
JP 5724789 B2 2015.5.27

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも１つの発光素子を有する光源モジュールと、
　前記光源モジュールが設置される設置面部と、この設置面部の周囲に配設され、前記光
源モジュールからの熱を放熱するための放熱部と、前記設置面部と前記放熱部との間に配
置され、前記設置面部よりも肉厚が厚く前記光源モジュールから外側に向かって照射方向
に傾斜している傾斜面を有する肉厚部と、を有する本体と、
を具備し、
　前記光源モジュールの光軸方向から見たときに、前記本体の前記放熱部の一部は、前記
肉厚部の少なくとも一部に近づくように構成したことを特徴とする光源ユニット。
【請求項２】
　前記光源モジュールの光軸方向に沿った方向の前記本体の断面において、前記本体の外
周縁部が、前記傾斜面の延長線上あるいはその延長線よりも下側に配置されるように構成
したことを特徴とする請求項１に記載の光源ユニット。
【請求項３】
　前記光源モジュールの光軸方向から見た前記本体の設置面部側の平面上において、前記
傾斜面の傾斜が始まる部分から内側に形成される前記設置面部の形状を、前記光源モジュ
ールを設置する際の位置決めに用いることを特徴とする請求項１又は２に記載の光源ユニ
ット。
【請求項４】
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　前記光源モジュールの光軸方向に沿った方向の前記本体の断面において、前記光源モジ
ュールは、前記本体の前記肉厚部の高さよりも低い位置に配置されて構成したことを特徴
とする請求項１から請求項３の何れか１項に記載の光源ユニット。
【請求項５】
　請求項１から請求項４の何れか１項に記載の光源ユニットと；
　前記光源ユニットの前記光源モジュールを点灯するための電源回路と；
　前記電源回路を収納して前記本体に取り付けられる口金と；
を具備したことを特徴とする光源装置。
【請求項６】
　請求項５に記載の光源装置と；
　前記光源装置の前記口金が着脱自在に装着されるソケットと；
を具備したことを特徴とする照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、光源モジュールとこの光源モジュールを設置する設置面部を有す
る本体とを具備する光源ユニット、光源装置及びこの光源装置を用いた照明器具に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、光源装置を備えた照明器具が普及している。この照明器具の光源装置は、光
源ユニットを有し、この光源ユニットは、通常、光源である光源モジュールとこの光源モ
ジュールを設置する設置面部を有する本体とを具備して構成される。
【０００３】
　光源モジュールとして、高出力及び省エネルギの点で、ＬＥＤ等の発光素子を用いた光
源モジュールが有効であり実用化されている。
【０００４】
　このような光源ユニットでは、点灯時、光源モジュール及びこの光源モジュールを点灯
させるための電源回路が発熱する。そのため、光源ユニットは、光源モジュール及び電源
回路により発生した熱を、熱導電性の部材で構成された本体に伝達させ、この本体自体、
及び該本体に形成される放熱フィン等の放熱部によって放熱している。
【０００５】
　この種の光源ユニットとしては、例えば、ＬＥＤモジュールと、このＬＥＤモジュール
がＬＥＤモジュール基板を介して設置される設置面部と、この設置面部の外側に配置され
、ＬＥＤモジュール等により発生した熱を放熱するための放熱フィンとを備えた本体を構
成する金属製カバーと、この金属製カバーに取り付けられる口金内部に設けられ、ＬＥＤ
モジュールを点灯するための電源回路である点灯装置と、を有するランプ装置がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１－７０９７４号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前記従来のランプ装置では、本体の、ＬＥＤモジュールが設置される設
置面部を含む部分が、円形で且つ平面を有する板状に形成されているので、この設置面部
と、この設置面部の裏面の外周側に配置される放熱フィンとの間の肉厚は均一である。ま
た、この本体の前記設置面部の裏面には、放熱フィンの内側に配置されるように点灯装置
