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(57)【要約】
【課題】放熱効率が良い照明装置を提供する。
【解決手段】発光モジュール１と、発光モジュール１へ
電力を供給する電源回路基板６とを備えている照明装置
であって、発光モジュール１が、発光モジュール１にて
生じる熱を放出させる放熱部材４と熱伝導可能に接続さ
れており、電源回路基板６が、電源回路基板６にて生じ
る熱を放出させる、口金５および放熱部材４と熱伝導可
能に接続されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光部と、前記発光部へ電力を供給する電源部とを備えている照明装置であって、
　前記発光部が、前記発光部にて生じる熱を放出させる放熱部と熱伝導可能に接続されて
おり、
　前記電源部が、前記電源部にて生じる熱を放出させる、口金および前記放熱部と熱伝導
可能に接続されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記電源部と前記口金および前記放熱部とが熱伝導部を介して接続されていることを特
徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記電源部の少なくとも一部が、前記口金の内部に存在していることを特徴とする請求
項１または２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記電源部は、電源基板上に１個以上の電気部品が実装されたものであり、
　前記電気部品のうちの最も発熱量の大きな電気部品が、前記電源基板上の前記口金に最
も近い位置に配置されていることを特徴とする請求項１～３の何れか１項に記載の照明装
置。
【請求項５】
　前記電源部にて生じる熱のうち、前記口金から放出される熱の量が、前記放熱部から放
出される熱の量よりも大きいことを特徴とする請求項１～４の何れか１項に記載の照明装
置。
【請求項６】
　前記口金と前記放熱部との間に断熱部が設けられていることを特徴とする請求項１～５
の何れか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記口金が、筒状の前記放熱部の第１開口にて、前記放熱部を封止しており、
　前記発光部が、筒状の前記放熱部の第２開口にて、前記放熱部を封止しており、
　封止された中空領域内の前記口金には、凹部が形成されており、
　前記凹部内には、前記電源部が配置されていることを特徴とする請求項１に記載の照明
装置。
【請求項８】
　前記凹部内の空間を熱伝導部が充填していることを特徴とする請求項７に記載の照明装
置。
【請求項９】
　前記断熱部の熱伝導率が０．３［Ｗ／ｍ・Ｋ］以下であることを特徴とする請求項６に
記載の照明装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、小型、省電力、長寿命という特徴を有する発光ダイオード（以下、ＬＥＤと記す
。）を使用した照明装置の開発が多くなされている。このようなＬＥＤの照明への使用に
伴い、照明分野において様々な技術が提案されている。
【０００３】
　ＬＥＤなどの発光素子は、その温度が上昇するに従って、光出力が低下するとともに、
寿命への影響が大きくなる。このため、発光素子などを光源とする照明装置では、寿命、
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効率の諸特性を改善するために発光素子の温度の上昇を抑制する必要がある。また、発光
素子の温度の上昇を抑制する一方、発光素子を点灯するための駆動回路部品から生じる熱
が発光素子に影響しないように対策を講じる必要がある。
【０００４】
　例えば、特許文献１には、放熱板の一面側にＬＥＤが取り付けられ、他面側には固定筒
が取り付けられ、前記固定筒の内側の空洞に駆動回路部品の一部が収容され、前記固定筒
の外側には複数の放熱フィンが固定され、前記ＬＥＤが発する熱が、前記放熱板を介して
前記放熱フィンに伝導されて前記放熱フィンの表面を介して外気中に放出されるＬＥＤラ
ンプの構造が提案されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２００９－４１３０（公開日：２００９年１月８日）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　しかしながら、上述のような従来技術は、放熱効率が悪いという問題点がある。
