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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　金属製の基板と前記基板に実装されたＬＥＤとを有するＬＥＤ光源と、
　前記ＬＥＤ光源を取り付ける取り付け面を有するセラミックス製の光源取り付け板と、
　前記光源取り付け板の前記取り付け面の反対側の面に接触して設けられた金属製の放熱
体取り付け板と、
　前記放熱体取り付け板の、前記光源取り付け板との接触面に対し反対側に設けられ、前
記ＬＥＤ光源から伝わった熱を放熱する放熱体と、
　を備え、
　前記光源取り付け板の前記取り付け面は、前記ＬＥＤ光源の前記基板に覆われていない
領域を有し、当該領域から放熱可能である光源ユニット。
【請求項２】
　前記取り付け面の前記領域の少なくとも一部は、露出している請求項１記載の光源ユニ
ット。
【請求項３】
　前記光源取り付け板の前記取り付け面の反対側の面のほぼ全面に前記放熱体取り付け板
が接触している請求項１または２記載の光源ユニット。
【請求項４】
　前記ＬＥＤ光源は、チップ・オン・ボードタイプのＬＥＤ光源である請求項１乃至３の
何れか１項記載の光源ユニット。
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【請求項５】
　前記放熱体は、前記放熱体取り付け板に対して垂直に伸びる複数の放熱要素を有する請
求項１乃至４の何れか１項記載の光源ユニット。
【請求項６】
　前記放熱要素は、板状のフィンで構成される請求項５記載の光源ユニット。
【請求項７】
　前記光源取り付け板と前記放熱体取り付け板との一方または両方は、台形をなしている
請求項６記載の光源ユニット。
【請求項８】
　前記台形は、短い方の底辺の長さと脚の長さとが等しい等脚台形である請求項７記載の
光源ユニット。
【請求項９】
　前記フィンの各々は、前記台形の一対の脚のうちの近い方の脚と同じ側に傾斜している
請求項７または８記載の光源ユニット。
【請求項１０】
　前記フィンの各々は、前記台形の一対の脚のうちの近い方の脚と反対側に傾斜している
請求項７または８記載の光源ユニット。
【請求項１１】
　前記放熱要素は、棒状体で構成される請求項５記載の光源ユニット。
【請求項１２】
　前記光源取り付け板および前記放熱体取り付け板を貫通し、前記ＬＥＤ光源側と、前記
放熱体側との間を空気が通過可能な貫通孔を備える請求項１乃至１１の何れか１項記載の
光源ユニット。
【請求項１３】
　前記光源取り付け板の厚さが２ｍｍ～８ｍｍである請求項１乃至１２の何れか１項記載
の光源ユニット。
【請求項１４】
　前記放熱体は、支柱部と、前記支柱部から放射状に外側に突出するフィンとを有する請
求項１乃至４の何れか１項記載の光源ユニット。
【請求項１５】
　前記支柱部は、中空部を有する請求項１４記載の光源ユニット。
【請求項１６】
　前記支柱部の前記フィンの付け根の間に、前記支柱部の外側と内側とを連通する開口が
形成されている請求項１５記載の光源ユニット。
【請求項１７】
　前記放熱体取り付け板からの距離が大きくなるにつれて、前記支柱部の外径が小さくな
る請求項１４乃至１６の何れか１項記載の光源ユニット。
【請求項１８】
　前記放熱体取り付け板からの距離が大きくなるにつれて、前記支柱部の径方向について
の前記フィンの長さが長くなる請求項１４乃至１７の何れか１項記載の光源ユニット。
【請求項１９】
　前記光源取り付け板の形状と、前記ＬＥＤ光源の発光面の形状とが相似形である請求項
１乃至１８の何れか１項記載の光源ユニット。
【請求項２０】
　前記放熱体は、アルミニウムまたはアルミニウム合金で構成され、表面にアルマイト処
理が施されている請求項１乃至１９の何れか１項記載の光源ユニット。
【請求項２１】
　請求項１乃至２０の何れか１項記載の光源ユニットを備える照明装置。
【請求項２２】
　前記光源ユニットを支持する光源ユニット支持体を備え、