が収納される口金の端部が接触して取り付けられることになる。
【０００８】
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　このため、前記従来のランプ装置は、本体の口金の端部が取り付けられる部分において
、ＬＥＤモジュールからの熱に、点灯装置からの熱が加わり、その本体部分の熱抵抗が大
きいと、ＬＥＤモジュールや点灯装置の温度がかなり上がってしまうといった問題がある
。
【０００９】
　また、前記従来のランプ装置では、本体の設置面部側の外周縁部に、透過性のグローブ
を固定するための溝部を有する壁部が形成されており、この壁部は、ＬＥＤモジュールの
光軸方向に沿った本体の断面において、平面の設置面部に配置されるＬＥＤモジュールよ
りも高い位置に配されている。このため、前記従来のランプ装置では、ＬＥＤモジュール
から出射した光束の一部が本体の壁部によって遮れてしまい、ランプ装置から出射する照
明光の光束ロスを引き起こしてしまうといった問題もある。
【００１０】
　そこで、本発明は前記問題点に鑑みてなされたもので、光源ユニット内部にて発生した
熱を効果的に本体外部へと放熱することが出来ると共に、光源モジュールからの光束ロス
を低減することが出来る光源ユニット、光源装置、及びこの光源装置を用いた照明器具を
提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本発明の実施形態に係る照明装置は、少なくとも１つの発光素子を有する光源モジュー
ルと、前記光源モジュールが設置される設置面部と、この設置面部の周囲に配設され、前
記光源モジュールからの熱を放熱するための放熱部と、前記設置面部と前記放熱部との間
に配置され、前記設置面部よりも肉厚が厚く前記光源モジュールから外側に向かって照射
方向に傾斜している傾斜面を有する肉厚部と、を有する本体と、を具備し、前記光源モジ
ュールの光軸方向から見たときに、前記本体の前記放熱部の一部は、前記肉厚部の少なく
とも一部に近づくように構成したことを特徴とする。
【００１２】
　また、本発明の実施形態に係る光源装置は、本発明の光源ユニットと；前記光源ユニッ
トの前記光源モジュールを点灯するための電源回路と；前記電源回路を収納して前記本体
に取り付けられる口金と；を具備している。
【００１３】
　さらに、本発明の実施形態に係る照明器具は、本発明の光源装置と；前記光源装置の前
記口金が着脱自在に装着されるソケットと；を具備している。
【発明の効果】
【００１４】
　本発明の実施形態に係る光源ユニット、光源装置、及びこの光源装置を用いた照明器具
によれば、光源ユニット内部にて発生した熱を効果的に本体外部へと放熱することが出来
ると共に、光源モジュールからの光束ロスを低減することが出来る。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態に係る光源ユニットの外観の構成を示す斜視図。
【図２】図１の光源ユニットを放熱部側から見た外観の構成を示す斜視図。
【図３】図１の光源ユニットを有する光源装置とソケットとを備えた照明器具の構成を示
す斜視図。
【図４】図１の光源ユニットの分解斜視図。
【図５】本実施形態の光源ユニットの主要部の構成を説明するための、図２のＡ－Ａ線断
面図。
【図６】図５の断面にて破断した光源ユニットの斜視図。
【図７】図４の本体を放熱部側から見た外観の構成を示す斜視図。
【図８】図７のＢ－Ｂ線断面図。
【図９】図７のＣ－Ｃ線断面図。
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【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本実施形態の光源ユニットは、少なくとも１つの発光素子を配置して発光面を形成する
光源モジュールと、前記光源モジュールが設置される設置面部と、この設置面部の周囲に
配設され、前記光源モジュールからの熱を放熱するための放熱部と、前記設置面部と前記
放熱部との間に配置される肉厚部と、を有する本体と、を具備し、前記肉厚部は、前記光
源モジュールの光軸方向に沿った方向の前記本体の断面において、前記光源モジュールか
ら外側に向かって前記光源モジュールの光を照射方向に向けるように傾斜している傾斜面
