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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　互いに反対側を向く表面および裏面を有する第１リードと、
　上記第１リードの上記表面に搭載されたＬＥＤチップと、
　上記第１リードの少なくとも一部を覆い、かつ上記ＬＥＤチップを囲む側壁部を有する
ケースと、を備えており、
　上記第１リードは、上記裏面から厚さ方向に沈降した底面およびこの底面とは反対側を
向く天面を有する第１薄肉延出部を有しており、
　上記ケースは、上記第１薄肉延出部の上記天面および上記底面の少なくとも一部ずつを
覆う第１保持部を有しており、
　上記第１保持部には、平面視において上記側壁部から外方に突出する凸部が形成されて
いることを特徴とする、ＬＥＤモジュール。
【請求項２】
　上記天面が、上記表面と面一である、請求項１に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項３】
　上記第１保持部が、円柱状である、請求項１または２に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項４】
　上記第１保持部の一部が、上記側壁部よりも内側に位置する、請求項１ないし３のいず
れかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項５】
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　上記第１保持部と上記側壁部とは、上記表面と同じ方向を向き、かつ互いに面一である
面を有する、請求項１ないし４のいずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項６】
　上記第１保持部が、上記第１薄肉延出部の先端を覆っている、請求項１ないし５のいず
れかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項７】
　上記側壁部が上記第１リードの厚さ方向視において矩形状であり、上記第１保持部は、
上記側壁部の隅部に位置する、請求項１ないし６のいずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項８】
　上記第１リードと離間しており、かつ表面および裏面を有し、この表面に接続されたワ
イヤを介して上記ＬＥＤチップと接続された第２リードを備えており、
　上記第２リードは、上記裏面から厚さ方向に沈降した底面およびこの底面とは反対側を
向く天面を有する第２薄肉延出部を有しており、
　上記ケースは、上記第２リードの上記第２薄肉延出部の上記天面および上記底面の少な
くとも一部ずつを覆う第２保持部を有する、請求項１ないし７のいずれかに記載のＬＥＤ
モジュール。
【請求項９】
　上記第２リードの上記第２薄肉延出部の上記天面が、上記第２リードの上記表面と面一
である、請求項８に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１０】
　上記第２保持部が、円柱状である、請求項８または９に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１１】
　上記第２保持部の一部が、上記側壁部よりも内側に位置する、請求項８ないし１０のい
ずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１２】
　上記第２保持部と上記側壁部とは、上記表面と同じ方向を向き、かつ互いに面一である
面を有する、請求項８ないし１１のいずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１３】
　上記第２保持部が、上記第２薄肉延出部の先端を覆っている、請求項８ないし１２のい
ずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１４】
　上記側壁部が上記第２リードの厚さ方向視において矩形状であり、上記第２保持部は、
上記側壁部の隅部に位置する、請求項８ないし１３のいずれかに記載のＬＥＤモジュール
。
【請求項１５】
　上記ケースには、２つの上記第１保持部と、１つのみの上記第２保持部とが形成されて
いる、請求項８ないし１４のいずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１６】
　上記ケースには、１つのみの上記第１保持部と、２つの上記第２保持部とが形成されて
いる、請求項請求項８ないし１４のいずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１７】
　上記ケースには、２つの上記第１保持部と、２つの上記第２保持部とが形成されている
、請求項請求項８ないし１４のいずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１８】
　上記第１リードは、厚さ方向に貫通する第１貫通孔を有する、請求項１ないし１７のい
ずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項１９】
　上記第１リードは、上記第１貫通孔の上記表面側に位置する内周縁から内方に突出する
ひさし部を有する、請求項１８に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２０】
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　上記第１貫通孔は、上記第１リードの厚さ方向視において、上記ケースの上記側壁部と
重なる、請求項１８または１９に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２１】
　上記第１貫通孔は、上記第１リードの厚さ方向視において、上記側壁部の内方に位置す
る部分を有する、請求項２０に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２２】
　上記第１貫通孔は、上記第１リードの厚さ方向視において、上記側壁部の外方に位置す
る部分を有する、請求項２０または２１に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２３】
　上記第１貫通孔は、楕円形状である、請求項１８ないし２２のいずれかに記載のＬＥＤ
モジュール。
【請求項２４】
　上記第２リードは、厚さ方向に貫通する第２貫通孔を有する、請求項８ないし１７のい
ずれかに記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２５】
　上記第２リードは、上記第２貫通孔の上記表面側に位置する内周縁から内方に突出する
ひさし部を有する、請求項２４に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２６】
　上記第２貫通孔は、上記第２リードの厚さ方向視において、上記ケースの上記側壁部と
重なる、請求項２４または２５に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２７】