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　前記光源ユニット支持体は、前記光源取り付け板に比べて熱伝導率の高い材料で構成さ
れており、
　前記光源ユニット支持体は、前記取り付け面の前記領域の少なくとも一部に接触してい
る請求項２１記載の照明装置。
【請求項２３】
　請求項７乃至１０の何れか１項記載の光源ユニットを一対または複数対備える照明装置
。
【請求項２４】
　前記対の一方の前記光源ユニットの前記台形の長い方の底辺と、前記対の他方の前記光
源ユニットの前記台形の長い方の底辺とを合わせるように配置することにより六角形が形
成されている請求項２３記載の照明装置。
【請求項２５】
　請求項９記載の光源ユニットと、
　請求項１０記載の光源ユニットと、
　を備え、
　請求項９記載の光源ユニットの前記台形の長い方の底辺と、請求項１０記載の光源ユニ
ットの前記台形の長い方の底辺とを合わせるように配置することにより六角形が形成され
るとともに、請求項９記載の光源ユニットの前記フィンと、請求項１０記載の光源ユニッ
トの前記フィンとが同一直線上に位置する照明装置。
【請求項２６】
　請求項６乃至１０の何れか１項記載の光源ユニットを複数備えた照明装置であって、
　前記ＬＥＤ光源の取り付け面と反対側から見たときに、各々の前記光源ユニットの前記
フィンが、前記照明装置の中心側から外側に向かって、略放射状を呈するように延びる照
明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）光源を有する光源ユ
ニット、およびこの光源ユニットを備えた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤを用いた照明装置が広く用いられている。一般に、ＬＥＤは、温度が高くなると
、発光効率が低下するとともに寿命も短くなってしまう。そのため、ＬＥＤを用いた照明
装置の設計においては、放熱面にも十分に留意する必要がある。
【０００３】
　従来、ＬＥＤを用いた大光束の高天井用シーリングライトのような照明器具では、ＬＥ
Ｄの発熱量が大きく、その熱を放熱させるための放熱フィンを大型化する必要があり、重
量が重くなるという問題がある。また、放熱フィンは、一般に、アルミニウム製であり、
ＬＥＤの基板もアルミニウム製である。このため、ＬＥＤの基板と放熱フィンとの間に絶
縁シートを介在させる必要があり、ＬＥＤから放熱フィンへの熱伝導率が低下するという
問題もある。
【０００４】
　下記特許文献１には、ＬＥＤを光源として備えた光源ユニットと、金属により形成され
光源ユニットが取り付けられる取り付け面を有する器具筐体と、光源ユニットに給電する
給電部を有するＬＥＤ照明器具において、器具筐体の取り付け面の、光源ユニットの背面
を密着させる接触部位を、窒化アルミニウムの熱伝導率（２００Ｗ／Ｋｍ）を下回らない
セラミックスからなる素材にする技術が開示されている。
【０００５】
　また、下記特許文献２には、基体と、この基体の一面上に設けられた複数の発光素子と
、基体の他面上に設けられた支持体と、支持体から外方に放射状に延びる複数の放熱フィ
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ンとを備える照明装置において、発光素子を覆うように蛍光体を含んだ樹脂で封止し、ソ
ケットに接続可能な電極を設けた照明装置が開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００６】
【特許文献１】特開２０１１‐９６４１６号公報
【特許文献２】特開２００５‐９３０９７号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　ＬＥＤを用いて大光束の照明器具を実現するには、ＬＥＤの数を増加させる必要がある
。ＬＥＤの数を増加させると、発熱量も増加してしまう。例えば、通常の１Ｗタイプの表
面実装型ＬＥＤ（１つ当たり１００ルーメン）を光源として用いて１００Ｗクラスの大光
