、実装基板２２の表面上に互い
に離間して配置される。給電部２４ａは、実装基板２２の表面のうち半導体発光素子２０
が実装される上面２２ａよりも下方の段差面２２ｂにおいて半導体発光素子２０への給電
を可能とするよう、上面２２ａから側面２２ｃを経て段差面２２ｂに延在する。これによ
って、上面２２ａより下方において給電部２４ａにＡｕワイヤ２８をボンディングするこ
とが可能となる。給電部２４ａは２つ設けられ、一列に並設される複数の半導体発光素子
２０の端に配置される２つの半導体発光素子２０にそれぞれが導通するよう配置されてい
る。
【００２９】
　素子接続部２４ｂは、上面２２ａに実装された複数の半導体発光素子２０の間を接続す
ることで互いに直列に接続させるよう上面２２ａ上に設けられている。第１の実施形態で
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は半導体発光素子２０は４つ設けられることから、素子接続部２４ｂは４つの半導体発光
素子２０の間隔部の数である３つ設けられる。こうして、２つの給電部２４ａの間で電流
を供給することにより、複数の半導体発光素子２０のすべてに電力を供給することができ
る。
【００３０】
　半導体発光素子２０への給電ルートの形成方法として、上面２２ａ上に半導体発光素子
２０に導通する電極を設け、段差面２２ｂに銅などの導電性部材を上面２２ａ上の電極と
は別に設ける方法も考えられる。しかしながら、この方法では、実装基板２２の上面２２
ａの電極と段差面２２ｂ上の導電性部材とをＡｕワイヤなどの線状の導電部材またはアル
ミリボンなどの帯状の導電部材で接続する必要が生じる。したがって、導電部材を取り付
ける工程が別途必要となるばかりでなく、発光面２０ａより上方に突出させないよう導電
部材を取り付けることは容易ではない。
【００３１】
　このため第１の実施形態では、給電部２４ａと素子接続部２４ｂとは、メッキ処理によ
って実装基板２２の表面上に同時に固着される。これにより、メッキ層２４を設ける工程
とは別にメッキ層２４と他の導電部材とを接続するためのＡｕワイヤをボンディングする
などの工程を削減することができ、発光ユニット１２の製造工程を簡易にすることができ
る。
【００３２】
　段差面２２ｂに代えて、実装基板２２の表面のうち上面２２ａよりも下方の他の面に給
電部２４ａが延在するよう設けられてもよい。このように上面２２ａよりも下方の面にお
いて半導体発光素子２０への給電を可能とするよう、上面２２ａから当該下方の面に延在
する給電部２４ａを設けることにより、Ａｕワイヤなどの導電部材を取り付けることなく
、上面２２ａよりも下方において半導体発光素子２０への給電が可能となる。このため、
発光ユニット１２の製造工程を簡略化できるとともに、半導体発光素子２０が発する光に
よって形成される配光へ導電部材が影響することを回避できる。
【００３３】
　例えば段差面２２ｂに代えて、上面２２ａから下方に向けて傾斜する傾斜面が設けられ
ていてもよい。給電部２４ａは、上面２２ａからこの傾斜面に延在するよう設けられてい
てもよい。また、段差面２２ｂに代えて、上面２２ａから下方に凹む溝部が設けられても
よく、給電部２４ａは、上面２２ａからこの溝部の底部に延在するように設けられていて
もよい。これらによっても、上面２２ａより下方において給電部２４ａにＡｕワイヤ２８
をボンディングすることが可能となる。
【００３４】
　図１に戻る。ベースハウジング１６は、樹脂によって形成される。なお、ベースハウジ
ング１６の材質が樹脂に限られないことは勿論であり、他の絶縁材料によって形成されて
いてもよい。ベースハウジング１６は開口部１６ｂを有しており、この開口部１６ｂに支
持部材１４の側面１４ｂが嵌め合わされ、両者が互いに固定される。
【００３５】
　ベースハウジング１６は、上面と平行且つ上面より下方に設けられた段差面１６ａを有
する。ベースハウジング１６の段差面１６ａは実装基板２２の段差面２２ｂと略同一の高
さとなっている。なお、段差面１６ａと段差面２２ｂとが違う高さであってもよい。段差
面１６ａ上には、薄い板状の導電性部材２６が設けられる。導電性部材２６は銅により形