　上記第２貫通孔は、上記第２リードの厚さ方向視において、上記側壁部の内方に位置す
る部分を有する、請求項２６に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２８】
　上記第２貫通孔は、上記第２リードの厚さ方向視において、上記側壁部の外方に位置す
る部分を有する、請求項２６または２７に記載のＬＥＤモジュール。
【請求項２９】
　上記第２貫通孔は、楕円形状である、請求項２４ないし２８のいずれかに記載のＬＥＤ
モジュール。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤモジュールに関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤチップを備えるＬＥＤモジュールは、電子機器の光源となるモジュールとして広
く用いられている。特許文献１には、従来のＬＥＤモジュールの一例が開示されている。
このＬＥＤモジュールは、２つのリード、ＬＥＤチップ、ケースおよび封止樹脂を備えて
いる。２つのリードは、金属板などに対してプレス加工などを施すことによって形成され
る。ＬＥＤチップは、２つのリードの一方に搭載されており、ワイヤを介して他方のリー
ドに接続されている。ケースは、たとえば白色樹脂製であり、ＬＥＤチップを囲むととも
に、２つのリードの一部ずつを覆っている。封止樹脂は、ケースによって囲まれた空間に
充填されており、ＬＥＤチップおよびワイヤを保護している。
【０００３】
　電子機器の小型化および構成部品の高密度化に伴い、ＬＥＤモジュールに対して小型化
の要請が強くなっている。ＬＥＤモジュールを小型化するほど、リードとケースとの接触
面積が小さくなる。ＬＥＤモジュールの使用に伴う発熱の繰り返しや、電子機器の製造に
おけるＬＥＤモジュールの実装工程での熱および力の負荷などによって、リードがケース
から剥離するおそれがある。これは、ＬＥＤモジュールの小型化を阻害する要因の一つと
なっている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－２４４０８６号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、小型化を図ることが可能
なＬＥＤモジュールを提供することをその課題とする。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明によって提供されるＬＥＤモジュールは、互いに反対側を向く表面および裏面を
有する第１リードと、上記第１リードの上記表面に搭載されたＬＥＤチップと、上記第１
リードの少なくとも一部を覆い、かつ上記ＬＥＤチップを囲む側壁部を有するケースと、
を備えており、上記第１リードは、上記裏面から厚さ方向に沈降した底面およびこの底面
とは反対側を向く天面を有する第１薄肉延出部を有しており、上記ケースは、上記第１薄
肉延出部の上記天面および上記底面の少なくとも一部ずつを覆う第１保持部を有すること
を特徴としている。
【０００７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記天面が、上記表面と面一である。
【０００８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１保持部が、円柱状である。
【０００９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１保持部の一部が、上記側壁部よりも
内側に位置する。
【００１０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１保持部と上記側壁部とは、上記表面
と同じ方向を向き、かつ互いに面一である面を有する。
【００１１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１保持部が、上記第１薄肉延出部の先
端を覆っている。
【００１２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記側壁部が上記第１リードの厚さ方向視に
おいて矩形状であり、上記第１保持部は、上記側壁部の隅部に位置する。
【００１３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１リードと離間しており、かつ表面お
よび裏面を有し、この表面に接続されたワイヤを介して上記ＬＥＤチップと接続された第
２リードを備えており、上記第２リードは、上記裏面から厚さ方向に沈降した底面および
この底面とは反対側を向く天面を有する第２薄肉延出部を有しており、上記ケースは、上
記第２リードの上記第２薄肉延出部の上記天面および上記底面の少なくとも一部ずつを覆
う第２保持部を有する。
【００１４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２リードの上記第２薄肉延出部の上記
天面が、上記第２リードの上記表面と面一である。
【００１５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２保持部が、円柱状である。
【００１６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２保持部の一部が、上記側壁部よりも
内側に位置する。
【００１７】
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　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２保持部と上記側壁部とは、上記表面
と同じ方向を向き、かつ互いに面一である面を有する。
【００１８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２保持部が、上記第２薄肉延出部の先
端を覆っている。
【００１９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記側壁部が上記第２リードの厚さ方向視に
おいて矩形状であり、上記第２保持部は、上記側壁部の隅部に位置する。
【００２０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースには、２つの上記第１保持部と、
１つのみの上記第２保持部とが形成されている。
【００２１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースには、１つのみの上記第１保持部
と、２つの上記第２保持部とが形成されている。
【００２２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記ケースには、２つの上記第１保持部と、
２つの上記第２保持部とが形成されている。
【００２３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１リードは、厚さ方向に貫通する第１
貫通孔を有する。
【００２４】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１リードは、上記第１貫通孔の上記表