束モジュールを作る場合、ＬＥＤを１００個実装しなければならない。
【０００８】
　一方、近年では、１つの基板にＬＥＤを高密度に実装したタイプのＬＥＤ光源も登場し
ている。このタイプのものは、大きな面積にチップを直接実装するため、従来のＬＥＤに
比べて、放熱面積を広く取ることができ、熱的にも優位性がある。
【０００９】
　大光束の照明器具の放熱の基本構成としては、一般に、ヒートシンクの一端に、要求さ
れる光束を得るために必要な数のＬＥＤ光源が設けられる。ＬＥＤ光源は、チップと、チ
ップを実装する基板と、チップを覆うように封止する蛍光体を含んだ樹脂とを有する構成
となっている。ＬＥＤ光源の構成部材である基板が金属製の場合には、ＬＥＤ光源と、こ
のＬＥＤ光源を取り付ける取り付け面との間に、絶縁部材が必要である。この絶縁部材と
して従来用いられている絶縁シートは、薄いが熱伝導率が低く、ＬＥＤ光源からヒートシ
ンクへの伝熱が妨げられる等の問題がある。
【００１０】
　本発明は、上述のような課題を解決するためになされたもので、ＬＥＤ光源が発する熱
を放熱させる放熱性に優れた光源ユニット、およびこの光源ユニットを備えた照明装置を
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】
　本発明に係る光源ユニットは、金属製の基板と基板に実装されたＬＥＤとを有するＬＥ
Ｄ光源と、ＬＥＤ光源を取り付ける取り付け面を有するセラミックス製の光源取り付け板
と、光源取り付け板の取り付け面の反対側の面に接触して設けられた金属製の放熱体取り
付け板と、放熱体取り付け板の、光源取り付け板との接触面に対し反対側に設けられ、Ｌ
ＥＤ光源から伝わった熱を放熱する放熱体と、を備え、光源取り付け板の取り付け面は、
ＬＥＤ光源の基板に覆われていない領域を有し、当該領域から放熱可能である。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、ＬＥＤ光源が発する熱を放熱させる放熱性に優れた光源ユニット、お
よびこの光源ユニットを備えた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】
【００１３】
【図１】本発明の実施の形態１の光源ユニットを示す斜視図である。
【図２】図１に示す光源ユニットを複数個備えた照明装置の実施の形態を示す斜視図であ
る。
【図３】図１に示す光源ユニットを斜め後ろから見た斜視図である。
【図４】図１に示す光源ユニットの前面図である。
【図５】図１に示す光源ユニットの後面図である。
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【図６】本発明の実施の形態１の光源ユニットを斜め後ろから見た一部切欠き斜視図であ
る。
【図７】本発明の実施の形態１の光源ユニットの変形例を斜め後ろから見た一部切欠き斜
視図である。
【図８】本発明の実施の形態２の光源ユニットを示す斜視図である。
【図９】本発明の実施の形態３の光源ユニットを示す斜視図である。
【図１０】本発明の実施の形態４の光源ユニットを示す斜視図である。
【図１１】本発明の実施の形態５の光源ユニットを示す斜視図である。
【図１２】本発明の実施の形態６の光源ユニットを示す斜視図である。
【図１３】本発明の実施の形態７の光源ユニットを示す斜視図である。
【図１４】本発明の実施の形態８の光源ユニットを示す斜視図である。
【図１５】本発明の実施の形態８の光源ユニットを示す後面図である。
【図１６】本発明の実施の形態９の光源ユニットを示す前面図である。
【図１７】本発明の実施の形態１０の光源ユニットを示す断面図である。
【図１８】本発明の実施の形態１１の光源ユニットを示す断面図である。
【図１９】本発明の実施の形態１２の光源ユニットを示す斜視図である。
【図２０】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２１】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２２】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを一対備えた照明装置１を示