成されているが、他の導電性材料によって形成されてもよい。
【００３６】
　導電性部材２６は、メッキ層２４と離間して配置される。導通部材であるＡｕワイヤ２
８は、メッキ層２４と導電性部材２６とを互いに導通させるようメッキ層２４と導電性部
材２６との双方に接続される。こうして、導電性部材２６から、Ａｕワイヤ２８、メッキ
層２４を介して、複数の半導体発光素子２０に発光のための電力供給が可能となっている
。
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【００３７】
（第２の実施形態）
　図３（ａ）は、第２の実施形態に係る発光ユニット５０の上面図であり、図３（ｂ）は
、第２の実施形態に係る発光ユニット５０の正面図である。第２の実施形態に係る発光モ
ジュールの構成は、発光ユニット１２に代えて発光ユニット５０が設けられ、さらに半導
体発光素子２０の各々に個別に給電が可能となるよう設けられている以外は、第１の実施
形態と同様である。以下、第１の実施形態と同様の個所は同一の符号を付して説明を省略
する。
【００３８】
　発光ユニット５０は、実装基板５２、メッキ層５４、および複数の半導体発光素子２０
を有する。実装基板５２は、アルミナ、ＡｌＮ、またはＳｉの単一部材によって形成され
る。実装基板５２は板状に形成され、実装基板５２の上面２２ａ上に、複数の半導体発光
素子２０が実装される。導電層であるメッキ層５４は、実装基板５２に半導体発光素子２
０が実装されたとき半導体発光素子２０に導通するよう実装基板５２の表面上に設けられ
ている。
【００３９】
　実装基板５２には、複数の半導体発光素子２０が直線状に並ぶよう実装される。第２の
実施形態においても、単一の実装基板５２に４つの半導体発光素子２０が実装されるが、
実装数が４に限られないことは勿論であり、１または４以外の複数であってもよい。また
、複数の半導体発光素子２０は、平面的に分散して配置されるよう実装基板５２に実装さ
れてもよい。
【００４０】
　実装基板５２は、段差面５２ｂを有する。段差面５２ｂは、上面５２ａより下方且つ上
面５２ａと平行となるよう設けられる。メッキ層５４は、複数の給電部５４ａを有する。
給電部５４ａは、実装基板５２の表面上に互いに離間して配置される。複数の給電部５４
ａの各々は、実装基板５２の表面のうち半導体発光素子２０が実装される上面５２ａより
も下方の段差面５２ｂにおいて、複数の半導体発光素子２０への個別の給電を可能とする
よう、上面５２ａから側面５２ｃを経て段差面５２ｂに延在する。これによって、複数の
半導体発光素子２０へ個別の給電するためのＡｕワイヤ２８を上面５２ａより下方におい
て給電部５４ａにボンディングすることが可能となる。
【００４１】
　給電部５４ａは、２つで１つの半導体発光素子２０に電力を供給するため、半導体発光
素子２０の数の２倍の数だけ設けられる。第２の実施形態では半導体発光素子２０は４個
設けられるため、８つの給電部５４ａが設けられている。
【００４２】
　段差面５２ｂは、半導体発光素子２０を挟むよう２つ設けられている。２つの段差面５
２ｂの各々は、半導体発光素子２０の並設方向に平行に延在している。一つの半導体発光
素子２０に電力を供給するための２つの給電部５４ａの一方は２つの段差面５２ｂの一方
に設けられ、２つの給電部５４ａの他方は２つの段差面５２ｂの他方に設けられる。第２
の実施形態では４つの半導体発光素子２０が実装基板５２の上面５２ａに実装されるため
、４つの給電部５４ａが実装基板５２の上面５２ａから一方の段差面５２ｂに延在し、他
の４つの給電部５４ａが実装基板５２の上面５２ａから他方の段差面５２ｂに延在する。
【００４３】
　複数の給電部５４ａの各々は、メッキ処理により実装基板５２の表面上に同時に固着さ
れる。このとき、半導体発光素子２０の配置間隔が近いため、段差面５２ｂにおける給電
部５４ａの各々の面積を大きく取るためには、隣接する給電部５４ａ同士の間隔を微小に
する必要がある。
【００４４】
　このため、第２の実施形態では、メッキ処理工程では一つの段差面５２ｂに形成すべき