【０００７】
　特許文献１に示されたＬＥＤランプでは、駆動回路部品から生じる熱が、熱伝導シート
を介して放熱部の固定筒および放熱フィンに伝導され、放熱フィンの表面を介して外気中
に放出される。このため、ＬＥＤから生じる熱と駆動回路部品から生じる熱とが、同じ放
熱フィンから放出されるため、放熱効率が良くない。
【０００８】
　本発明は、上記従来の問題点に鑑みなされたものであって、その目的は、放熱効率が良
い照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　本発明者らは、上記課題に鑑み、特許文献１に示される照明装置において、放熱効率が
良くない理由を鋭意検討した。その結果、特許文献１に示される照明装置では、ＬＥＤか
ら生じる熱と駆動回路部品から生じる熱とを同じ放熱フィンから放出させているという理
由の他に、発熱量が大きい駆動回路部品から生じる熱を放熱フィンのみから放出させてい
るという理由があることを見出した。なぜなら、発熱量が大きい駆動回路部品から生じる
熱の全てを効率良く放出させる放熱フィンは、一般的に存在していないと考えられるから
である。
【００１０】
　そして、本発明者らは、発熱量が大きい駆動回路部品から生じる熱を、複数の部材から
放出させることによって、放熱効率を良くすることができるということを独自に見出し、
本発明を完成させるに至った。
【００１１】
　すなわち、本発明の照明装置では、発光部と、前記発光部へ電力を供給する電源部とを
備えている照明装置であって、前記発光部が、前記発光部にて生じる熱を放出させる放熱
部と熱伝導可能に接続されており、前記電源部が、前記電源部にて生じる熱を放出させる
、口金および前記放熱部と熱伝導可能に接続されていることを特徴とする。
【００１２】
　上記構成によれば、発光部にて生じる熱は放熱部から放出されるとともに、電源部にて
生じる熱は口金および放熱部の２箇所から放出される。これにより、放熱部から放出すべ
き熱の量が減少し、発光部の放熱効率が向上する。その結果、高輝度の（すなわち、高発
熱の）発光部を用いることが可能となる。また、電源部の放熱効率も向上するため、電力
量の大きい（すなわち、高発熱の）電源部を用いることが可能となる。また、当該口金を
照明取付器具のソケットに取り付けた場合には、口金からの放熱は、固体である口金から
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固体であるソケットおよび照明取付器具への放熱となり、大気中への放熱と比較して、放
熱効率が良くなる。
【００１３】
　また、本発明の照明装置では、前記電源部と前記口金および前記放熱部とが熱伝導部を
介して接続されていることが好ましい。
【００１４】
　上記構成によれば、電源部にて生じる熱が口金および放熱部へ間接的に伝導される。そ
の結果、電源部にて生じる熱を、口金および放熱部へ効率よく伝導し、外部へ熱を放出す
ることができる。
【００１５】
　また、本発明の照明装置では、前記電源部の少なくとも一部が、前記口金の内部に存在
していることが好ましい。
【００１６】
　上記構成によれば、電源部から口金への熱伝導の距離が短くなり、電源部にて生じる熱
を容易に口金に伝えることができるため、より一層放熱効率が良くなる。
【００１７】
　また、本発明の照明装置では、前記電源部は、基板上に１個以上の電気部品が実装され
たものであり、前記電気部品のうちの最も発熱量の大きな電気部品が、前記基板上の前記
口金に最も近い位置に配置されていることが好ましい。
【００１８】
　上記構成によれば、最も発熱量の大きな電気部品から口金までの距離が近くなることに
よって、放熱のための熱伝導の距離が短くなり、電気部品にて発生した熱を容易に口金に
伝えることができる。
【００１９】
　また、本発明の照明装置では、前記電源部にて生じる熱のうち、前記口金から放出され
る熱の量が、前記放熱部から放出される熱の量よりも大きいことが好ましい。
【００２０】
　上記構成によれば、口金から照明取付器具などへの放熱は、放熱部から大気中への放熱
と比較して放熱効率が良いため、照明装置全体としての放熱効率を良くすることができる
。
【００２１】
　また、本発明の照明装置では、前記口金と前記放熱部との間に断熱部が設けられている
ことが好ましい。
【００２２】
　上記構成によれば、熱が断熱部によって遮断され、これらの熱が互いに干渉しない。そ