面側に位置する内周縁から内方に突出するひさし部を有する。
【００２５】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１貫通孔は、上記第１リードの厚さ方
向視において、上記ケースの上記側壁部と重なる。
【００２６】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１貫通孔は、上記第１リードの厚さ方
向視において、上記側壁部の内方に位置する部分を有する。
【００２７】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１貫通孔は、上記第１リードの厚さ方
向視において、上記側壁部の外方に位置する部分を有する。
【００２８】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第１貫通孔は、楕円形状である。
【００２９】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２リードは、厚さ方向に貫通する第２
貫通孔を有する。
【００３０】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２リードは、上記第２貫通孔の上記表
面側に位置する内周縁から内方に突出するひさし部を有する。
【００３１】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２貫通孔は、上記第２リードの厚さ方
向視において、上記ケースの上記側壁部と重なる。
【００３２】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２貫通孔は、上記第２リードの厚さ方
向視において、上記側壁部の内方に位置する部分を有する。
【００３３】
　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２貫通孔は、上記第２リードの厚さ方
向視において、上記側壁部の外方に位置する部分を有する。
【００３４】
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　本発明の好ましい実施の形態においては、上記第２貫通孔は、楕円形状である。
【発明の効果】
【００３５】
　上記第１保持部が、上記第１薄肉延出部の上記天面と上記底面とを覆うことにより、上
記第１リードが上記第１保持部に保持された構造となっている。これにより、上記ケース
から上記第１リードが剥離することを抑制可能であり、上記ＬＥＤモジュールの小型化を
図ることができる。
【００３６】
　本発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部斜視図である。
【図２】図１のＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図３】図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿う断面図である。
【図４】図２のＩＶ－ＩＶ線に沿う断面図である。
【図５】図２のＶ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図６】図２のＶＩ－ＶＩ線に沿う断面図である。
【図７】本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図８】本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図９】本発明の第４実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図１０】本発明の第５実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図１１】図１０のＸＩ－ＸＩ線に沿う断面図である。
【図１２】本発明の第６実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部斜視図である。
【図１３】本発明の第７実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図１４】図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿う断面図である。
【図１５】本発明の第８実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す要部平面図である。
【図１６】本発明の第９実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示す断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、本発明の好ましい実施の形態につき、図面を参照して具体的に説明する。
【００３９】
　図１～図６は、本発明の第１実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。本実施
形態のＬＥＤモジュールＡ１は、第１リード１Ａ、第２リード１Ｂ、ＬＥＤチップ２、ワ
イヤ３、ケース４および封止樹脂５を備えている。ＬＥＤモジュールＡ１は、たとえばｘ
方向寸法が１．６ｍｍ程度、ｙ方向寸法が０．８ｍｍ程度の極小サイズのＬＥＤモジュー
ルである。
【００４０】
　図１は、ＬＥＤモジュールＡ１の要部斜視図であり、図２は、要部平面図である。図３
は、図２のＩＩＩ－ＩＩＩ線に沿うｚｘ平面における断面図である。図４は、図２のＩＶ
－ＩＶ線に沿うｚｘ平面における断面図である。図５は、図２のＶ－Ｖ線に沿うｚｘ平面
における断面図である。図６は、図２のＶＩ－ＶＩ線に沿うｙｚ平面における断面図であ
る。なお、図１および図２においては、理解の便宜上、封止樹脂５を省略している。
【００４１】
　第１リード１Ａは、Ｃｕ，Ｎｉあるいはこれらの合金などの金属からなり、表面１１Ａ
、裏面１２Ａ、突出部１３Ａ、ひさし部１４Ａおよび第１薄肉延出部１５Ａを有している
。本実施形態においては、第１リード１Ａは、ｚ方向視において略矩形状である。
【００４２】
　表面１１Ａは、図中ｚ方向上方を向いている。裏面１２Ａは、図中ｚ方向下方を向いて
いる。すなわち、表面１１Ａと裏面１２Ａとは、互いに反対側を向いている。表面１１Ａ



(7) JP 6138574 B2 2017.5.31

10

20

30

40

50

は、ＬＥＤチップ２の搭載に用いられる。裏面１２Ａは、ＬＥＤモジュールＡ１をたとえ
ば電子機器などに実装するために用いられる。
【００４３】
　突出部１３Ａは、ｘ方向右方に突出しており、本実施形態においては、断面矩形状の棒
状部分である。突出部１３Ａは、たとえばＬＥＤモジュールＡ１を実装する際に、はんだ
フィレットの形成を促進するための部位として機能する。
【００４４】
　ひさし部１４Ａは、ｘ方向左方に向かって突出した部位である。図１および図３に示す
ように、ひさし部１４Ａは、これに隣接する部位よりも厚さが薄い。ひさし部１４Ａは、
表面１１Ａの一部を有するものの、裏面１２Ａを有しておらず、裏面１２Ａからｚ方向上
方に沈降した位置にある面を有している。
【００４５】
　第１薄肉延出部１５Ａは、本実施形態においては、ｙ方向両側およびｘ方向右方に延出
