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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　熱源となる光源と；
　前記光源に対向配置されたレンズと；
　前記光源に熱的に接続されたベース板と；
　前記ベース板に固定された複数の放熱フィンと；
　前記複数の放熱フィンに熱的に接続された複数のヒートパイプと；
　前記複数の放熱フィン及び前記複数のヒートパイプをベース板との間に配置し、前記ベ
ース板、前記複数の放熱フィン及び前記複数のヒートパイプに送風するファンと；
　を具備し、
　前記複数のヒートパイプのそれぞれは、第１の部分、第２の部分、及び、第３の部分を
具備し、
　前記第１の部分は、複数の放熱フィンが並ぶ方向の両端に配置された放熱フィン間に配
置され、
　前記第２の部分は、前記第１の部分に連続し、前記複数の放熱フィンが並ぶ方向の端に
配置された放熱フィンよりも外側に配置され、
　前記第３の部分は、前記第２の部分に連続し、前記複数の放熱フィンが並ぶ方向の両端
に配置された放熱フィン間に配置され、前記第１の部分を挟んで前記ベース板に対して反
対側に位置し、
　前記複数のヒートパイプは、前記複数のフィンが並ぶ方向に直交する方向に、並んで配
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置され、前記複数のヒートパイプの、前記第１の部分間の間隔より、前記第３の部分間の
間隔が広く、
　前記複数の放熱フィンは、前記ファンから前記ベース板へ向かう方向に交差する方向に
並んで設けられ、
　前記ファンの送風口は、前記ヒートパイプのうち、前記第２の部分の少なくとも一部と
前記ファンから前記ベース板へ向かう方向に対向し、かつ送風口の幅方向外側一端が第２
の部分の幅方向一端よりも幅方向外側に配置されている
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記ファンは、複数設けられ
　前記複数のファンは、前記複数の放熱フィンが並ぶ方向に並んで配置される
　ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、放熱フィン及びファンを備える照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　スタジオ等の撮影現場で用いられる照明装置は、ＬＥＤ等の光源を冷却する為の冷却装
置を有している。冷却装置は、放熱フィン、放熱フィンに熱的に接続されたヒートパイプ
、及びファンを有している。
【０００３】
　これら、放熱フィン、ヒートパイプ、及びファンの配置構造として、Ｕ字状に形成され
たヒートパイプの底部に光源が固定され、ヒートパイプのアーム部に放熱フィンが固定さ
れ、ファンが、フィンを挟んでヒートパイプの底部と反対側に配置される配置構造がある
。ファンは、フィンに向かって送風する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１６－２６９２９号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明が解決しようとする課題は、光源を効率よく冷却できる冷却装置を有する照明装
置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　実施形態によれば、照明装置は、熱源となる光源と；前記光源に対向配置されたレンズ
と；前記光源に熱的に接続されたベース板と；前記ベース板に固定された複数の放熱フィ
ンと；前記複数の放熱フィンに熱的に接続された複数のヒートパイプと；前記複数の放熱
フィン及び前記複数のヒートパイプをベース板との間に配置し、前記ベース板、前記複数
の放熱フィン及び前記複数のヒートパイプに送風するファンと；を備える。前記複数のヒ
ートパイプのそれぞれは、第１の部分、第２の部分、及び、第３の部分を備える。前記第
１の部分は、複数の放熱フィンが並ぶ方向の両端に配置された放熱フィン間に配置される
。前記第２の部分は、前記第１の部分に連続し、前記複数の放熱フィンが並ぶ方向の端に