す図である。
【図２３】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２４】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２５】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２６】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２７】本発明の実施の形態１２において、光源ユニットを複数対備えた照明装置を示
す図である。
【図２８】本発明の実施の形態１２の光源ユニットの他の構成例を示す斜視図である。
【図２９】図２８に示す光源ユニットの前面図である。
【図３０】本発明の実施の形態１３の照明装置を示す分解斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００１４】
　以下、図面を参照して本発明の実施の形態について説明する。なお、各図において共通
する要素には、同一の符号を付して、重複する説明を省略する。
【００１５】
実施の形態１．
　図１は、本発明の実施の形態１の光源ユニットを示す斜視図である。図１に示すように
、本実施形態の光源ユニット２は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ
）光源３と、光源取り付け板５と、放熱体取り付け板６と、放熱体７（ヒートシンク）と
を備えている。後述するように、この光源ユニット２は、照明装置に組み込んで使用され
る。本実施形態の光源ユニット２は、図１中での下方向に向かって投光する。以下では、
図１中での下方向に相当する方向を「前」とし、図１中での上方向に相当する方向を「後
」として説明する。
【００１６】
　ＬＥＤ光源３は、基板３ａと、この基板３ａに実装されたＬＥＤとを有している。本実
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施形態では、基板３ａは、金属製（例えばアルミニウム製）とされている。これにより、
基板３ａの熱伝導率を高くすることができ、放熱性の向上に寄与することができる。
【００１７】
　また、本実施形態のＬＥＤ光源３は、チップ・オン・ボード（Ｃｈｉｐ　Ｏｎ　Ｂｏａ
ｒｄ：ＣＯＢ）タイプのＬＥＤ光源（以下、「ＣＯＢ形ＬＥＤ光源」と称する）で構成さ
れている。すなわち、本実施形態のＬＥＤ光源３は、給電端子を備えた基板３ａと、この
基板３ａ上に直接に複数のＬＥＤベアチップを実装して樹脂封止することにより形成され
た発光面３ｂとを有している。このようなＣＯＢ形ＬＥＤ光源は、大光量で面発光するこ
とができる。このため、光源ユニット２のＬＥＤ光源３をＣＯＢ形ＬＥＤ光源で構成する
ことにより、照明装置に組み込む光源ユニット２の数を少なくすることができ、大光束の
照明装置を容易に実現することができる。ＬＥＤ光源３としては、例えば、基板３ａ上に
複数の青色系ＬＥＤベアチップを配置し、黄色系蛍光体混合の樹脂材料で封止した白色発
光のＣＯＢ形ＬＥＤ光源を好ましく用いることができる。また、ＬＥＤ光源３としては、
約５～３０Ｗ程度（例えば、外形寸法が約１５～４０ｍｍ四方程度、発光効率が１００ル
ーメン／Ｗ程度）の、大光束のＣＯＢ形ＬＥＤ光源を用いることが好ましい。
【００１８】
　光源取り付け板５は、ＬＥＤ光源３を取り付ける取り付け面５ａを有している。光源取
り付け板５は、セラミックス製であり、特に、例えばアルミナ等のファインセラミックス
製であることが好ましい。光源取り付け板５は、板状（本実施形態では円板状）をなして
いる。
【００１９】
　放熱体取り付け板６は、光源取り付け板５の取り付け面５ａの反対側の面に接触して設
けられている。放熱体取り付け板６と、光源取り付け板５とは、隙間無く密着しているこ