している。第１薄肉延出部１５Ａは、天面１５１Ａおよび底面１５２Ａを有している。天
面１５１Ａは、表面１１Ａと同様にｚ方向上方を向いており、本実施形態においては、表
面１１Ａと面一とされている。底面１５２Ａは、裏面１２Ａと同様にｚ方向下方を向いて
おり、裏面１２Ａからｚ方向上方に沈降している。第１薄肉延出部１５Ａは、これに隣接
する部位よりも厚さが薄い。
【００４６】
　第１薄肉延出部１５Ａのうちｙ方向両側に延出する部分は、第１リード１Ａのうちｘ方
向に平行な２辺に沿って設けられている。第１薄肉延出部１５Ａのうちｘ方向右方に延出
する部分は、第１リード１Ａのうちｙ方向に平行な１辺に沿って設けられており、突出部
１３Ａをｙ方向において挟んでいる。
【００４７】
　第２リード１Ｂは、Ｃｕ，Ｎｉあるいはこれらの合金などの金属からなり、表面１１Ｂ
、裏面１２Ｂ、突出部１３Ｂ、ひさし部１４Ｂおよび第２薄肉延出部１５Ｂを有している
。本実施形態においては、第２リード１Ｂは、ｚ方向視において略矩形状である。
【００４８】
　表面１１Ｂは、図中ｚ方向上方を向いている。裏面１２Ｂは、図中ｚ方向下方を向いて
いる。すなわち、表面１１Ｂと裏面１２Ｂとは、互いに反対側を向いている。表面１１Ｂ
は、ワイヤ３のボンディングに用いられる。裏面１２Ｂは、ＬＥＤモジュールＡ１をたと
えば電子機器などに実装するために用いられる。
【００４９】
　突出部１３Ｂは、ｘ方向左方に突出しており、本実施形態においては、断面矩形状の棒
状部分である。突出部１３Ｂは、たとえばＬＥＤモジュールＡ１を実装する際に、はんだ
フィレットの形成を促進するための部位として機能する。
【００５０】
　ひさし部１４Ｂは、ｘ方向右方に向かって突出した部位である。図１および図３に示す
ように、ひさし部１４Ｂは、これに隣接する部位よりも厚さが薄い。ひさし部１４Ｂは、
表面１１Ｂの一部を有するものの、裏面１２Ｂを有しておらず、裏面１２Ｂからｚ方向上
方に沈降した位置にある面を有している。
【００５１】
　第２薄肉延出部１５Ｂは、本実施形態においては、ｙ方向両側およびｘ方向左方に延出
している。第２薄肉延出部１５Ｂは、天面１５１Ｂおよび底面１５２Ｂを有している。天
面１５１Ｂは、表面１１Ｂと同様にｚ方向上方を向いており、本実施形態においては、表
面１１Ｂと面一とされている。底面１５２Ｂは、裏面１２Ｂと同様にｚ方向下方を向いて
おり、裏面１２Ｂからｚ方向上方に沈降している。第２薄肉延出部１５Ｂは、これに隣接
する部位よりも厚さが薄い。
【００５２】
　第２薄肉延出部１５Ｂのうちｙ方向両側に延出する部分は、第２リード１Ｂのうちｘ方
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向に平行な２辺に沿って設けられている。第２薄肉延出部１５Ｂのうちｘ方向左方に延出
する部分は、第２リード１Ｂのうちｙ方向に平行な１辺に沿って設けられており、突出部
１３Ｂをｙ方向において挟んでいる。
【００５３】
　ＬＥＤチップ２は、ＬＥＤモジュールＡ１の発光部であり、本実施形態においては、い
わゆる１ワイヤタイプのＬＥＤチップとして構成されている。ｚ方向上面および下面に電
極がそれぞれ形成されている。上面の電極には、ワイヤ３がボンディングされている。下
面の電極は、導電性接合材を介して第１リード１Ａの表面１１Ａに接合されている。ＬＥ
Ｄチップ２は、複数の半導体層が積層された構造を有しており、これらの半導体層の材質
などによって、青色光、赤色光、緑色光などを適宜発する。
【００５４】
　ケース４は、たとえば白色のエポキシ樹脂あるいはシリコーン樹脂からなり、第１リー
ド１Ａおよび第２リード１Ｂの一部ずつを覆うとともに、ＬＥＤチップ２を囲んでいる。
ケース４は、側壁部４１、第１保持部４３Ａおよび第２保持部４３Ｂを有している。
【００５５】
　側壁部４１は、ＬＥＤチップ２を囲む環状とされており、本実施形態においては、ｚ方
向視においてｘ方向を長手方向とする長矩形状とされている。側壁部４１は、内側面４２
を有している。内側面４２は、互いに向かい合う２対の面からなる。本実施形態において
は、ｘ方向において第１リード１Ａの表面１１Ａおよび第２リード１Ｂの表面１１Ｂから
ｚ方向において離間するほど、内側面４２のうち互いに向かい合う面どうしの距離が大と
なるように傾斜している。
【００５６】
　側壁部４１によって囲まれた空間には、第１リード１Ａの表面１１Ａの一部と、第２リ
ード１Ｂの表面１１Ｂの一部とが露出している。また、ケース４は、第１リード１Ａの裏
面１２Ａのすべてと、第２リード１Ｂの裏面１２Ｂのすべてとを露出させている。また、
ケース４からは、第１リード１Ａの突出部１３Ａと第２リード１Ｂの突出部１３Ｂとが突
出している。ケース４は、ひさし部１４Ａとひさし部１４Ｂとのｚ方向下面およびｘ方向
を向く端面を覆っている。
【００５７】
　第１保持部４３Ａは、ケース４の一部が膨出することにより構成されており、本実施形
態においては、ｚ方向を中心軸方向とする円柱形状とされている。第１保持部４３Ａは、
矩形状とされた側壁部４１の四つの隅部のうち図２におけるｘ方向右方かつｙ方向下方に
位置する隅部に設けられている。
【００５８】
　第１保持部４３Ａは、その一部が側壁部４１の内側に位置している。また、第１保持部
４３Ａは、その一部が側壁部４１の外側に位置している。第１保持部４３Ａのｚ方向上面
は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００５９】
　第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのうち図２におけるｘ方向右方に延出する
部分の一部と、ｙ方向下方に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第１保持部
４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのこれらの部分の天面１５１Ａおよび底面１５２Ａを覆
っている。またさらに、第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａの一部の先端を覆っ
ている。
【００６０】
　第２保持部４３Ｂは、ケース４の一部が膨出することにより構成されており、本実施形
態においては、ｚ方向を中心軸方向とする円柱形状とされている。第２保持部４３Ｂは、
矩形状とされた側壁部４１の四つの隅部のうち図２におけるｘ方向左方かつｙ方向上方に
位置する隅部に設けられている。
【００６１】
　第２保持部４３Ｂは、その一部が側壁部４１の内側に位置している。また、第２保持部
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４３Ｂは、その一部が側壁部４１の外側に位置している。第２保持部４３Ｂのｚ方向上面
は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００６２】
　第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのうち図２におけるｘ方向左方に延出する
部分の一部と、ｙ方向上方に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第２保持部