４つの給電部５４ａは、段差面５２ｂ上では互いに繋がった状態のメッキとしてまず形成
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する。メッキ処理工程の終了後、隣り合う給電部５４ａの間隔部分となるメッキをレーザ
ー加工によって除去し、４つの給電部５４ａを互いに分離させる。なお、レーザー加工に
代えてダイシング加工によって４つの給電部５４ａを互いに分離させてもよい。
【００４５】
　このように実装基板５２の表面のうち半導体発光素子２０が実装される上面５２ａより
も下方の面において複数の半導体発光素子２０の各々への個別の給電を可能とするよう、
上面５２ａからその下方の面に延在する複数の給電部を設けることにより、Ａｕワイヤな
どの導電部材を取り付けることなく、上面５２ａよりも下方において半導体発光素子２０
への給電が可能となる。このため、発光ユニット１２の製造工程を簡略化できるとともに
、半導体発光素子２０が発する光によって形成される配光へ導電部材が影響することを回
避できる。
【００４６】
　段差面５２ｂに代えて、実装基板５２の表面のうち上面５２ａよりも下方の他の面に複
数の給電部５４ａの各々が延在するよう設けられてもよい。このように上面５２ａよりも
下方の面において複数の半導体発光素子２０の各々への個別の給電を可能とするよう、上
面５２ａから当該下方の面に延在する複数の給電部５４ａを設けることにより、Ａｕワイ
ヤなどの導電部材を取り付けることなく、上面５２ａよりも下方において複数の半導体発
光素子２０への個別の給電が可能となる。
【００４７】
　例えば段差面５２ｂに代えて、上面５２ａから下方向けて傾斜する傾斜面が設けられて
いてもよい。給電部５４ａは、上面５２ａからこの傾斜面に延在するよう設けられていて
もよい。また、段差面５２ｂに代えて、上面５２ａから下方に凹む溝部が設けられてもよ
く、給電部５４ａは、上面５２ａからこの溝部の底部に延在するように設けられていても
よい。これらによっても、上面５２ａより下方において給電部５４ａにＡｕワイヤ２８を
ボンディングすることが可能となる。
【００４８】
（第３の実施形態）
　図４は、第３の実施形態に係る発光モジュール８０の構成を示す図である。以下、上述
の実施形態と同様の個所については同一の符号を付して説明を省略する。
【００４９】
　発光モジュール８０は、発光ユニット１２、支持部材８２、およびベースハウジング８
４を備える。支持部材８２は、実装基板２２と当接する上面８２ａに背向する下面８２ｂ
が、上面８２ａよりも面積が大きくなるよう形成されている。
【００５０】
　具体的には、支持部材８２は、上面８２ａ近傍の側面８２ｃよりも外側に突出する拡大
部８２ｄが下面８２ｂの近傍に設けられている。これにより、下面８２ｂの面積は上面８
２ａの面積が大きくなっている。このため、ベースハウジング８４には、この拡大部８２
ｄを収容するための凹部８４ｂが設けられている。この点以外は、ベースハウジング８４
は上述のベースハウジング１６と同様に形成される。したがって、ベースハウジング８４
は、上面と平行且つ上面より下方に設けられた段差面８４ａを有し、この段差面８４ａ上
に導電性部材２６が設けられる。このように下面８２ｂの面積を大きくすることにより、
下面８２ｂからより多くの熱を放出させることが可能となる。
【００５１】
（第４の実施形態）
　図５は、第４の実施形態に係る発光モジュール１００の構成を示す図である。以下、上
述の実施形態と同様の個所については同一の符号を付して説明を省略する。
【００５２】
　発光モジュール１００は、発光ユニット１２、支持部材８２、およびベースハウジング
８４によって形成される溝部に封止部材１０２が設けられる以外は、第３の実施形態に係
る発光モジュール８０と同様に構成される。
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【００５３】
　封止部材１０２は樹脂材料を溝部に充填して固化させたものであり、溝部にあるＡｕワ
イヤ２８の全体を外気から封止する。これにより、Ａｕワイヤ２８を外部からの衝撃から