とが好ましい。放熱体取り付け板６は、板状（本実施形態では円板状）をなしている。放
熱体取り付け板６は、金属製であり、特にアルミニウム製またはアルミニウム合金製であ
ることが好ましい。放熱体取り付け板６を金属製にすることにより、放熱体取り付け板６
の熱伝導率を高くすることができるので、放熱性を向上することができる。放熱体取り付
け板６がアルミニウム製またはアルミニウム合金製である場合には、放熱体取り付け板６
の表面にアルマイト処理が施されていることが好ましい。放熱体取り付け板６の表面にア
ルマイト処理を施すことにより、放射率を高めることができ、放熱性を更に向上すること
ができる。
【００２０】
　光源取り付け板５と放熱体取り付け板６とは、例えば、ねじ、または、つめ部を有する
クリップ等の固定部材（図示せず）を用いて、互いに固定されることが好ましい。この場
合、光源取り付け板５と、放熱体取り付け板６とは、接着剤等を介さずに直接に接触する
ことが好ましい。これにより、光源取り付け板５と放熱体取り付け板６との間の伝熱が接
着剤層によって妨げられることを防止し、放熱性を向上することができる。また、光源取
り付け板５と放熱体取り付け板６との接触面に研磨加工を施すことにより、表面粗さを低
減しても良い。これにより、光源取り付け板５と放熱体取り付け板６とをより確実に密着
させることができ、光源取り付け板５と放熱体取り付け板６との間の伝熱を促進し、放熱
性を向上することができる。
【００２１】
　放熱体７は、放熱体取り付け板６の後面６ａに接触して設けられている。放熱体７は、
金属製であることが好ましく、特にアルミニウム製またはアルミニウム合金製であること
が好ましい。また、放熱体取り付け板６と放熱体７とは、同じ金属材料で構成されること
が好ましい。放熱体７を金属製にすることにより、放熱体７の熱伝導率を高くすることが
できるので、放熱性を向上することができる。放熱体７がアルミニウム製またはアルミニ
ウム合金製である場合には、放熱体７の表面にアルマイト処理が施されていることが好ま
しい。放熱体７の表面にアルマイト処理を施すことにより、放射率を高めることができ、
放熱性を更に向上することができる。
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【００２２】
　図２は、図１に示す光源ユニット２を複数個備えた照明装置の実施の形態を示す斜視図
である。図３は、図１に示す光源ユニット２を斜め後ろから見た斜視図である。図４は、
図１に示す光源ユニット２の前面図である。図５は、図１に示す光源ユニット２の後面図
である。
【００２３】
　図２に示す本実施形態の照明装置１は、天井面に埋込み、投光方向を床面に向けて照明
するように使用されるダウンライトであり、例えば数千～数万ルクス程度の大光束を発す
る照明装置として特に好適なものである。照明装置１は、複数個の光源ユニット２を備え
ている。本実施形態の照明装置１は、７個の光源ユニット２を備えており、中央に配置さ
れた１個の光源ユニット２の周囲を取り囲むように６個の光源ユニット２が等角度間隔で
配置されている。照明装置１は、更に、光源ユニット前方支持体２０（光源ユニット支持
体）と、光源ユニット後方支持体２３と、反射体２４と、透光板２９と、表面反射枠３０
とを有している。光源ユニット前方支持体２０は、複数個の光源ユニット２の前方部分を
一括して支持する。光源ユニット後方支持体２３は、複数個の光源ユニット２の後方部分
を一括して支持する。反射体２４は、光源ユニット前方支持体２０の前面側に配置される
。反射体２４は、例えば高反射性樹脂材料で成形され、板状をなしている。反射体２４に
は、複数の個別開口２５が形成されている。各々の個別開口２５は、各々の光源ユニット
２が備えるＬＥＤ光源３の発光面３ｂを個別に露出させる。個別開口２５の内周面は、す
り鉢状をなしており、前方に向かって内径が連続的に拡大している。個別開口２５の内周
面は、ＬＥＤ光源３の発光面３ｂを囲むように配置される。反射体２４は、ＬＥＤ光源３