４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのこれらの部分の天面１５１Ｂおよび底面１５２Ｂを覆
っている。またさらに、第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂの一部の先端を覆っ
ている。
【００６３】
　封止樹脂５は、ＬＥＤチップ２からの光を透過させるエポキシ樹脂あるいはシリコーン
樹脂からなる。封止樹脂５は、ケース４の側壁部４１によって囲まれた空間に充填されて
おり、ＬＥＤチップ２およびワイヤ３を覆っている。封止樹脂５は、透明であってもよい
し、ＬＥＤチップ２からの光によって励起されることにより、異なる光を発する蛍光材料
が混入されたものであってもよい。
【００６４】
　次に、ＬＥＤモジュールＡ１の作用について説明する。
【００６５】
　本実施形態によれば、第１保持部４３Ａが第１薄肉延出部１５Ａの天面１５１Ａと底面
１５２Ａとを覆うことにより、第１リード１Ａが第１保持部４３Ａに保持された構造とな
っている。これにより、ケース４から第１リード１Ａが剥離することを抑制可能であり、
ＬＥＤモジュールＡ１の小型化を図ることができる。
【００６６】
　第１保持部４３Ａが、第１薄肉延出部１５Ａの一部の先端を覆っていることにより、第
１薄肉延出部１５Ａの一部がｚ方向上下方向およびｘ方向あるいはｙ方向から第１保持部
４３Ａによって囲まれた格好となっている。これは、第１リード１Ａの剥離抑制に好まし
い。
【００６７】
　第１保持部４３Ａが、円柱状であり、また、第１保持部４３Ａのｚ方向上面が側壁部４
１のｚ方向上面と面一であることにより、ケース４を金型成型する際に、これらのｚ方向
上面をいわゆるエジェクターピンを当接させる部位として用いることができる。
【００６８】
　第１保持部４３Ａの一部が、側壁部４１よりも内側および外側に位置することにより、
上記エジェクターピンを当接させる面積を適切に確保することができる。
【００６９】
　側壁部４１がｚ方向視において矩形状であり、第１保持部４３Ａが、側壁部４１の隅部
に位置することにより、第１保持部４３ＡとＬＥＤチップ２との干渉を回避しつつ、第１
保持部４３Ａの体積を比較的大とすることができる。これは、第１リード１Ａの剥離抑制
に有利である。
【００７０】
　また、第２保持部４３Ｂが第２薄肉延出部１５Ｂの天面１５１Ｂと底面１５２Ｂとを覆
うことにより、第２リード１Ｂが第２保持部４３Ｂに保持された構造となっている。これ
により、ケース４から第２リード１Ｂが剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュー
ルＡ１の小型化を図ることができる。
【００７１】
　第２保持部４３Ｂが、第２薄肉延出部１５Ｂの一部の先端を覆っていることにより、第
２薄肉延出部１５Ｂの一部がｚ方向上下方向およびｘ方向あるいはｙ方向から第２保持部
４３Ｂによって囲まれた格好となっている。これは、第２リード１Ｂの剥離抑制に好まし
い。
【００７２】
　第２保持部４３Ｂが、円柱状であり、また、第２保持部４３Ｂのｚ方向上面が側壁部４
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１のｚ方向上面と面一であることにより、ケース４を金型成型する際に、これらのｚ方向
上面をいわゆるエジェクターピンを当接させる部位として用いることができる。
【００７３】
　第２保持部４３Ｂの一部が、側壁部４１よりも内側および外側に位置することにより、
上記エジェクターピンを当接させる面積を適切に確保することができる。
【００７４】
　側壁部４１がｚ方向視において矩形状であり、第２保持部４３Ｂが、側壁部４１の隅部
に位置することにより、ワイヤ３をボンディングするためのキャピラリと第２保持部４３
Ｂとの干渉を回避しつつ、第２保持部４３Ｂの体積を比較的大とすることができる。これ
は、第２リード１Ｂの剥離抑制に有利である。
【００７５】
　図７～図１６は、本発明の他の実施形態を示している。なお、これらの図において、上
記実施形態と同一または類似の要素には、上記実施形態と同一の符号を付している。
【００７６】
　図７は、本発明の第２実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。本実施形態の
ＬＥＤモジュールＡ２は、ケース４に２つの第１保持部４３Ａと１つのみの第２保持部４
３Ｂとが形成されている。図７は、ＬＥＤモジュールＡ２の要部平面図であり、封止樹脂
５を省略している。
【００７７】
　２つの第１保持部４３Ａは、ケース４の側壁部４１の４つの隅部のうち、ｘ方向右方に
位置する２つの隅部に形成されている。２つの第１保持部４３Ａは、ｚ方向を中心軸方向
とする円柱形状とされている。
【００７８】
　２つの第１保持部４３Ａは、その一部ずつが側壁部４１の内側に位置している。また、
２つの第１保持部４３Ａは、その一部ずつが側壁部４１の外側に位置している。２つの第
１保持部４３Ａのｚ方向上面は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００７９】
　２つの第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのうちｘ方向右方に延出する部分の
一部と、ｙ方向両側に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第１保持部４３Ａ
は、第１薄肉延出部１５Ａのこれらの部分の天面１５１Ａおよび底面１５２Ａを覆ってい
る。またさらに、第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａの一部の先端を覆っている
。
【００８０】
　１つの第２保持部４３Ｂは、ケース４の側壁部４１の４つの隅部のうち、ｘ方向左方か
つｙ方向上方に位置する隅部に設けられている。第２保持部４３Ｂは、ｚ方向を中心軸方
向とする円柱形状とされている。
【００８１】
　第２保持部４３Ｂは、その一部が側壁部４１の内側に位置している。また、第２保持部
４３Ｂは、その一部が側壁部４１の外側に位置している。第２保持部４３Ｂのｚ方向上面
は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００８２】
　第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのうちｘ方向左方に延出する部分の一部と
、ｙ方向上方に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第２保持部４３Ｂは、第
２薄肉延出部１５Ｂのこれらの部分の天面１５１Ｂおよび底面１５２Ｂを覆っている。ま
たさらに、第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂの一部の先端を覆っている。
【００８３】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ２の小型化を図ることができる。
【００８４】
　２つの第１保持部４３Ａを備えることにより、第１リード１Ａの剥離防止効果をより高