配置された放熱フィンよりも外側に配置される。前記第３の部分は、前記第２の部分に連
続し、前記複数の放熱フィンが並ぶ方向の両端に配置された放熱フィン間に配置され、前
記第１の部分を挟んで前記ベース板に対して反対側に位置する。前記複数のヒートパイプ
は、前記複数のフィンが並ぶ方向に直交する方向に、並んで配置され、前記複数のヒート
パイプの、前記第１の部分間の間隔より、前記第３の部分間の間隔が広い。前記複数の放
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熱フィンは、前記ファンから前記ベース板へ向かう方向に交差する方向に並んで設けられ
る。前記ファンの送風口は、前記ヒートパイプのうち、前記第２の部分の少なくとも一部
と前記ファンから前記ベース板へ向かう方向に対向し、かつ送風口の幅方向外側一端が第
２の部分の幅方向一端よりも幅方向外側に配置されている。
【発明の効果】
【０００７】
　本発明によれば、光源を効率よく冷却できる冷却装置を有する照明装置を提供すること
が可能となる。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】一実施形態に係る照明装置を示す斜視図。
【図２】同照明装置を示す断面図。
【図３】同照明装置の冷却装置を示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　照明装置１０は、　
　熱源となる光源８２と；　
　光源８２に対向配置されたレンズ９０と；　
　光源８２に熱的に接続されたベース板１１１と；　
　ベース板１１１に固定された放熱フィン１１２と；　
　放熱フィン１１２に熱的に接続されたヒートパイプ１２０；　
　放熱フィン１１２及びヒートパイプ１２０をベース板１１１との間に配置し、ベース板
１１１、放熱フィン１１２及びヒートパイプ１２０に送風するファン１３１と；
　を備える。
【００１０】
　放熱フィン１１２は、複数設けられて、ファン１３１からベース板１１１へ向かう前後
方向Ｆに交差する幅方向Ｗに並んで設けられ、　
　ヒートパイプ１２０の第２の管部１２３は、複数の放熱フィン１１２のうちこれら複数
の放熱フィン１１２が並ぶ方向の一端に配置された放熱フィン１１２よりも当該並ぶ方向
の外側に配置され、　
　ファン１３１の送風口１３２は、ヒートパイプ１２０のうち、幅方向Ｗの一端に配置さ
れた放熱フィン１１２よりも幅方向外側に配置される第２の管部１２３の少なくとも一部
と、前後方向Ｆ方向に対向する。
【００１１】
　ファン１３１は、複数設けられ、　
　複数のファン１３１は、放熱フィン１１２が並ぶ方向となる幅方向Ｗに並んで配置され
る。
【００１２】
　本発明の一実施形態に係る照明装置１０を、図１乃至図３を用いて説明する。　
　図１は、照明装置１０を示す斜視図である。　
　図２は、照明装置１０を示す断面図である。　
　図３は、照明装置１０の冷却装置１００を示す平面図である。
【００１３】
　図１乃至図３に示すように、照明装置１０は、照明可能に構成された灯体２０、及び灯
体２０を制御可能に構成された制御装置１４０を有している。
【００１４】
　灯体２０は、筐体４０、筐体４０に設けられたバンドア６０、筐体４０に設けられた吊
り下げ部材７０、筐体４０に収容された光源ユニット８０、筐体４０に固定されたレンズ
９０、筐体４０に収容され、光源ユニット８０を冷却可能に構成された冷却装置１００、
及び冷却装置１００が固定された枠体１２５を有している。
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【００１５】
　筐体４０は、一端に開口を有しており、この一端部にレンズ９０が固定されている。こ
こで、照明装置１０に、前後方向Ｆ、上下方向Ｖ、及び幅方向Ｗを設定する。
【００１６】
　本実施形態では、レンズ９０の光軸に平行な方向を前後方向Ｆとする。また、レンズ９
０が配置されている側を前とし、反対側を後ろとする。また、前後方向Ｆに直交する方向
のうち、一方向及びこの一方向に対して反対方向を上下方向Ｖとする。また、前後方向Ｆ
に直交し、かつ上下方向Ｖに直交する方向を、幅方向Ｗとする。
【００１７】