を有し、この傾斜面は、前記設置面部の肉厚よりも厚く形成したことを特徴とする。
【００１７】
　本実施形態において、特に限定しない限り、用語の定義及び技術的意味は次による。
【００１８】
　光源モジュールを構成する少なくとも１つの発光素子は、ＬＥＤを用いたものであるが
、これに限定されるものではなく、例えば、有機ＥＬ等の発光体であっても良い。
【００１９】
　少なくとも１の発光素子を配置して形成される発光面は、例えば、チップオンボード（
ＣＯＢ：Chip On Board ）タイプで形成されたものであるが、これに限定されるものでは
ない。
【００２０】
　発光面は、複数の発光素子を用いた場合、複数の発光素子を縦横に配設して、例えば、
正方形状に形成されたものであるが、これに限定されるものではなく、複数の発光素子が
円形状、楕円形状等となるように配設しても良い。
【００２１】
　本体は、例えばダイカスト等の製法により熱伝導性を有して形成されたものであるが、
熱伝導性を有していればどの方法を用いて構成しても良い。本体の放熱部は、光源モジュ
ールの設置面部の裏側の外周に設けられた複数の放熱フィンや複数の針で構成するが、こ
れに限定されるものではなく、表面面積を大きくして放熱作用に有効な構造であればいず
れの構成であっても良い。
【００２２】
　また、本体の傾斜面は、光源モジュールから外側に向かって光源モジュールの光を照射
方向に向けるように傾斜しているが、この傾斜角度については特に限定されるものではな
く、光源モジュールの光の照射方向に光を向けるように反射可能な傾斜角度であれば良い
。
【００２３】
　また、この傾斜面の肉厚は、設置面部の肉厚よりも厚くなるように形成しているが、熱
伝導性を高めることができる厚さで形成することが望ましい。
【００２４】
（一実施形態）
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について詳細に説明する。
【００２５】
　図１は、本発明の一実施形態に係る光源ユニットの外観の構成を示す斜視図、図２は、
図１の光源ユニットを放熱部側から見た外観の構成を示す斜視図、図３は、図１の光源ユ
ニットを有する光源装置とソケットとを備えた照明器具の構成を示す斜視図である。
【００２６】
　先ず、本実施形態の照明器具の概略構成について図３を参照して説明する。　
　図３に示す本実施形態の照明器具１０は、本実施形態の光源装置を構成する光源ユニッ
ト１と、ソケット１１と、を有して構成される。
【００２７】
　ソケット１１は、例えばダウンライトなどの図示しない器具本体に取り付けられている
。このソケット１１は、電気的絶縁性を有する合成樹脂で円筒上のソケット本体１２を有
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する。このソケット本体１２の中央部には、上下方向に連通するように挿通孔１２Ａが形
成されている。
【００２８】
　また、ソケット本体１２の下面には、対向配置された一対のソケット部１３、１３が形
成されている。これらのソケット部１３には接続孔１４が形成され、この接続孔１４の内
側には電源供給する図示しない受金が配置されている。この接続孔１４は、ソケット本体
１２の中心に対して同心円となる円弧形状の長孔であり、この長孔の一端には拡径部１５
が一体に形成されている。
【００２９】
　このようなソケット１１には、前記光源ユニット１が着脱自在に装着される。具体的に
は、ソケット１１の挿通孔１２Ａに、後述する光源ユニット１の口金７の突起部７Ａを嵌
合すると同時に、ソケット部１３の各拡径部１５に光源ユニット１の各電極部８を挿通す
る。そして、光源ユニット１を図３中の時計方向に回転させることにより、光源ユニット
１の各電極部８が拡径部１５から接続孔１４にスライドしながら移動し、該接続孔１４の
基端部まで到達すると、各電極部８が図示しない受金と電気的に接続されると同時に固定
された状態となる。こうして、光源ユニット１がソケット１１に装着される。
【００３０】
　次に、本実施形態の光源ユニット１の構成及び組立構造について、図１～図４を参照し
ながら説明する。尚、図４は、図１の光源ユニットの分解斜視図である。
【００３１】
　図１～図４に示すように、本実施形態の光源ユニット１は、光源モジュール２と、本体
３と、上蓋４と、電源回路ケース５と、電源回路６と、口金７と、一対の電極部８と、グ