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めることができる。２つの第１保持部４３Ａを側壁部４１の２つの隅部に配置することに
より、２つの第１保持部４３ＡとＬＥＤチップ２との干渉を回避することができる。
【００８５】
　図８は、本発明の第３実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。本実施形態の
ＬＥＤモジュールＡ３は、ケース４に１つのみの第１保持部４３Ａと２つの第２保持部４
３Ｂとが形成されている。図８は、ＬＥＤモジュールＡ３の要部平面図であり、封止樹脂
５を省略している。
【００８６】
　第１保持部４３Ａは、ケース４の側壁部４１の４つの隅部のうち、ｘ方向右方かつｙ方
向下方に位置する隅部に設けられている。第１保持部４３Ａは、ｚ方向を中心軸方向とす
る円柱形状とされている。
【００８７】
　第１保持部４３Ａは、その一部が側壁部４１の内側に位置している。また、第１保持部
４３Ａは、その一部が側壁部４１の外側に位置している。第１保持部４３Ａのｚ方向上面
は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００８８】
　第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのうちｘ方向右方に延出する部分の一部と
、ｙ方向下方に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第１保持部４３Ａは、第
１薄肉延出部１５Ａのこれらの部分の天面１５１Ａおよび底面１５２Ａを覆っている。ま
たさらに、第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａの一部の先端を覆っている。
【００８９】
　２つの第２保持部４３Ｂは、ケース４の側壁部４１の４つの隅部のうち、ｘ方向左方に
位置する２つの隅部に形成されている。２つの第２保持部４３Ｂは、ｚ方向を中心軸方向
とする円柱形状とされている。
【００９０】
　２つの第２保持部４３Ｂは、その一部ずつが側壁部４１の内側に位置している。また、
２つの第２保持部４３Ｂは、その一部ずつが側壁部４１の外側に位置している。２つの第
２保持部４３Ｂのｚ方向上面は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００９１】
　２つの第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのうちｘ方向左方に延出する部分の
一部と、ｙ方向両側に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第２保持部４３Ｂ
は、第２薄肉延出部１５Ｂのこれらの部分の天面１５１Ｂおよび底面１５２Ｂを覆ってい
る。またさらに、第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂの一部の先端を覆っている
。
【００９２】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ３の小型化を図ることができる。
【００９３】
　２つの第２保持部４３Ｂを備えることにより、第２リード１Ｂの剥離防止効果をより高
めることができる。２つの第２保持部４３Ｂを側壁部４１の２つの隅部に配置することに
より、２つの第２保持部４３Ｂと上記キャピラリとの干渉を回避することができる。
【００９４】
　図９は、本発明の第４実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。本実施形態の
ＬＥＤモジュールＡ４は、ケース４に２つの第１保持部４３Ａと２つの第２保持部４３Ｂ
とが形成されている。図９は、ＬＥＤモジュールＡ４の要部平面図であり、封止樹脂５を
省略している。
【００９５】
　２つの第１保持部４３Ａは、ケース４の側壁部４１の４つの隅部のうち、ｘ方向右方に
位置する２つの隅部に形成されている。２つの第１保持部４３Ａは、ｚ方向を中心軸方向
とする円柱形状とされている。
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【００９６】
　２つの第１保持部４３Ａは、その一部ずつが側壁部４１の内側に位置している。また、
２つの第１保持部４３Ａは、その一部ずつが側壁部４１の外側に位置している。２つの第
１保持部４３Ａのｚ方向上面は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【００９７】
　２つの第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのうちｘ方向右方に延出する部分の
一部と、ｙ方向両側に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第１保持部４３Ａ
は、第１薄肉延出部１５Ａのこれらの部分の天面１５１Ａおよび底面１５２Ａを覆ってい
る。またさらに、第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａの一部の先端を覆っている
。
【００９８】
　２つの第２保持部４３Ｂは、ケース４の側壁部４１の４つの隅部のうち、ｘ方向左方に
位置する２つの隅部に形成されている。２つの第２保持部４３Ｂは、ｚ方向を中心軸方向
とする円柱形状とされている。
【００９９】
　２つの第２保持部４３Ｂは、その一部ずつが側壁部４１の内側に位置している。また、
２つの第２保持部４３Ｂは、その一部ずつが側壁部４１の外側に位置している。２つの第
２保持部４３Ｂのｚ方向上面は、側壁部４１のｚ方向上面と面一である。
【０１００】
　２つの第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのうちｘ方向左方に延出する部分の
一部と、ｙ方向両側に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第２保持部４３Ｂ
は、第２薄肉延出部１５Ｂのこれらの部分の天面１５１Ｂおよび底面１５２Ｂを覆ってい
る。またさらに、第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂの一部の先端を覆っている
。
【０１０１】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ４の小型化を図ることができる。
【０１０２】
　２つの第１保持部４３Ａを備えることにより、第１リード１Ａの剥離防止効果をより高
めることができる。２つの第１保持部４３Ａを側壁部４１の２つの隅部に配置することに
より、２つの第１保持部４３ＡとＬＥＤチップ２との干渉を回避することができる。
【０１０３】
　２つの第２保持部４３Ｂを備えることにより、第２リード１Ｂの剥離防止効果をより高
めることができる。２つの第２保持部４３Ｂを側壁部４１の２つの隅部に配置することに
より、２つの第２保持部４３Ｂと上記キャピラリとの干渉を回避することができる。
【０１０４】
　図１０および図１１は、本発明の第５実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している