　筐体４０は、具体的には、筐体本体４１及び筐体本体４１内に固定され、レンズ９０を
固定可能に形成されたレンズ支持部５０を有している。
【００１８】
　筐体本体４１は、筐体４０の、底壁部４２、側壁部４３の一部、後壁部４４、及び上壁
部４６を構成している。
【００１９】
　筐体４０には、筐体４０内外を連通する通気孔４８が形成されている。通気孔４８は、
例えば、後壁部４４の一部、及び上壁部４５の一部に形成されている。また、後壁部４４
には、把持部４９が形成されている。把持部４９は、作業者が把持可能に形成されている
。
【００２０】
　レンズ支持部５０は、レンズ９０を支持可能に形成されている。レンズ支持部５０は、
筐体本体４１の前端部に設けられている。レンズ支持部５０は、具体的には、レンズ９０
の外径と略同じ長さの内径を有する円筒状に形成されており、その軸方向一端部に、レン
ズ９０が固定される固定部５１が形成されている。
【００２１】
　固定部５１は、例えば、レンズ９０の縁部を内側に配置する溝部である。固定部５１は
、レンズ９０の外周部が嵌合する形状に形成されている。固定部５１にレンズ９０の縁部
が嵌合することにより、固定部５１にレンズ９０が固定されることとなる。
【００２２】
　レンズ支持部５０は、その他端開口、すなわちレンズ９０が固定されない方の端部を筐
体本体４１の前端開口に向けた姿勢で、筐体本体４１内に固定されている。レンズ支持部
５０は、筐体本体４１の前端開口と、例えば同軸に配置されている。
【００２３】
　また、筐体本体４１の前縁とレンズ支持部５０との間は、閉塞されており、光が漏れる
ことが防止されている。この構造として、例えば、筐体本体４１の前縁、及びレンズ支持
部５０の間を閉塞する壁部が形成されている。
【００２４】
　バンドア６０は、筐体４０の前端開口の縁部に設けられている。バンドア６０は、レン
ズ９０から照射された照射光の照射範囲を調整可能に構成されている。
【００２５】
　吊り下げ部材７０は、図１に示すように、筐体４０の両側壁部４３のそれぞれに回動可
能に連結された枠部材７１、筐体本体４１に枠部材７１を固定可能に構成されたロック装
置７２、及び枠部材７１に固定された固定部材７３を有している。
【００２６】
　枠部材７１は、例えばＵ字形状である。枠部材７１は、その両端部が、筐体本体４１の
幅方向Ｗに平行な回動軸回りに回動可能に、側壁部４３に連結されている。ロック装置７
２は、例えば、ハンドル７４を有している。ロック装置７２は、ハンドル７４が回転され
ることにより、筐体本体４１に対して枠部材７１を固定可能に構成されている。枠部材７
１は、ロック装置７２により側壁部４３に固定されることにより、その姿勢が固定される
。すなわち、枠部材７１は、回動することなく筐体４０に固定される。固定部材７３は、
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例えば、スタジオ等の使用場所の天井から吊り下げられたバトンに着脱可能に形成されて
いる。
【００２７】
　光源ユニット８０は、図２に示すように、基板８１、基板８１に搭載された光源８２、
及びミラー８３を有している。基板８１は、制御装置１４０の制御により、光源８２を発
光可能に構成されている。光源８２は、ＬＥＤ（Light emitting diode）等の発光素子で
ある。光源８２は、基板８１に、例えば複数搭載されている。
【００２８】
　ミラー８３は、円筒状に形成されており、基板８１に固定されている。ミラー８３は、
その内側に光源８２を配置している。また、基板８１には、ミラー８３を基板８１に支持
する支持機構８４が設けられている。
【００２９】
　支持機構８４は、環状部材８５、及び環状部材８５を基板８１に固定する固定部材８６
を有している。環状部材８５は、その内縁部が、ミラー８３の前端縁に固定されている。
この為、環状部材８５は、ミラー８３の前縁から周方向に延びるフランジ状に形成される
こととなる。固定部材８６は、例えばねじ部材である。
【００３０】
　このように構成された光源ユニット８０は、ミラー８３の軸線をレンズ９０の光軸上に
配置する姿勢で、筐体本体４１内に固定されている。
【００３１】
　レンズ９０は、レンズ支持部５０の固定部５１に固定されている。レンズ９０は、光源