の結果、これらの熱が別々に外部へ放出されるので、効率的に放熱することができる。
【００２３】
　また、本発明の照明装置では、前記口金が、筒状の前記放熱部の第１開口にて、前記放
熱部を封止しており、前記発光部が、筒状の前記放熱部の第２開口にて、前記放熱部を封
止しており、封止された中空領域内の前記口金には、凹部が形成されており、前記凹部内
には、前記電源部が配置されていることが好ましい。
【００２４】
　上記構成によれば、各構成を特定の配置にすることによって、簡便な構成にて放熱効率
を良くすることができる。
【００２５】
　また、本発明の照明装置では、前記凹部内の空間を熱伝導部が充填していることが好ま
しい。
【００２６】
　上記構成によれば、熱伝導部と、口金および放熱部との接触面積が大きくなるので、電
源部にて生じる熱を、効率的に口金および放熱部へ伝導することができる。その結果、口
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金および放熱部から効率的に放熱することができる。例えば、熱伝導部としての充填材料
を凹部内へ充填することによって、電源部と口金および放熱部の内側表面とを隙間なく接
続することができ、その結果、電源部にて生じる熱を口金および放熱部へ効率よく伝導し
、効率よく放出することができる。
【００２７】
　本発明の照明装置では、前記断熱部の熱伝導率が、０．３［Ｗ／ｍ・Ｋ］以下であるこ
とが好ましい。
【００２８】
　上記構成によれば、発光部にて生じる熱と電源部にて生じる熱とが互いに干渉すること
を、より確実に防止することができる。
【発明の効果】
【００２９】
　発光部にて生じる熱は放熱部から放出され、電源部にて生じる熱は口金および放熱部か
ら放出されるため、効率よく放熱される。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】実施の形態１における照明装置の断面の概略図である。
【図２】実施の形態２における照明装置の断面の概略図である。
【図３】実施の形態３における照明装置の断面の概略図である。
【図４】実施の形態１～３における照明装置の概略図である。
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　以下に実施の形態１～３の各々について更に詳細に説明するが、本発明はこれらに限定
されない。
【００３２】
　〔実施の形態１〕
　以下、本発明の実施の形態１を、図面を参照して説明する。
【００３３】
　図１は、実施の形態１における照明装置の断面の概略図である。また、図４は、実施の
形態１における照明装置の概略斜視図である。
【００３４】
　本実施の形態の照明装置１０は、主として、ＬＥＤチップ等の発光素子が実装された光
源モジュール１（発光部）と、光源モジュール１にて生じる熱を放熱部材４へ伝導するた
めの伝熱部材３と、光源モジュール１にて生じる熱を外気へ放出するための放熱部材４（
放熱部）と、外部電源へ接続される口金５と、光源モジュール１へ電力を供給するための
電源回路基板６（電源部）とを備えている。また、本実施の形態の照明装置１０は、断熱
部材９（断熱部）が放熱部材４と口金５との間に設けられていてもよい。放熱部材４は、
光源モジュール１から伝熱部材３へ伝わった熱を外気へ放出するともいえる。また、放熱
部材４は、電源回路基板６にて生じる熱を外気へ放出する。
【００３５】
　本実施の形態の照明装置１０では、光源モジュール１は、光源モジュール１にて生じた
熱を放出させる放熱部材４と、熱伝導可能に接続されている。換言すれば、光源モジュー
ル１にて生じる熱が放熱部材４へ伝導することができるように、光源モジュール１が放熱
部材４へ接続されており、そして、放熱部材４へ伝導された熱は、放熱部材４から放出さ
れる。また、本実施の形態の照明装置では、電源回路基板６は、電源回路基板６にて生じ
た熱を放出させる放熱部材４と、熱伝導可能に接続されている。換言すれば、電源回路基
板６にて生じる熱が放熱部材４へ伝導することができるように、電源回路基板６が放熱部
材４へ接続されており、そして、放熱部材４へ伝導された熱は、放熱部材４から放出され
る。また、本実施の形態の照明装置１０では、口金５が電源回路基板６と、熱伝導可能に
接続されている。これにより、口金５は、電源回路基板６にて生じた熱を放出させること
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ができる。換言すれば、電源回路基板６にて生じる熱が口金５へ伝導することができるよ