の側方発光成分を、個別開口２５の内周面で反射させて、前面側へ光線方向を制御するよ
うな光学的機能を有する。透光板２９は、反射体２４の前面側に配置される。透光板２９
は、光源保護および配光制御の機能を有する。透光板２９は、目的とする光質に合わせて
、表面がクリアまたはブラスト状の透光性樹脂材料で構成されることが好ましい。また、
目的によっては、透光板２９がレンズ機能を兼ね備える構成であっても良い。表面反射枠
３０は、反射体２４および透光板２９の外周を囲むように配置される。表面反射枠３０は
、金属を主材料とし、少なくとも内周面が拡散状あるいは高反射性の鏡面状であることが
好ましい。表面反射枠３０は、光を反射する配光制御あるいはグレア防止機能を有する。
また、本実施形態の表面反射枠３０には、天井面に照明装置１を埋め込んで設置する際に
照明装置１を支持可能とする支持部３０ａが腕状に突出して設けられている。本実施形態
の照明装置１では、光源ユニット前方支持体２０および光源ユニット後方支持体２３が、
複数の光源ユニット２を固定可能な固定手段として機能する。
【００２４】
　本実施形態では、ＣＯＢ形ＬＥＤ光源を光源ユニット２のＬＥＤ光源３として用いるこ
とにより、大光束の照明装置１を少ない数の光源ユニット２で実現できる。ＣＯＢ形ＬＥ
Ｄ光源は、発熱量が大きいため、放熱性を良好にして低温化し、ＬＥＤチップの性能（発
光効率）を十分引き出すことが重要になる。本実施形態の光源ユニット２によれば、優れ
た放熱性を奏することができ、ＬＥＤ光源３の温度を低温化することができる。このため
、ＬＥＤチップの性能（発光効率）を十分引き出すことができ、また、ＬＥＤ光源３の寿
命を長くすることができる。
【００２５】
　図１および図４に示すように、本実施形態では、ＬＥＤ光源３は、光源取り付け板５の
取り付け面５ａの中央部に配置され、ねじ１２を用いて取り付け面５ａに固定されている
。また、本実施形態では、ＬＥＤ光源３に給電する給電線１１は、ＬＥＤ光源３上の接続
端子に、はんだ付けで直結されている。
【００２６】
　光源ユニット２では、光源取り付け板５をセラミックス製にすることにより、ＬＥＤ光
源３の金属製の基板３ａと、金属製の放熱体取り付け板６および放熱体７とを確実に絶縁
することができる。また、セラミックスは、比較的高い熱伝導率を有している。このため
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、本実施形態の光源ユニット２によれば、ＬＥＤ光源３から光源取り付け板５を介して放
熱体取り付け板６および放熱体７へ効率良く伝熱させることができ、放熱性を向上するこ
とができる。なお、ＬＥＤ光源３、光源取り付け板５、放熱体取り付け板６および放熱体
７の接続面は、十分に平滑性があるよう処理されていることが好ましく、より一層荒面の
平滑性を保つために熱伝導性を高めるシートを挟んでも良く、またグリスを塗布しても良
い。本実施形態におけるセラミックス製の光源取り付け板５の代替として、ＬＥＤ光源３
の基板３ａと放熱体取り付け板６および放熱体７とを絶縁する絶縁シートあるいは絶縁グ
リスなどを介在させた場合には、絶縁シートあるいは絶縁グリスの熱伝導率が低いため、
ＬＥＤ光源３から放熱体取り付け板６および放熱体７への伝熱が抑制され、放熱性が低下
する。
【００２７】
　また、本実施形態では、図４に示すように、光源取り付け板５の取り付け面５ａの面積
は、ＬＥＤが実装されたＬＥＤ光源３の基板３ａに比べて大きい面積を有している。すな
わち、光源取り付け板５の取り付け面５ａには、ＬＥＤ光源３の基板３ａに覆われていな
い領域が存在し、その領域の少なくとも一部は、樹脂モールド等に覆われることなく露出
する。このため、ＬＥＤ光源３から光源取り付け板５に伝わった熱が、取り付け面５ａの
ＬＥＤ光源３の基板３ａに覆われていない領域から、放射、空気あるいは他の部材への伝
熱等により、効率良く放熱可能である。このように、本実施形態では、放熱体取り付け板
６および放熱体７だけでなく、光源取り付け板５からも効率良く放熱することができるの
で、放熱性を更に向上することができる。