８２が発光した光を、筐体４０の前端開口を通して外部に照射可能に形成されている。レ
ンズ９０は、例えばフレネルレンズである。
【００３２】
　また、レンズ９０は、一例として、その光軸が、筐体４０の幅方向中心を通る位置に配
置されている。言い換えると、筐体４０及びレンズ支持部５０は、レンズ９０が、その光
軸が筐体４０の幅方向中心を通るように形成されている。
【００３３】
　冷却装置１００は、図３に示すように、光源ユニット８０に熱的に接続された放熱器１
１０、放熱器１１０に熱的に接続された複数のヒートパイプ１２０、並びに、放熱器１１
０及びヒートパイプ１２０に送風可能に構成された送風装置１３０を有している。
【００３４】
　放熱器１１０は、光源ユニット８０の基板８１が固定されたベース板１１１、及びベー
ス板１１１に設けられた複数の放熱フィン１１２を有している。ベース板１１１及び複数
の放熱フィン１１２は、別部材として形成され、互いに固定されてもよい。または、押し
出し成形等により、一体に形成されてもよい。
【００３５】
　ベース板１１１は、板形状に形成されている。ベース板１１１は、一方の主面を前方に
向け、他方の主面を後方に向けた姿勢で、枠体１２５に固定されている。また、ベース板
１１１は、その幅方向中心がレンズ９０の光軸が通る位置に配置されている。
【００３６】
　ベース板１１１は、一方の主面すなわち前面１１１ａに光源ユニット８０が固定されて
いる。前面１１１ａは、光源ユニット８０の基板８１よりも大きい面積を有する。前面１
１１ａは、その幅方向の中央部に基板８１を配置している。
【００３７】
　放熱フィン１１２は、光源ユニット８０がベース板１１１に固定され、かつ放熱フィン
１１２がベース板１１１に固定されることにより、光源８２に熱的に接続されることとな
る。
【００３８】
　複数の放熱フィン１１２は、その前端部がベース板１１１に固定され、残りの部分がベ
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ース板１１１の後面１１１ｂからから後方に延びている。放熱フィン１１２は、図３に示
すように、例えば矩形の板状に形成されている。複数の放熱フィン１１２は、幅方向Ｗに
互いに離間して配置されている。また、全ての放熱フィン１１２は、例えば平行に配置さ
れている。
【００３９】
　放熱フィン１１２の後端部の一部は、幅方向Ｗに隣接配置された放熱フィン１１２に連
結されている。この連結構造は、一例として、放熱フィン１１２の後端部の一部に形成さ
れ、隣接配置された放熱フィン１１２に向かって延びる延出部１１７、延出部１１７の延
出方向先端に形成された突出部、放熱フィン１１２の後端部に形成され、この突出部が係
合可能に形成された凹部または孔を有している。突出部が、凹部または孔内に配置されて
係合されることにより、隣接配置された一対の放熱フィン１１２どうしが、互い連結され
る。
【００４０】
　なお、延出部１１７は、放熱フィン１１２の後端部の一部に形成されており、隣接する
一対の放熱フィン１１２間の全てが、延出部１１７により閉塞されることはない。すなわ
ち、隣接する放熱フィン１１２間において、延出部１１７以外の部分は、隙間が確保され
ている。後述されるファン１３１からの風は、この隙間を通る。
【００４１】
　なお、本実施形態では、放熱フィン１１２は、偶数設けられており、幅方向一方側に配
置された半数の放熱フィン１１２が、互いに連結構造により連結されており、幅方向他方
側に配置された残りの放熱フィン１１２が、互いに連結構造により連結されている。
【００４２】
　このように構成された放熱器１１０は、その幅方向Ｗの中心が、筐体４０の幅方向の中
心に配置されている。
【００４３】
　ヒートパイプ１２０は、両端が閉塞された管部材１２１、及び管部材１２１内に収容さ
れた作動流体を有している。管部材１２１は、幅方向両端に配置された放熱フィン１１２
の間に配置された部分、及び幅方向の端に配置された放熱フィン１１２より幅方向外側に
配置された部分を有している。
【００４４】
　管部材１２１は、具体的には、幅方向両端に配置された放熱フィン１１２間に配置され