うに、電源回路基板６が口金５へ接続されており、そして、口金５へ伝導された熱は、口
金５から放出される。
【００３６】
　本実施の形態の照明装置１０では、光源モジュール１と放熱部材４とは、これらの構成
の間で熱伝導可能に接続されていればよく、具体的な接続様式は特に限定されない。例え
ば、光源モジュール１と放熱部材４とは、直接的に接続されていてもよく、間接的に接続
されていてもよく、直接的な接続と間接的な接続との両方によって接続されていてもよい
。同様に、電源回路基板６と放熱部材４とは、これらの構成の間で熱伝導可能に接続され
ていればよく、具体的な接続様式は特に限定されない。例えば、電源回路基板６と放熱部
材４とは、直接的に接続されていてもよく、間接的に接続されていてもよく、直接的な接
続と間接的な接続との両方によって接続されていてもよい。同様に、口金５と電源回路基
板６とは、これらの構成の間で熱伝導可能に接続されていればよく、具体的な接続様式は
特に限定されない。例えば、口金５と電源回路基板６とは、直接的に接続されていてもよ
く、間接的に接続されていてもよく、直接的な接続と間接的な接続との両方によって接続
されていてもよい。なお、２つの構成が間接的に接続されている場合の更に具体的な接続
様式は特に限定されないが、例えば、２つの構成の間に設けられた熱伝導性の部材（熱伝
導部）、例えば、後述する充填材料８を介して２つの構成が接続されている接続様式を挙
げることができる。熱伝導性の部材（熱伝導部）を介して２つの構成が接続されている場
合には、「熱伝導性の部材」と「光源モジュール１、放熱部材４、口金５または電源回路
基板６」との間に隙間があっても本実施の形態に含まれる。
【００３７】
　なお、２つの構成が熱伝導可能に接続する際には、電気的絶縁性があるように接続する
ことが望ましい。電気的絶縁性は、絶縁シートを介する接続などによって実現することも
可能である。
【００３８】
　本実施の形態の照明装置１０では、一方の構成から他方の構成へ熱が伝導される速度は
特に限定されない。また、一方の部材が他方の部材へ熱伝導性の部材を介して接続されて
いる場合において当該熱伝導性の部材の熱伝導率は特に限定されないが、例えば、熱伝導
率が１．０～１０．０［Ｗ/ｍ・Ｋ］であることが好ましく、３．０～１０．０［Ｗ／ｍ
・Ｋ］であることがより好ましく、５．０～１０．０［Ｗ/ｍ・Ｋ］以上）であることが
更に好ましい。一方の部材を他方の部材へ接続するための、熱伝導性の部材の数は特に限
定されず、１個（または、１層）であってもよく、複数個（または、複数層）であっても
よい。
【００３９】
　以下に、本実施の形態の照明装置１０の各構成に関して更に詳細に説明する。
【００４０】
　光源モジュール１の具体的な構成は特に限定されず、適宜公知の発光素子を用いること
が好ましい。例えば、光源モジュール１としては、ＬＥＤ、エレクトロルミネッセンス素
子などを搭載した基板であることが好ましい。上記基板上には、ＬＥＤが設けられている
ことが更に好ましい。本実施の形態の照明装置１０であれば、これらの光源モジュール１
にて生じる熱を効果的に放出することができる。
【００４１】
　更に具体的には、光源モジュール１としては、略矩形状のセラミック基板上（例えば、
セラミック基板の中央部上）に複数または単数のＬＥＤチップが密集した状態で実装され
ている光源モジュールを用いることが好ましい。
【００４２】
　光源モジュール１の対向する何れか２つの頂点には、光源モジュール１を伝熱部材３に
対してネジ止めするための貫通孔が設けられていることが好ましい（図示せず）。勿論、
光源モジュール１の対向する全ての頂点に貫通孔を設けることも可能である。光源モジュ
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ール１は、例えば、熱伝導性グリス、熱伝導シート等（図示せず）を挟んで伝熱部材３に
対してネジ止めされることが好ましい。上記構成によれば、光源モジュール１にて生じる
熱を、より効率的に伝熱部材３へ伝導することができる。熱伝導性グリスの具体的な構成
としては特に限定されず、適宜、公知の伝導性グリスを用いることが可能である。上述し
た光源モジュール１は、伝熱部材３に対して直接固定されるが、当該構成に限定されない
。例えば、光源モジュール１は、伝熱部材３を介することなく、放熱部材４に対して直接
固定されることも可能である。
【００４３】