【００２８】
　また、本実施形態では、光源取り付け板５の取り付け面５ａのほぼ中央にＬＥＤ光源３
が配置されている。このため、光源取り付け板５の取り付け面５ａには、ＬＥＤ光源３の
基板３ａの周囲の全周に渡って、基板３ａに覆われていない領域が存在する。このような
構成により、光源取り付け板５の取り付け面５ａの、ＬＥＤ光源３の基板３ａに覆われて
いない領域から、効率良く放熱可能である。光源取り付け板５の厚さは、特に限定されな
いが、２ｍｍ～８ｍｍであることが好ましい。光源取り付け板５の厚さをこのような値に
することにより、光源取り付け板５の強度を十分に高くしつつ、放熱性を良好にすること
ができる。
【００２９】
　また、光源取り付け板５の取り付け面５ａの反対側の面に接触して金属製の放熱体取り
付け板６が設けられていることにより、以下のような理由から、更に放熱性を向上するこ
とができる。光源取り付け板５を構成するセラミックスは、金属に比べると熱伝導率が低
いため、光源取り付け板５の厚さ方向には良好に伝熱するが、光源取り付け板５の面方向
には熱が伝わりにくい。そのため、仮に放熱体取り付け板６が無かったとすると、ＬＥＤ
光源３から光源取り付け板５の中央部分に伝わった熱が、光源取り付け板５の周縁部分ま
で伝わりにくい場合がある。そのような場合には、光源取り付け板５の周縁部分の温度が
低くなるため、光源取り付け板５の周縁部分からの放熱量が小さくなる。これに対し、金
属製の放熱体取り付け板６を設けた場合には、ＬＥＤ光源３から光源取り付け板５の中央
部分に伝わった熱が放熱体取り付け板６の中央部分に伝わる。金属で構成される放熱体取
り付け板６の熱伝導率は高いため、放熱体取り付け板６の中央部分に伝わった熱は、放熱
体取り付け板６の面方向にも効率良く伝わり、放熱体取り付け板６の周縁部分まで確実に
伝熱する。このため、放熱体取り付け板６は、周縁部分まで含めて全体的に昇温する。そ
のようにして昇温した放熱体取り付け板６の周縁部分から、光源取り付け板５の周縁部分
へ熱が伝わることにより、光源取り付け板５の周縁部分も昇温する。このようにして、放
熱体取り付け板６の周縁部分から、光源取り付け板５の周縁部分へ、熱を伝え返すことが
できるため、光源取り付け板５の周縁部分の温度を上昇させることができる。その結果、
光源取り付け板５の周縁部分からの放熱量を大きくすることができるため、放熱性を更に
向上することができる。
【００３０】
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　特に、本実施形態では、光源取り付け板５の取り付け面５ａの反対側の面のほぼ全面に
、放熱体取り付け板６が接触している。このため、光源取り付け板５の周縁部分を含めて
光源取り付け板５の全体を確実に昇温させることができるので、光源取り付け板５からの
放熱量を大きくすることができ、放熱性を更に向上することができる。ここで言う「ほぼ
全面」とは、好ましくは８０％以上の面積、より好ましくは９０％以上の面積を言うもの
とする。光源取り付け板５の取り付け面５ａの反対側の面の面積に対し、このような割合
で放熱体取り付け板６が接触していることにより、光源取り付け板５の全体を確実に昇温
させることができる。
【００３１】
　また、本実施形態では、図４に示すように、ＬＥＤ光源３の発光面３ｂの形状と、光源
取り付け板５の取り付け面５ａの形状とが共に円形であり、発光面３ｂの中心と光源取り
付け板５の取り付け面５ａの中心とが一致するようにＬＥＤ光源３が配置されている。こ
のように、ＬＥＤ光源３の発光面３ｂの形状と、光源取り付け板５の取り付け面５ａの形
状とを相似形にすることにより、発熱部分である発光面３ｂの縁部から光源取り付け板５
の縁部までの距離が全周に渡って等しくなるため、光源取り付け板５の、発光面３ｂの外
周側の領域の温度を全周に渡って均一化することができる。これにより、光源取り付け板
５の全体をむら無く放熱に寄与させることができるため、放熱性を更に向上することがで
きる。
【００３２】