。本実施形態のＬＥＤモジュールＡ５は、ケース４に１つの第１保持部４３Ａと１つの第
２保持部４３Ｂとが形成されている。図１０は、ＬＥＤモジュールＡ５の要部平面図であ
り、封止樹脂５を省略している。
【０１０５】
　第１保持部４３Ａは、本実施形態においては、ｚ方向視円形であり、ｚ方向下方部分が
ｚ方向を中心軸方向とする円柱形状とされている。第１保持部４３Ａは、矩形状とされた
側壁部４１の四つの隅部のうち図１０におけるｘ方向右方かつｙ方向下方に位置する隅部
に設けられている。
【０１０６】
　第１保持部４３Ａは、その一部が側壁部４１の内側に位置している。図１１に示すよう
に、第１保持部４３Ａのうち側壁部４１の内側にある部分のｚ方向上面は、側壁部４１の
ｚ方向上面と面一である。また、第１保持部４３Ａは、その一部が側壁部４１の外側に位
置している。第１保持部４３Ａのうち側壁部４１の外側にある部分のｚ方向上面は、第１
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保持部４３Ａのｚ方向上面よりもｚ方向下方、すなわち裏面１２Ａ側に位置しており、互
いに面一とはなっていない。
【０１０７】
　第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのうち図１０におけるｘ方向右方に延出す
る部分の一部と、ｙ方向下方に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第１保持
部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａのこれらの部分の天面１５１Ａおよび底面１５２Ａを
覆っている。またさらに、第１保持部４３Ａは、第１薄肉延出部１５Ａの一部の先端を覆
っている。
【０１０８】
　第２保持部４３Ｂは、本実施形態においては、ｚ方向視円形であり、ｚ方向下方部分が
ｚ方向を中心軸方向とする円柱形状とされている。第２保持部４３Ｂは、矩形状とされた
側壁部４１の四つの隅部のうち図１０におけるｘ方向左方かつｙ方向上方に位置する隅部
に設けられている。
【０１０９】
　第２保持部４３Ｂは、その一部が側壁部４１の内側に位置している。第２保持部４３Ｂ
のうち側壁部４１の内側にある部分のｚ方向上面は、側壁部４１のｚ方向上面と面一であ
る。また、第２保持部４３Ｂは、その一部が側壁部４１の外側に位置している。第２保持
部４３Ｂのうち側壁部４１の外側にある部分のｚ方向上面は、第２保持部４３Ｂのｚ方向
上面よりもｚ方向下方、すなわち裏面１２Ｂ側に位置しており、互いに面一とはなってい
ない。この点については、上述した第１保持部４３Ａと同様の構成である。
【０１１０】
　第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのうち図２におけるｘ方向左方に延出する
部分の一部と、ｙ方向上方に延出する部分の一部とを覆っている。すなわち、第２保持部
４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂのこれらの部分の天面１５１Ｂおよび底面１５２Ｂを覆
っている。またさらに、第２保持部４３Ｂは、第２薄肉延出部１５Ｂの一部の先端を覆っ
ている。
【０１１１】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ５の小型化を図ることができる。
【０１１２】
　図１２は、本発明の第６実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。本実施形態
のＬＥＤモジュールＡ６は、第１リード１Ａの第１薄肉延出部１５Ａおよび第２リード１
Ｂの第２薄肉延出部１５Ｂの構成が異なっている以外は、上述したＬＥＤモジュールＡ１
と同様の構成である。図１２は、ＬＥＤモジュールＡ６の斜視図であり、理解の便宜上、
封止樹脂５を省略している。
【０１１３】
　本実施形態においては、第１リード１Ａの第１薄肉延出部１５Ａは、ｙ方向両側に延出
する部分のみを有しており、ｘ方向に延出する部分を有していない。また、第２リード１
Ｂの第２薄肉延出部１５Ｂは、ｙ方向両側に延出する部分のみを有しており、ｘ方向に延
出する部分を有していない。
【０１１４】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ６の小型化を図ることができる。
【０１１５】
　図１３および図１４は、本発明の第７実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している
。本実施形態のＬＥＤモジュールＡ７は、第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂの構成が
上述した実施形態と異なっている。図１３は、ＬＥＤモジュールＡ７の平面図であり、理
解の便宜上、封止樹脂５を省略している。図１４は、図１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿うｚ
ｘ平面におけるＬＥＤモジュールＡ７の断面図である。
【０１１６】
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　本実施形態においては、第１リード１Ａに第１貫通孔１６Ａが形成されている。第１貫
通孔１６Ａは、第１リード１Ａを厚さ方向であるｚ方向に貫通している。第１貫通孔１６
Ａは、たとえばｚ方向視においてｘ方向を長軸方向とする楕円形状とされている。
【０１１７】
　また、第１リード１Ａは、ひさし部１６１Ａを有している。ひさし部１６１Ａは、第１
貫通孔１６Ａの表面１１Ａ側に位置する内周縁から内方に突出している。ひさし部１６１
Ａの厚さは、第１貫通孔１６Ａの深さよりも小である。
【０１１８】
　第１貫通孔１６Ａは、ｚ方向視において、ケース４の側壁部４１と重なっている。さら
に、第１貫通孔１６Ａは、ｚ方向視において、側壁部４１の内方に位置する部分を有して
いる。また、第１貫通孔１６Ａは、ｚ方向視において、側壁部４１の外方に位置する部分
を有している。第１貫通孔１６Ａの内部には、ケース４の一部が充填されている。
【０１１９】
　より詳しくは、第１貫通孔１６Ａの表面１１Ａ側の内周縁は、側壁部４１よりもｘ方向
右方にある部分が外部に露出している。一方、第１貫通孔１６Ａの表面１１Ａ側の内周縁
のその他の部分は、ケース４に覆われている。
【０１２０】
　第２リード１Ｂには、第２貫通孔１６Ｂが形成されている。第２貫通孔１６Ｂは、第２
リード１Ｂを厚さ方向であるｚ方向に貫通している。第２貫通孔１６Ｂは、たとえばｚ方
向視においてｘ方向を長軸方向とする楕円形状とされている。
【０１２１】
　また、第２リード１Ｂは、ひさし部１６１Ｂを有している。ひさし部１６１Ｂは、第２
貫通孔１６Ｂの表面１１Ｂ側に位置する内周縁から内方に突出している。ひさし部１６１
Ｂの厚さは、第２貫通孔１６Ｂの深さよりも小である。
【０１２２】
　第２貫通孔１６Ｂは、ｚ方向視において、ケース４の側壁部４１と重なっている。さら
に、第２貫通孔１６Ｂは、ｚ方向視において、側壁部４１の内方に位置する部分を有して
いる。また、第２貫通孔１６Ｂは、ｚ方向視において、側壁部４１の外方に位置する部分
を有している。第２貫通孔１６Ｂの内部には、ケース４の一部が充填されている。