　透光部２は、光源モジュール１を覆うことによって光源モジュール１を保護する機能と
、光源モジュール１が発する光を透光させる機能とを有する。透光部２の材質は特に限定
されないが、耐衝撃性および耐熱性に優れた乳白色のポリカーボネート樹脂を用いること
が好ましい。透光部２は、透明または光拡散性を有するガラスや合成樹脂などであっても
よい。透光部２は、縁が伝熱部材３の鍔部と当接した状態で、伝熱部材３に対して固着さ
れていることが好ましい。
【００４４】
　透光部２は様々な様式にて設けられ得るが、その様式は特に限定されない。例えば、透
光部２は、光源モジュール１を覆うように、伝熱部材３または放熱部材４に設けられるこ
とが好ましい。
【００４５】
　伝熱部材３は、光源モジュール１にて生じる熱を放出したり、または、放熱部材４へ伝
導したりするための構成である。その形状は特に限定されないが、板状（例えば、円板形
状）であることが好ましく、透光部２の縁と当接する鍔部が設けられていることが更に好
ましい。
【００４６】
　伝熱部材３の材質は特に限定されないが、光源モジュール１から生じた熱を効率よく放
出または伝導するためには、伝熱部材３の材質は、鉄およびステンレス等の合金、または
これらよりも熱伝導性が良い金属（例えば、銅、銅の合金、アルミニウム、または、アル
ミニウムの合金など）であることが好ましい。伝熱部材３の材質は、アルミニウムである
ことが更に好ましい。
【００４７】
　放熱部材４は、光源モジュール１および電源回路基板６から伝導してきた熱を、外気に
放出する役割を有している。放熱部材４の形状は特に限定されないが、例えば、下端（伝
熱部材３からの遠位端（第１開口））から上端（伝熱部材３からの近位端（第２開口））
に向かって直径が均一な筒形状が好ましく、下端（伝熱部材３からの遠位端（第１開口）
）から上端（伝熱部材３からの近位端（第２開口））に向かって直径が大きくなる略円筒
形状であることが更に好ましい。
【００４８】
　ここで、電源回路基板６と放熱部材４との接続箇所は、光源モジュール１と放熱部材４
との接続箇所から離れている。これは、電源回路基板６が光源モジュール１とは離れて配
置されているためである。その結果、放熱部材４への熱の供給は、１箇所からではなく２
以上の箇所から行われるので（特に、図１に示すように、放熱部材４の両端側から供給す
ることができるので）、放熱部材４の放熱効率を良くすることができる。
【００４９】
　本実施の形態の照明装置１０では、筒状の放熱部材４が、その第２開口を光源モジュー
ル１が封止し、かつその第１開口を口金が封止することによって、中空部が形成されてい
ることが好ましい。なお、放熱部材４の第１開口を封止する口金５は、断熱部材９を介し
て放熱部材４と接触していてもよい。すなわち、口金５と筒状の放熱部材４との間に筒状
の断熱部材９が形成されていてもよい。口金５は、中空部内に設けられた、第１開口の全
域にわたる凹部として形成されており、該凹部は、中空部の外側では凸部を形成している
。なお、凹部は、第１開口の一部であってもよく、その場合は、その凹部分が外部電源へ
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接続される口金であり得る。
【００５０】
　放熱部材４の内部は、空洞になっており、電源回路基板６と光源モジュール１とを接続
するリード線（図示せず）が、放熱部材４の内部に挿通しておくことが可能である。放熱
部材４の上端は光源モジュール１または伝熱部材３と接続されており、放熱部材４の下端
は電源回路基板６または断熱部材９と接続されている。
【００５１】
　放熱部材４の材質は特に限定されないが、アルミニウムであることが好ましい。伝熱部
材３、光源モジュール１または電源回路基板６の熱を伝導し、放出するためには、放熱部
材４の材質は、鉄およびステンレス等の合金、または、これらよりも熱伝導性が良い金属
（例えば、銅、銅の合金、または、アルミニウムの合金など）であることが好ましい。
【００５２】
　放熱部材４の放熱効率を上げるためには、放熱部材４の外表面の面積が大きい方が好ま
しいといえる。この場合には、放熱部材４の外表面に凹凸（例えば、ひだ状の凹凸）を形
成することが好ましいといえる。また、照明装置１０の内部、換言すれば放熱部材４の内
側に熱が放出されることを防ぐためには、放熱部材４の内表面の面積が小さい方が好まし
いといえる。この場合には、放熱部材４の内表面を平らに構成することが好ましいといえ