ローブ９と、を有して構成される。
【００３２】
　光源モジュール２は、例えば発光素子としてのＬＥＤ（図示せず）を複数配置して発光
面２ａが形成されたＬＥＤモジュールである。このＬＥＤモジュール２は、複数のＬＥＤ
を配置して形成された、チップオンボード（ＣＯＢ：Chip On Board ）タイプの発光面２
ａを有し、この発光面２ａは、図示はしないが、基板上に、発光素子であるＬＥＤを縦横
方向に複数配置して構成される。
【００３３】
　また、ＬＥＤモジュール２は、各ＬＥＤが電気的に接続される基板２Ａと、この基板２
Ａ上に配設され、電源回路６からの接続線と各ＬＥＤとを電気的に接続するためのコネク
タ２Ｂとを有する。
【００３４】
　尚、光源モジュール２を構成する発光素子は、ＬＥＤに限定されるものではなく、例え
ば、有機ＥＬ等の発光体であっても良い。また、発光素子は、１つであっても複数であっ
ても良い。　
　また、発光面２ａは、ＬＥＤを縦横方向に複数配置して形成したが、これに限定される
ものではなく、例えば、基板上において複数のＬＥＤを円形状になるように配置して構成
しても良い。
【００３５】
　本体３は、例えば金属などの部材を用いてダイカスト等の製法により熱伝導性を有して
形成されたもので、ＬＥＤモジュール２が設置される設置面部３Ｂと、この設置面部３Ｂ
の裏面の外周側に配設され、ＬＥＤモジュール２及び電源回路６からの熱を放熱するため
の放熱フィン３Ａと、を有して構成される。また、本体３の設置面部３Ｂ側の外周縁部３
Ｘには、グローブ９を嵌合するための壁部が形成されている。
【００３６】
　本体の設置面部３Ｂには、図４に示すように、４つのネジ穴３ｂが設けられている。そ
して、設置面部３Ｂ上に前記ＬＥＤモジュール２の基板２Ａを載せた状態で、図示しない
ネジをネジ穴３ｂに夫々螺合することにより、この設置面部３Ｂ上にＬＥＤモジュール２
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が固定されるようになっている。尚、ＬＥＤモジュール２のコネクタ２Ｂに接続される図
示しない接続線は、設置面部３Ｂの近傍に設けられた接続用孔３ｃを介して本体３の裏側
に配設される電源回路６へと導かれるようになっている。
【００３７】
　放熱フィン３Ａは、図２に示すように、本体３の設置面部３Ｂの裏側の面の外周部に複
数配設されている。尚、放熱フィン３Ａは、光源ユニット１内部に発生した熱を放熱する
ための放熱部を構成するものであるが、これに限定することはなく、例えば、複数の針で
放熱部を構成しても良い。勿論、放熱部は、これらの放熱フィンや針以外にも、表面面積
を大きくして有効な放熱作用が得られる構造であればいずれの構造に構成しても良い。
【００３８】
　本体３の設置面部３Ｂの裏側には、図４に示すように、上蓋４及び電源回路６が収納さ
れる電源回路ケース５を収納した口金７が装着される。
【００３９】
　この場合、口金７内部には、電源回路６を収納した電源回路ケース５が収納され、この
電源回路ケース５の両側に設けられた電極部取付孔５ａにそれぞれ電極部８が嵌入される
。そして、その状態にて上蓋４を図４中上方向から被せるが、このとき、各電極部８ａの
ピンが上蓋４に略Ｃ字状のカラー４ａ、４ａの各スリット内に挿通されると同時に、各電
極部８に設けられた係止部８ａが各カラー４ａ、４ａに夫々係止される。各電極部８ａの
係止部８ａが各カラー４ａ、４ａに係止されることによって、電極部８の本体３方向への
移動を規制するようにしている。
【００４０】
　そして、このように電源回路ケース５、一対の電極部８、及び上蓋４を収納した状態の
口金７を本体３の設置面部３Ｂとは裏側の面に配置し、そして、本体３の設置面部３Ｂの
周囲に複数設けられた孔３ａから図示しないネジを夫々挿通すると同時に、口金７に設け
られた複数のネジ穴７ａにそれぞれ螺合することにより、口金７が本体３の設置面部３Ｂ
とは裏側の面に固定される。
【００４１】
　また、口金７は、電気絶縁性を有する合成樹脂部で構成されており、一対の電極部８及
び電源回路６との絶縁がなされている。
【００４２】
　一方、本体３の設置面部３Ｂ側の外周縁部３Ｘの内周面には、複数の係合溝３ｄが設け
られ、この複数の係合溝３ｄに、グローブ９の係合部９ａが係合することにより、グロー
ブ９を本体３に固定することができる。このグローブ９は、透光性を有する透明或いは光