【０１２３】
　より詳しくは、第２貫通孔１６Ｂの表面１１Ｂ側の内周縁は、側壁部４１よりもｘ方向
左方にある部分が外部に露出している。一方、第２貫通孔１６Ｂの表面１１Ｂ側の内周縁
のその他の部分は、ケース４に覆われている。
【０１２４】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ７の小型化を図ることができる。
【０１２５】
　第１リード１Ａに第１貫通孔１６Ａが形成され、第１貫通孔１６Ａの内部にケース４の
一部が充填されている。これにより、第１リード１Ａをケース４により強固に結合させる
ことができる。ひさし部１６１Ａが設けられていることにより、第１リード１Ａとケース
４とをより強固に結合することができる。
【０１２６】
　第１貫通孔１６Ａがｚ方向視においてケース４の側壁部４１と重なる配置であることに
より、ケース４のうち第１貫通孔１６Ａの内部に充填された部分は、側壁部４１に繋がる
格好となる。これにより、比較的高剛性である側壁部４１によって第１リード１Ａを積極
的に保持することが可能であり、第１リード１Ａの剥離抑制効果をより高めることができ
る。
【０１２７】
　第１貫通孔１６Ａが側壁部４１の内方および外方に位置する部分を有する楕円形状であ
ることにより、第１リード１Ａとケース４との接合面積を増大させることが可能である。
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これは、第１リード１Ａの剥離防止に好ましい。
【０１２８】
　第２リード１Ｂに第２貫通孔１６Ｂが形成され、第２貫通孔１６Ｂの内部にケース４の
一部が充填されている。これにより、第２リード１Ｂをケース４により強固に結合させる
ことができる。ひさし部１６１Ｂが設けられていることにより、第２リード１Ｂとケース
４とをより強固に結合することができる。
【０１２９】
　第２貫通孔１６Ｂがｚ方向視においてケース４の側壁部４１と重なる配置であることに
より、ケース４のうち第２貫通孔１６Ｂの内部に充填された部分は、側壁部４１に繋がる
格好となる。これにより、比較的高剛性である側壁部４１によって第２リード１Ｂを積極
的に保持することが可能であり、第２リード１Ｂの剥離抑制効果をより高めることができ
る。
【０１３０】
　第２貫通孔１６Ｂが側壁部４１の内方および外方に位置する部分を有する楕円形状であ
ることにより、第２リード１Ｂとケース４との接合面積を増大させることが可能である。
これは、第２リード１Ｂの剥離防止に好ましい。
【０１３１】
　図１５は、本発明の第８実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。本実施形態
のＬＥＤモジュールＡ８は、第１貫通孔１６Ａおよび第２貫通孔１６Ｂの個数がＬＥＤモ
ジュールＡ７と異なっている。図１５は、ＬＥＤモジュールＡ８を示す平面図であり、封
止樹脂５を省略している。
【０１３２】
　本実施形態においては、第１リード１Ａには、２つの第１貫通孔１６Ａが形成されてい
る。２つの第１貫通孔１６Ａは、いずれもｘ方向を長軸方向とする楕円形状であり、ｙ方
向に並んで配置されている。また、第２リード１Ｂには、２つの第２貫通孔１６Ｂが形成
されている。２つの第２貫通孔１６Ｂは、いずれもｘ方向を長軸方向とする楕円形状であ
り、ｙ方向に並んで配置されている。
【０１３３】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ８の小型化を図ることができる。ま
た、第１貫通孔１６Ａおよび第２貫通孔１６Ｂの個数を増やすことにより、第１リード１
Ａおよび第２リード１Ｂの剥離をより好適に抑制することができる。
【０１３４】
　図１６は、本発明の第９実施形態に基づくＬＥＤモジュールを示している。同図は、図
１３のＸＩＶ－ＸＩＶ線に沿うｚｘ断面に相当する断面における断面図である。
【０１３５】
　本実施形態のＬＥＤモジュールＡ９においては、第１リード１Ａにおいてひさし部１４
Ａが傾斜面を有する構成とされている。すなわち、ひさし部１４Ａの上記傾斜面は、表面
１１Ａから裏面１２Ａに向かうほどｘ方向右方に位置するように傾斜している。また、第
１貫通孔１６Ａのひさし部１６１Ａも傾斜面を有する構成とされている。ひさし部１６１
Ａの上記傾斜面は、表面１１Ａから裏面１２Ａに向かうほどｚ方向視寸法が小となるよう
に傾斜している。
【０１３６】
　また、第２リード１Ｂにおいてひさし部１４Ｂが傾斜面を有する構成とされている。す
なわち、ひさし部１４Ｂの上記傾斜面は、表面１１Ｂから裏面１２Ｂに向かうほどｘ方向
左方に位置するように傾斜している。また、第２貫通孔１６Ｂのひさし部１６１Ｂも傾斜
面を有する構成とされている。ひさし部１６１Ｂの上記傾斜面は、表面１１Ｂから裏面１
２Ｂに向かうほどｚ方向視寸法が小となるように傾斜している。
【０１３７】
　側壁部４１は、切り欠き面４２ａを有している。切り欠き面４２ａは、内側面４２のｚ
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方向上方に位置しており、側壁部４１の全周にわたって設けられている。切り欠き面４２
ａは、内側面４２を延長した仮想面よりも凹んだ面とされている。このような切り欠き面
４２ａが形成されることにより、側壁部４１のｚ方向上面は、面積が縮小されている。側
壁部４１のｚ方向上面の面積が小さいことは、側壁部４１に封止樹脂５が過大に乗り上げ
てしまうことを抑制できるという利点がある。
【０１３８】
　このような実施形態によっても、ケース４から第１リード１Ａおよび第２リード１Ｂが
剥離することを抑制可能であり、ＬＥＤモジュールＡ９の小型化を図ることができる。
【０１３９】
　なお、ＬＥＤモジュールＡ７～Ａ９に示した第１貫通孔１６Ａおよび第２貫通孔１６Ｂ
は、ＬＥＤモジュールＡ１～Ａ６に適宜組み合わせて用いる事ができる。
【０１４０】
　本発明に係るＬＥＤモジュールは、上述した実施形態に限定されるものではない。本発
明に係るＬＥＤモジュールの各部の具体的な構成は、種々に設計変更自在である。
【符号の説明】
【０１４１】
Ａ１～Ａ９　ＬＥＤモジュール
１Ａ　第１リード
１１Ａ　表面
１２Ａ　裏面
１３Ａ　突出部
１４Ａ　ひさし部
１５Ａ　第１薄肉延出部
１５１Ａ　天面
１５２Ａ　底面
１６Ａ　第１貫通孔
１６１Ａ　ひさし部
１Ｂ　第２リード
１１Ｂ　表面
１２Ｂ　裏面
１３Ｂ　突出部
１４Ｂ　ひさし部
１５Ｂ　第２薄肉延出部
１５１Ｂ　天面
１５２Ｂ　底面
１６Ｂ　第２貫通孔
１６１Ｂ　ひさし部
２　ＬＥＤチップ
３　ワイヤ
４　ケース
４１　側壁部
４２　内側面
４２ａ　切り欠き面
４３Ａ　第１保持部
４３Ｂ　第２保持部
５　封止樹脂
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【図７】 【図８】
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【図１１】 【図１２】
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【図１３】 【図１４】

【図１５】 【図１６】
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