る。本実施の形態の照明装置１０では、上述した放熱部材４の外表面の形状および内表面
の形状の一方のみを備えることも可能であるし、両方を備えることも可能である。より効
率的に放熱部材４から外部へ放熱するという観点からは、両方を備えることが好ましいと
いえる。
【００５３】
　また、放熱部材４の内側へ断熱シート（図示せず）を設けておくことも可能である。上
記構成によれば、照明装置１０の内部、換言すれば放熱部材４の内側に熱が放出されるこ
とを防ぐことができるので、より効率的に放熱部材４から外部へ放熱することができる。
断熱シートの具体的な構成としては特に限定されず、適宜、公知の断熱シートを用いるこ
とが可能である。
【００５４】
　電源回路基板６は、光源モジュール１へ電力を供給するための構成である。電源回路基
板６としては特に限定されず、適宜、公知の電源基板を用いることが可能である。電源回
路基板６は、略矩形状の電源基板１１上に入力電圧をＬＥＤ用電圧に変換する複数または
単数の電気部品１２が実装されている電源回路基板であることが好ましいが、これに限定
されない。複数または単数の電気部品としては、例えば、トランス、コンデンサ、ＩＣな
どを挙げることが可能である。
【００５５】
　電源回路基板６の一端は、口金５と熱伝導可能に接続されている。電源回路基板６を口
金５に接続させる様式は特に限定されず、電源回路基板６の一端が口金５に対して直接接
続されていてもよく、電源回路基板６の一端が他の構成（例えば、熱伝導性の部材など）
を介して間接的に口金５に対して接続されていてもよい。図１に示す実施の形態では、電
源回路基板６の一端が、後述する充填材料８を介して間接的に口金５に対して接続されて
いる。また、電源回路基板（電源部）６の少なくとも一部が、口金５の内部に存在してい
ることが好ましい。
【００５６】
　ここで、電源回路基板６の少なくとも一部が、口金５の内部に存在しているとは、図１
に示すように、電源回路基板６の少なくとも一部が、口金５を形成する面（筒状の放熱部
材４と連なる面、または筒状の放熱部材４と断熱部材９を介して連なる面）に囲まれてい
ることをいう。
【００５７】
　このとき、電源回路基板６上の電気部品と口金５の内周面との間には、短絡しないよう
に隙間を設けておくことが好ましい。なお、後述する充填材料８は、電気的な短絡を形成
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しない材料からなることが好ましい。
【００５８】
　また、電源回路基板６の一端は、放熱部材４と熱伝導可能に接続されている。電源回路
基板６を放熱部材４に接続させる様式は特に限定されず、電源回路基板６の一端が放熱部
材４に対して直接接続されていてもよく、電源回路基板６の一端が他の構成（例えば、熱
伝導性の部材など）を介して間接的に放熱部材４に対して接続されていてもよい。図１に
示す実施の形態では、電源回路基板６の一端が、後述する充填材料８を介して間接的に放
熱部材４に対して接続されている。このとき、電源回路基板６上の電気部品と放熱部材４
の内周面との間には、短絡しないように隙間を設けておくことが好ましい。
【００５９】
　本実施の形態の照明装置１０は、電源回路基板６および充填材料８を設けるための空洞
（換言すれば、照明装置１０の内腔）を備えており、当該空洞の表面に露出している口金
５の表面が、電源回路基板６および充填材料８の少なくとも一方と熱伝導可能に接続して
いる。また、口金５の表面が、電源回路基板６および充填材料８の少なくとも一方と接触
していることが好ましい。このとき、電源回路基板６および充填材料８の少なくとも一方
と接触している口金５の表面積の大きさは特に限定されないが、大きいほど好ましく、空
洞の表面に露出している口金５の全表面が、電源回路基板６および充填材料８の少なくと
も一方と接触していることが、最も好ましいといえる。
【００６０】
　充填材料８は、電源回路基板６を覆うように口金５の内部（凹部）に充填されているこ
とが好ましい。上記構成によれば、電源回路基板６にて生じる熱をより効率的に放出する
ことができる。電源回路基板６と接触している充填材料８の表面積の大きさは特に限定さ
れないが、電源回路基板６の全表面が、充填材料８と接触している（換言すれば、充填材
料８によって覆われている）ことが好ましい。
【００６１】
　充填材料８の材質は特に限定されないが、熱伝導率が１．０～１０．０［Ｗ/ｍ・Ｋ］
である樹脂を用いることが好ましく、樹脂の中ではエポキシ系樹脂を用いることが更に好