拡散性を有するポリカーボネート等の合成樹脂材料により、有底偏平円筒状に形成されて
いる。　
　このようにして、図１、図２、図４に示すような本実施形態の光源ユニット１を組立る
ことができる。
【００４３】
　次に、本実施の形態の光源ユニット１の特徴となる主要部の構成について、図５～図９
を参照しながら説明する。　
　尚、図５は、本実施形態の光源ユニットの主要部の構成を説明するための、図２のＡ－
Ａ線断面図、図６は、図５の断面にて破断した光源ユニットの斜視図、図７は、図４の本
体を放熱部側から見た外観の構成を示す斜視図、図８は、図７のＢ－Ｂ線断面図、図９は
、図７のＣ－Ｃ線断面図である。
【００４４】
　図５及び図６に示すように、本実施形態の光源ユニット１において、本体３は、設置面
部３Ｂと放熱フィン３Ａとの間に配置される肉厚部３０を有して構成される。　
　この肉厚部３０は、ＬＥＤモジュール２の光軸Ｏ方向に沿った方向の本体３の断面にお
いて、ＬＥＤモジュール２から外側に向かってＬＥＤモジュール２の光の照射方向に光を
向けるように傾斜している傾斜面３１を有し、この傾斜面３１は、設置面部３Ｂの肉厚よ
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りも厚くなるように形成されている。
【００４５】
　尚、この傾斜面３１の傾斜角度については特に限定されるものではなく、ＬＥＤモジュ
ール２の光の照射方向に光を向けるように反射可能な傾斜角度であれば良い。また、この
傾斜面３１の肉厚は、設置面部３Ｂの肉厚よりも厚くなるように形成しているが、熱伝導
性を高めることができる厚さで形成することが望ましい。
【００４６】
　また、本体３の設置面部３Ｂ及び傾斜面３１が有する面には、ＬＥＤモジュール２の基
板２Ａが配置される部分を除き、例えば、白色の塗料が塗布されて、ＬＥＤモジュール２
からの光を効果的に光の照射方向へと反射するように構成されている。
【００４７】
　また、図５に示すように、本実施形態の光源ユニット１は、前記本体３の肉厚部３０の
傾斜面３１とは逆側の面に、口金７の基端部が接触されるように構成している。すなわち
、電源回路６により発生した熱が口金７に伝達されたとしても、この口金７に伝達された
熱を本体３の肉厚部３０に積極的に伝えるように構成している。
【００４８】
　本実施形態の光源ユニット１では、傾斜面３１を有する肉厚部３０は、設置面部３Ｂの
肉厚よりも厚いので、熱抵抗が小さい。さらに、肉厚部３０の肉厚は、傾斜面３１を形成
しているので、外側に向けて徐々に厚くなる。このため、肉厚部３０の熱抵抗がさらに小
さくなるので熱伝導率が高くなるため、より多くの熱量を放熱フィン３Ａ側へと伝達する
ことが可能であり、同時に本体３自体、及び放熱フィン３Ａによって伝達された熱を放熱
することが可能となる。
【００４９】
　また、本実施形態の光源ユニット１では、図７に示すように、ＬＥＤモジュール２の光
軸Ｏのやや斜め方向から見た本体３の裏側において、放熱フィン３Ａの一部が前記肉厚部
３０の少なくとも一部に、より近づくように構成して、この肉厚部３０の少なくとも一部
に連接する放熱フィン３Ａの表面積を大きく構成している。
【００５０】
　すなわち、複数の放熱フィン３Ａの内側に形成される凹部の形状は、通常、図７中の点
線で示すように、略円弧形状に形成されるが、本実施形態では、図７に示すように、肉厚
部３０の形成に基づき対向配置される所定数の放熱フィン３Ａが前記点線から距離Ｌ分だ
け、前記肉厚部３０の一部により近づけるように構成しているため、複数の放熱フィン３
Ａの内側に形成される凹部の形状が、トラックフィールド形状になる。
【００５１】
　このため、本体３の中心軸Ｏ１に近付いた放熱フィン３Ａは、中心軸Ｏ１に近付かない
放熱フィン３Ａ（図８参照）と比較すると、ＬＥＤモジュール２の光軸Ｏ方向に直交する
方向に拡大することになり、このため、その表面面積が大きくなるので、その分より放熱
作用を向上させることができる。　
　尚、この複数の放熱フィン３Ａの内側に形成される形状は、図７に示すトラックフィー
ルド形状に限定されるものではなく、例えば、四角形状などの多角形状、或いは円弧形状
に形成しても良い。
【００５２】
　次に、本実施形態の光源ユニット１の作用について、図５～図９を参照しながら説明す
る。　
　本実施形態の光源ユニット１においては、本体３は、設置面部３Ｂの肉厚よりも厚く、