保護してＡｕワイヤ２８の接続信頼性を高めることができるとともに、Ａｕワイヤ２８に
よる配光への影響を抑制することができる。なお封止部材１０２は、Ａｕワイヤ２８のう
ち、例えばボンディング部分など一部を外気から封止してもよい。
【００５４】
　第４の実施形態では、封止部材１０２は、半導体発光素子２０が実装されるメッキ層２
４の上面よりも下方に位置するよう溝部に充填される。なお、封止部材１０２は、半導体
発光素子２０の発光面２０ａよりも下方に位置するよう溝部に充填されてもよい。封止部
材１０２は、実装基板２２の上面２２ａよりも下方に位置するよう溝部に充填されてもよ
い。
【００５５】
　封止部材１０２に代えて、カバーが設けられてもよい。カバーは、Ａｕワイヤ２８が発
光面２０ａよりも下方に位置するようＡｕワイヤ２８の上方に配置されてもよい。また、
カバーは、Ａｕワイヤ２８が実装基板２２の上面２２ａよりも下方に位置するようＡｕワ
イヤ２８の上方に配置されてもよい。このときカバーは、発光ユニット１２とベースハウ
ジング８４との間に形成され、Ａｕワイヤ２８が収容される溝部を外気から封止するよう
、発光ユニット１２とベースハウジング８４との間に設けられてもよい。したがって、こ
のカバーもまた封止手段として機能する。このようにカバーを設けることによっても、Ａ
ｕワイヤ２８の接続信頼性を高めるとともに、Ａｕワイヤ２８による配光への影響を抑制
することができる。
【００５６】
　本発明は上述の各実施形態に限定されるものではなく、各実施形態の各要素を適宜組み
合わせたものも、本発明の実施形態として有効である。また、当業者の知識に基づいて各
種の設計変更等の変形を各実施形態に対して加えることも可能であり、そのような変形が
加えられた実施形態も本発明の範囲に含まれうる。以下、そのような例をあげる。
【００５７】
　ある変形例では、半導体発光素子２０は、板状のサブマウント基板の上面に実装され、
サブマウント基板の下面が板状の実装基板の上面にはんだなどによって固定され、基板ユ
ニットが形成される。このため、サブマウント基板も、半導体発光素子２０が実装される
実装基板として機能する。サブマウント基板および実装基板の材質の各々の材質は、上述
の実装基板２２と同じ材質であってもよい。
【００５８】
　サブマウント基板は実装基板よりも面積が小さく形成されている。このため、サブマウ
ント基板を実装基板に固定したときに、サブマウント基板に覆われない実装基板の表面に
段差面が設けられる。
【００５９】
　この場合も、サブマウント基板に実装された半導体発光素子２０に導通するよう、サブ
マウント基板の表面上に導電層が設けられる。この変形例においても、実装基板の段差面
から半導体発光素子２０への給電が可能となるよう、導電層は、サブマウント基板の表面
のうち半導体発光素子２０が実装される上面から、実装基板の段差面に延在する給電部を
含む。このように、上述の実施形態において実装基板２２または実装基板５２が、サブマ
ウント基板と実装基板との複数部材の組み合わせによって形成された場合においても、サ
ブマウント基板の上面に設けられた導電性部材にＡｕワイヤをボンディングするなどの工
程を削減することができ、発光ユニット１２の製造工程を簡易にすることができる。
【符号の説明】
【００６０】
　１０　発光モジュール、　１２　発光ユニット、　１４　支持部材、　１６　ベースハ
ウジング、　１６ａ　段差面、　２０　半導体発光素子、　２２　実装基板、　２２ａ　
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上面、　２２ｂ　段差面、　２４　メッキ層、　２４ａ　給電部、　２４ｂ　素子接続部
、　２６　導電性部材、　２８　Ａｕワイヤ、　５２　実装基板、　５４ａ　給電部、　
８０　発光モジュール、　１００　発光モジュール、　１０２　封止部材。

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】
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