ましい。具体的に、このようなエポキシ系樹脂としては、ビスフェノールＡ型、ノボラッ
ク型などを用いることが好ましく、これらの中では、ビスフェノールＡ型を用いることが
更に好ましい。
【００６２】
　充填材料８の材質は、熱伝導性、絶縁性、流動性および熱硬化性を有する合成樹脂（例
えば、シリコーン系樹脂）などであることが更に好ましい。具体的に、シリコーン系樹脂
としては、無機熱伝導性フィラーを用いたシリコーン樹脂を用いることが好ましい。
【００６３】
　口金５は、電源回路基板６および充填材料８から伝導してきた熱を、外気または他の部
材（例えば、電球ソケット）に放出する役割を有している。口金５の形状は特に限定され
ないが、内側に空洞（凹部）を有しており、一端側が開口し、他端側は閉じているととも
に底を有する形状であることが好ましい。
【００６４】
　口金５は、一端側の縁部が放熱部材４または断熱部材９と当接された状態で固定されて
おり、口金５の外周面には電球ソケットと螺合するためのネジ加工が施されていることが
好ましい。口金５の外周面は一極端子の役割をなしており、口金５の底面には、外周面の
一極端子と絶縁された状態で他極端子が突出するように設けられている。他極端子および
一極端子は、リード線（図示せず）を介して電源回路基板６に電気的に接続されている。
【００６５】
　ここで、口金５と電源回路基板６との接続は、１つの接続であってもよいし、複数の接
続であってもよい。
【００６６】
　口金５の材質としては特に限定されないが、放熱性および電気的な接続性を考慮すれば
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、ニッケルめっきした黄銅、アルミニウム、または銅が好ましく、その中でもニッケルめ
っきした黄銅が特に好ましい。
【００６７】
　断熱部材９の役割は、放熱部材４と口金５との間を断熱（絶縁）すること（換言すれば
、熱が互いに干渉することを防止すること）、および、口金５と放熱部材４とを電気的に
絶縁させることである。断熱部材９の形状は特に限定されないが、放熱部材４の下端、お
よび、口金５の端部に接続できるような略円筒形状であることが好ましい。
【００６８】
　断熱部材９は、口金５と放熱部材４との間に設けられる。つまり、断熱部材９は、口金
５と放熱部材４とが直接接する領域をできるだけ減少させるように（好ましくは、口金５
と放熱部材４とが直接接する領域が全くないように）、口金５と放熱部材４との間に設け
られる。
【００６９】
　断熱部材９、口金５および放熱部材４の更に具体的な配置は特に限定されないが、例え
ば、放熱部材４の下端と断熱部材９の一端とが接するように配置され、口金５の端部と断
熱部材９の別端とが接するように配置されることが好ましい。なお、この場合には、断熱
部材９、口金５および放熱部材４の形状は略円筒形状であることが好ましいといえるが、
これに限定されない。また、口金５と放熱部材４との間に断熱部材９の一部分が配置され
るように、断熱部材９の形状を加工することも可能である。断熱部材９と口金５とは、ポ
ンチなどの工具を用いてかしめることにより接合されていることが好ましい。あるいは、
断熱部材９と口金５とを射出成形などにより一体成形してもよい。
【００７０】
　断熱部材９の材質は特に限定されないが、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）、Ｐ
Ｐ（ポリプロピレン）、ＰＣ（ポリカーボネート）、ＰＳ（ポリスチレン）、またはＡＢ
Ｓ（アクリロニトリルブタジエンスチレン）樹脂であることが好ましく、これらの材料は
、熱伝導率が０．３［Ｗ／ｍ・Ｋ］以下である。
【００７１】
　放熱部材４と口金５との間を確実に断熱するためには、熱伝導率が０．３［Ｗ／ｍ・Ｋ
］以下のものであることが好ましく、０．１［Ｗ／ｍ・Ｋ］以下のものであることが更に
好ましく、０．０５［Ｗ／ｍ・Ｋ］以下のものであることが最も好ましい。所望の熱伝導
率を有するとともに絶縁性を有するという理由から、断熱部材９の材質は、ＰＢＴ（ポリ
ブチレンテレフタレート）またはＰＣ（ポリカーボネート）であることが更に好ましいと
いえる。
【００７２】
　以上の構造により、光源モジュール１にて生じる熱は、伝熱部材３を介して放熱部材４
に伝導する。放熱部材４の熱は断熱部材９によって遮断されるため、放熱部材４から口金
５へ伝導する熱は低減される。その結果、光源モジュール１にて生じる熱は、主に放熱部