熱抵抗が小さく且つ熱伝導率の高い肉厚部３０を有している。さらに、肉厚部３０の肉厚
は、傾斜面３１を形成しているので、外側に向けて徐々に厚くなる。
【００５３】
　このため、肉厚部３０の熱抵抗がさらに小さくなり熱伝導率も高くなるので、より多く
の熱を放熱フィン３Ａ側へと伝達することが可能である。
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【００５４】
　従って、ＬＥＤモジュール２からの熱と、口金７からの熱とが、本体３の肉厚部３０に
合わさったとしても、本体３の肉厚部３０の熱抵抗が小さいので、より多くの熱を吸収し
て、本体３自体で放熱することができると同時に、より多くの熱を放熱フィン３Ａ側に伝
達して、該放熱フィン３Ａにより本体外部に放熱することができる。　
　また、この時、図７に示すように本体３の中心軸Ｏ１に近づけて表面面積を大きくした
複数の放熱フィン３Ａによって、さらに放熱効果を向上させることができる。
【００５５】
　さらに、本実施形態の光源ユニット１においては、本体３の肉厚部３０の傾斜面２１は
、ＬＥＤモジュール２から外側に向かってＬＥＤモジュール２の光を照射方向に向けるよ
うに傾斜している。
【００５６】
　このため、ＬＥＤモジュール２の本体３の設置面部３Ｂ側の外周縁部３Ｘに形成される
壁部が、ＬＥＤモジュール２の光軸Ｏ方向に沿った本体３の断面において、設置面部３Ｂ
に配置されるＬＥＤモジュール２よりも高い位置に配されたとしても、ＬＥＤモジュール
２から出射した光束の一部を傾斜面３１によって、ＬＥＤモジュール２の光の照射方向に
光を向けるように反射させることができる。これにより、光源装置としての光束ロスを低
減することができる。
【００５７】
　尚、本実施形態の光源ユニット１では、図５に示すように、ＬＥＤモジュール２の光軸
Ｏ方向に沿った方向の本体３の断面において、本体３の外周縁部３Ｘが、前記傾斜面３１
の延線ｙ上あるいはその延長線よりも下側に配置されるように構成している。すなわち、
光源ユニット１は、そもそも、ＬＥＤユニット２からの出射した光束の一部が本体３の外
周縁部３Ｘに形成される壁部に当たらないような構造を有しており、光束ロスの低減をよ
り確実に行うことができる。
【００５８】
　また、本実施形態の光源ユニット１では、図４に示すように、ＬＥＤモジュール２の光
軸Ｏ方向から見た前記本体の平面上において、傾斜面３１の傾斜が始まるＳ部分（図５参
照）から内側に形成される前記設置面部３Ｂの形状を、ＬＥＤモジュール２を設置する際
の位置決めに用いるように構成しても良い。これにより、ＬＥＤモジュール２を本体３の
設置面部３Ｂに装着する際の組み付け作業を簡易化できる。
【００５９】
　さらに、図５に示すように、ＬＥＤモジュール２の光軸Ｏ方向に沿った方向の本体３の
断面において、ＬＥＤモジュール２は、本体３の肉厚部３０の高さよりも低い位置に配置
して構成しても良い。これにより、ＬＥＤモジュール２から出射される光束を、より有効
に傾斜面３１に導くことができ、光束ロスの低減をより確実に行うことができる。
【００６０】
　従って、本実施形態によれば、光源ユニット１内部にて発生した熱を効果的に本体３外
部へと放熱することが出来ると共に、ＬＥＤモジュール２からの光束ロスを低減すること
が出来る光源ユニット１、光源装置、及びこの光源装置を用いた照明器具１０の実現が可
能となる。
【００６１】
　本発明は、上述した実施形態及び変形例に限定されるものではなく、本発明の要旨を変
えない範囲において、種々の変更、改変、実施形態及び変形例間の置換、組合せ等が可能
である。
【符号の説明】
【００６２】
１…光源ユニット（光源装置）
２…光源モジュール（ＬＥＤモジュール）
２Ａ…基板
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２Ｂ…コネクタ
２ａ…発光面
３…本体
３Ａ…放熱フィン
３Ｂ…設置面部
３Ｘ…外周縁部
４…上蓋
５…電源回路ケース
６…電源回路
７…口金
７Ａ…突起部
８…電極部
９…グローブ
１０…照明器具
１１…ソケット

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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