た第１の管部１２２、第１の管部１２２に連続し、幅方向Ｗの端に配置された放熱フィン
１１２よりも幅方向外側に配置された第２の管部１２３、及び第２の管部１２３に連続し
、幅方向Ｗの両端に配置された放熱フィン１１２の間に配置された第３の管部１２４を有
している。
【００４５】
　第１の管部１２２は、直線状に形成されている。第１の管部１２２の長さは、幅方向両
端に配置された放熱フィン１１２間の長さよりも短い。
【００４６】
　第１の管部１２２の一部は、放熱フィン１１２に形成された孔内に配置されており、こ
の孔の内面に熱的に接続されている。第１の管部１２２は、幅方向Ｗに延びており、ベー
ス板１１１に固定されて熱的に接続されている。第１の管部１２２のベース板１１１に対
する固定は、例えばブラケットが用いられてもよい。
【００４７】
　第２の管部１２３は、平面視形状が、例えばＵ字形状に形成されている。第２の管部１
２３は、具体的には、図６に示すように、その中途部が、平面視で前後方向Ｆに傾斜した
直線状に形成されている。中途部は、その後端が、前端に対して放熱フィン１１２より幅
方向外側に配置されている。
【００４８】
　第３の管部１２４は、第１の管部１２２及び第２の管部１２３よりも後方に配置されて
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いる。第３の管部１２４は、直線状に形成されている。第３の管部１２４の長さは、幅方
向両端に配置された放熱フィン１１２間の長さよりも短い。第３の管部１２４は、幅方向
に延びており、放熱フィン１１２の孔内に配置されている。第３の管部１２４において放
熱フィン１１２の孔内に配置された部分は、孔の内面に熱的に接続されている。
【００４９】
　作動流体は、揮発性の液体である。作動流体は、管部材１２１の第１の管部１２２を介
してベース板１１１から受けた熱により蒸発し、第３の管部１２４で放熱可能する。
【００５０】
　このように構成された複数のヒートパイプ１２０は、上下方向Ｖに並んで配置されてい
る。また、全てのヒートパイプ１２０のうちの一部のヒートパイプ１２０は、第２の管部
１２３を、幅方向Ｗの一端に配置された放熱フィン１１２よりも幅方向外側に配置する姿
勢で、ベース板１１１に固定されている。残りのヒートパイプ１２０は、第２の管部１２
３を、幅方向Ｗの他端に配置された放熱フィン１１２よりも幅方向外側に配置する姿勢で
、ベース板１１１に固定されている。
【００５１】
　また、第２の管部１２３が幅方向Ｗの一端に配置された放熱フィン１１２よりも幅方向
外側に配置されたヒートパイプ１２０、及び第２の管部１２３が幅方向Ｗの他端に配置さ
れた放熱フィン１１２よりも幅方向外側に配置されたヒートパイプ１２０が、上下方向Ｖ
に交互に配置されている。
【００５２】
　また、複数のヒートパイプ１２０は、図２に示すように、上下方向Ｖに隣接配置された
一対のヒートパイプ１２０が、それらの前端間の間隔よりも、それらの後端間の間隔が広
くなるように、配置されている。
【００５３】
　送風装置１３０は、放熱フィン１１２よりも後方に配置されており枠体１２５に固定さ
れている。送風装置１３０は、全ての放熱フィン１１２、及び、全てのヒートパイプ１２
０に送風可能に構成されている。すなわち、送風装置１３０は、全ての放熱フィン１１２
、並びに、全てのヒートパイプ１２０の第１の管部１２２、第２の管部１２３、及び第３
の管部１２４に送風可能に構成されている。
【００５４】
　送風装置１３０は、一例として、ファン１３１を有している。ファン１３１は、図３に
示すように、その送風口１３２を前方に向け、かつ、吸い込み口１３３を後方に向けた姿
勢で、枠体１２５に固定されている。すなわち、ファン１３１は、放熱フィン１１２を挟
んでベース板１１１と反対側に配置されており、ベース板１１１へ向かって送風可能に構
成されている。
【００５５】
　また、本実施形態の送風装置１３０は、ファン１３１を複数有しており、これら複数の
ファン１３１が、幅方向Ｗ、すなわち、複数の放熱フィン１１２が並ぶ方向に並んで配置
されている。本実施形態では、ファン１３１は、一例として２つ用いられている。また、
ファン１３１は、送風口１３２が図２に示すように、放熱フィン１１２の上下方向Ｖの中