材４から放射と対流とによって放出される。
【００７３】
　一方、電源回路基板６にて生じる熱は、主に電源回路基板６自体または充填材料８を介
して口金５および放熱部材４に伝導する。口金５の外周面へ伝導した熱は、断熱部材９に
よって遮断されるため、口金５から放熱部材４へ伝導する熱は低減される。その結果、電
源回路基板６にて生じる熱は、主に口金５の外周面から灯具へと伝導されて放出される。
【００７４】
　以上により、光源モジュール１および電源回路基板６にて生じる熱は断熱部材９で遮断
され、互いに干渉することがなく、効率よく放出される。
【００７５】
　本実施の形態の照明装置１０では、電源回路基板６は、電源基板１１上に１個以上の電
気部品１２が実装されたものであり、電気部品１２のうちの最も発熱量の大きな電気部品
１２が、電源基板１１上の口金５に最も近い位置に配置されていることが好ましい。
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【００７６】
　また、本実施の形態の照明装置１０は、電源回路基板６にて生じる熱のうち、口金５か
ら放出される熱の量が、放熱部材４から放出される熱の量よりも大きいことが好ましい。
【００７７】
　なお、本実施の形態の照明装置１０は、以下のように構成することも可能である。本実
施の形態の照明装置１０では、光源モジュール１が、光源および該光源を担持する伝熱部
材３から構成されており、伝熱部材３が、該光源と放熱部材４とに接触して、該光源およ
び放熱部材４を熱伝導可能に接続する。上記構成によれば、より効率的に熱を放出するこ
とができる。
【００７８】
　〔実施の形態２〕
　以下、本発明の実施の形態２を、図面を参照して説明する。
【００７９】
　図２は、実施の形態２における照明装置の断面の概略図である。また、図４は、実施の
形態２における照明装置の概略斜視図である。なお、実施の形態１と同一の部分について
は同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００８０】
　実施の形態１では、電源回路基板６の全表面が、充填材料８と接触している（換言すれ
ば、充填材料８によって覆われている）。これに対して、本実施の形態では、発熱量の大
きな電気部品のみが充填材料８と接触している。
【００８１】
　本実施の形態では、充填材料８と接触していない、発熱量の小さな電気部品が、空気を
介して放熱部材４に熱を伝導してもよい。
【００８２】
　〔実施の形態３〕
　以下、本発明の実施の形態３を、図面を参照して説明する。
【００８３】
　図３は、実施の形態３における照明装置１０の断面の概略図である。また、図４は、実
施の形態３における照明装置の概略斜視図である。なお、実施の形態１および２と同一の
部分については同一の符号を付してその詳細な説明を省略する。
【００８４】
　実施の形態１および２では、充填材料８が一体形成されている。これに対して、本実施
の形態では、充填材料８が一体形成されておらず、複数の部分に分かれて電源回路基板６
の表面と接触している。
【００８５】
　また、本実施の形態では、発熱量の大きな電気部品のみが充填材料８と接触していても
よい。その場合には、充填材料８と接触していない、発熱量の小さな電気部品が、空気を
介して放熱部材４に熱を伝導してもよい。
【００８６】
　〔その他の実施の形態〕
　本発明は上述した各実施形態に限定されるものではなく、請求項に示した範囲で種々の
変更が可能であり、異なる実施形態にそれぞれ開示された技術的手段を適宜組み合わせて
得られる実施形態についても本発明の技術的範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００８７】
　本発明によれば、発光素子（例えば、ＬＥＤなど）および電源基板（例えば、電源回路
基板など）の熱を効率よく放出することができるため、照明装置に広く利用することが可
能である。
【符号の説明】
【００８８】
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　１　　光源モジュール（発光部）
　２　　透光部
　３　　伝熱部材
　４　　放熱部材（放熱部）
　５　　口金
　６　　電源回路基板（電源部）
　８　　充填材料（熱伝導部）
　９　　断熱部材（断熱部）
　１０　照明装置
　１１　電源基板
　１２　電気部品
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