途部に前後方向Ｆに対向する位置に配置されている。
【００５６】
　送風口１３２は、図３に示すように、上下方向Ｖに見た状態において、前後方向Ｆに、
第２の管部１２３の全域に対向している。すなわち、送風口１３２の幅方向外側一端は、
第２の管部１２３の幅方向一端よりも幅方向外側に配置されている。
【００５７】
　また、送風口１３２は、各ヒートパイプ１２０の第２の管部１２３の少なくとも一部に
、前後方向Ｆに対向している。なお、送風口１３２は、各ヒートパイプ１２０の第２の管
部１２３の後面の全域に、前後方向Ｆに対向する大きさを有してもよい。なお、ヒートパ
イプ１２０の後面とは、ヒートパイプ１２０を後方から前方に向かって前後方向Ｆに平行
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に見たときに見える面である。
【００５８】
　枠体１２５は、例えば直方体状に形成されている。枠体１２５は、前壁部１２６、一対
の側壁部１２７、後壁部１２８、及び底壁部１２９を有している。枠体１２５は、筐体本
体４１の底壁部４２に固定されている。
【００５９】
　前壁部１２６は、その幅方向Ｗの中途部に上下方向に連続する第１の溝部１２６ａを有
している。前壁部１２６は、第１の溝部１２６ａ内に、光源ユニット８０を配置している
。前壁部１２６の内面に、放熱器１１０のベース板１１１の前面が固定されている。
【００６０】
　側壁部１２７は、図２に示すように、連通孔１２７ａが形成されている。連通孔１２７
ａは、側壁部１２７を貫通している。
【００６１】
　後壁部１２８の後面には、ファン１３１が固定されている。側壁部１２７の後端部及び
後壁部１２８において、前後方向Ｆに各ヒートパイプ１２０の第２の管部１２３と対向す
る部分は、貫通孔が形成されたり、または切り欠かれる等されており、ファン１３１の送
風口１３２が各ヒートパイプ１２０の第２の管部１２３の少なくとも一部に、前後方向Ｆ
に対向することを阻害しない形状に形成されている。すなわち、各ヒートパイプ１２０の
第２の管部１２３の少なくとも一部、及び送風口１３２との間には、側壁部１２７の後端
部及び後壁部１２８は配置されない。なお、本実施形態では、側壁部１２７の後端部及び
後壁部１２８において、前後方向Ｆに各ヒートパイプ１２０の第２の管部１２３の後面の
全域に前後方向Ｆに対向する部分は、少なくとも、貫通孔が形成されたり、または切り欠
かれる等されている。この為、ファン１３１の送風口１３２は、各ヒートパイプ１２０の
第２の管部１２３の後面の全域に、前後方向Ｆに対向する。
　後壁部１２８は、少なくとも１つの放熱フィン１１２が固定されている。本実施形態で
は、幅方向の一方に配置され、互いに連結された半数の放熱フィン１１２のうち、幅方向
内側に配置された放熱フィン１１２が、ねじ等の固定部材１１２ｂにより、後壁部１２８
に固定されている。また、幅方向の他方に配置され、互いに連結された残りの放熱フィン
１１２のうち、幅方向内側に配置された放熱フィン１１２が、固定部材１１２ｂにより、
後壁部１２８に固定されている。
【００６２】
　この２つの放熱フィン群それぞれの、幅方向内側に配置された放熱フィン１１２が、固
定部材１１２ｂにより、後壁部１２８に固定されたことにより、全ての放熱フィン１１２
は、連結構造、及び固定部材１１２ｂを介して、後壁部１２８に固定されることとなる。
【００６３】
　制御装置１４０は、光源ユニット８０を制御することにより、光源８２の点灯を制御可
能に構成されている。また、制御装置１４０は、ファン１３１を制御可能に構成されてい
る。
【００６４】
　このように構成された照明装置１０では、放熱フィン１１２がベース板１１１に固定さ
れ、かつ、ベース板１１１が熱的に光源ユニット８０に固定されている。この為、光源８
２からの放熱フィン１１２への熱が伝わる経路を短くすることができる。さらに、ファン
１３１は、放熱フィン１１２を挟んでベース板１１１と反対側に配置されている。この為
、ファン１３１からの風は、ベース板１１１、放熱フィン１１２、及びベース板１１１に
到達するようになる。
【００６５】
　このように、光源８２から放熱フィン１１２までの熱が伝わる経路を短くし、かつ、フ
ァン１３１からの風が放熱フィン１１２及びヒートパイプ１２０に到達することにより、
光源８２を効率よく冷却することができる。
【００６６】
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　また、送風装置１３０は、ヒートパイプ１２０のうち、幅方向Ｗの端に配置された放熱
フィン１１２よりも幅方向外側に配置された第２の管部１２３にも送風する。この為、光
源８２が効率よく冷却されるようになる。
【００６７】
　また、送風装置１３０を構成するファン１３１の送風口１３２は、前後方向Ｆに、各第
２の管部１２３の少なくとも一部に、対向している。この為、ファン１３１からの風は、
第２の管部１２３まで効率よく送風される。
【００６８】
　さらに、送風口１３２が、前後方向Ｆに、各第２の管部１２３の後面の全域に対向する
ことにより、ファン１３１からの風は、第２の管部１２３まで効率よく送風される。
【００６９】
　以上説明した実施形態によれば、光源８２から放熱フィン１１２までの熱が伝わる経路
を短くし、かつ、ファン１３１からの風が放熱フィン１１２及びヒートパイプ１２０に到
達することにより、光源８２を効率よく冷却することができる。
【００７０】
　本発明のいくつかの実施形態を説明したが、これらの実施形態は、例として提示したも
のであり、発明の範囲を限定することは意図していない。これら新規な実施形態は、その
他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で、種々の
省略、置き換え、変更を行うことができる。これら実施形態やその変形は、発明の範囲や
要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含まれる
。
　以下に、本願出願の当初の特許請求範囲に記載された発明を付記する。
［１］
　熱源となる光源と；
　前記光源に対向配置されたレンズと；
　前記光源に熱的に接続されたベース板と；
　前記ベース板に固定された放熱フィンと；
　前記放熱フィンに熱的に接続されたヒートパイプと；
　前記放熱フィン及び前記ヒートパイプをベース板との間に配置し、前記ベース板、前記
放熱フィン及び前記ヒートパイプに送風するファンと；
　を具備することを特徴とする照明装置。
［２］
　前記放熱フィンは、複数設けられて、前記ファンから前記ベース板へ向かう方向に交差
する方向に並んで設けられ、
　前記ヒートパイプの一部は、複数の前記放熱フィンのうちこれら複数の放熱フィンが並
ぶ方向の一端に配置された放熱フィンよりも当該並ぶ方向の外側に配置され、
　前記ファンの送風口は、前記ヒートパイプのうち、前記並ぶ方向の一端に配置された放
熱フィンよりも当該並ぶ方向の外側に配置される部分の少なくとも一部と、前記ファンか
ら前記ベース板へ向かう方向に、対向する
　ことを特徴とする［１］に記載の照明装置。
［３］
　前記ファンは、複数設けられ
　前記複数のファンは、前記並ぶ方向に並んで配置される
　ことを特徴とする［２］に記載の照明装置。
【符号の説明】
【００７１】
　１０…照明装置、８２…光源、９０…レンズ、１１１…ベース板、１１２…放熱フィン
、１２０…ヒートパイプ、１３１…ファン、１３２…送風口。
【要約】
【課題】光源を効率よく冷却できる冷却装置を有する照明装置を提供すること。
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【解決手段】実施形態によれば、照明装置は、熱源となる光源と；前記光源に対向配置さ
れたレンズと；前記光源に熱的に接続されたベース板と；前記ベース板に固定された放熱
フィンと；前記放熱フィンに熱的に接続されたヒートパイプ；前記放熱フィン及び前記ヒ
ートパイプをベース板との間に配置し、前記ベース板、前記放熱フィン及び前記ヒートパ
イプに送風するファンと；を備える。
【選択図】図３

【図１】 【図２】
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【図３】
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