　図３に示すように、本実施形態における放熱体７は、中空の円筒形の支柱部８と、支柱
部８から放射状に外側に突出する複数のフィン９（放熱要素）とを有する形状をなしてい
る。放熱体７をこのような形状にすることにより、フィン９の総面積を大きくすることが
でき、放熱性を向上することができる。また、支柱部８を中空にしたことにより、光源ユ
ニット２の軽量化が図れる。また、フィン９は、放熱体取り付け板６に対して垂直になっ
ている。このため、ＬＥＤ光源３に対して垂直方向に熱の流れが起きるようにして放熱さ
せることができるので、放熱性を向上することができる。なお、支柱部８とフィン９とは
、一体的に形成されていることが好ましい。
【００３３】
　支柱部８の軸方向は、放熱体取り付け板６に対し垂直になっている。支柱部８の後端部
は、開口している。このため、支柱部８の中空部を空気が通過可能になるので、放熱性を
向上することができる。
【００３４】
　本実施形態では、図５に示すように、光源取り付け板５および放熱体取り付け板６の直
径は、支柱部８の直径に比べて、十分に大きくなっている。また、光源取り付け板５およ
び放熱体取り付け板６の直径は、放熱体７全体の直径（フィン９の先端での外径）に比べ
て、ほぼ同じかまたはやや小さい寸法になっている。このような構成により、光源ユニッ
ト２の前端から後端に渡って光源ユニット２の外径がほぼ同じ大きさになっている。この
ため、光源取り付け板５および放熱体取り付け板６から放熱体７への伝熱を促進すること
ができ、光源ユニット２として高い放熱性すなわち光源低温化機能を持つとともに、照明
装置１へ装着する際に、複数の光源ユニット２を小さなスペースに効率良く配置すること
ができるので、照明装置１の小型化に寄与する。
【００３５】
　また、図４および図５に示すように、本実施形態では、ＬＥＤ光源３と重ならない部分
の光源取り付け板５および放熱体取り付け板６に、光源取り付け板５および放熱体取り付
け板６を連続して貫通する貫通孔１７が複数個所に設けられている。図５に示すように、
この貫通孔１７は、放熱体取り付け板６の後面６ａにおいて、隣り合うフィン９の間に開
口する。本実施形態では、この貫通孔１７を空気が流通可能になるので、フィン９の表面
付近の通風が促進される。このため、放熱性を更に向上することができる。
【００３６】
　図６は、本発明の実施の形態１の光源ユニット２を斜め後ろから見た一部切欠き斜視図
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である。なお、図６では、説明の都合上、支柱部８の周方向の一部とその部分から突出す
るフィン９とを切り欠いて除去した状態を示している。図６に示すように、支柱部８の前
端部には、開口を覆う前壁８ａが形成されている。支柱部８の前端部に形成された前壁８
ａが放熱体取り付け板６の後面６ａに接触することにより、放熱体取り付け板６と放熱体
７との接触面積を大きくすることができ、放熱体取り付け板６から放熱体７への伝熱を促
進し、放熱性を向上することができる。また、本実施形態では、フィン９の前端面も放熱
体取り付け板６の後面６ａに接触している。このため、放熱体取り付け板６と放熱体７と
の接触面積を更に大きくすることができ、放熱体取り付け板６から放熱体７への伝熱を更
に促進し、放熱性を更に向上することができる。
【００３７】
　また、図６に示すように、本実施形態の光源ユニット２は、光源取り付け板５、放熱体
取り付け板６および支柱部８の前壁８ａを連続して貫通する貫通孔１８を有している。Ｌ
ＥＤ光源３に給電する給電線１１は、取り付け面５ａ側から、この貫通孔１８を通って、
光源取り付け板５、放熱体取り付け板６および支柱部８の前壁８ａを貫通し、支柱部８の
内部に達する。そして、給電線１１は、支柱部８の内部を通って支柱部８の後端部の開口
から外部へ延び、外部電源の接続端子に接続可能になっている。
【００３８】
　図７は、本発明の実施の形態１の光源ユニット２の変形例（光源ユニット２Ａ）を斜め
後ろから見た一部切欠き斜視図である。図７に示す光源ユニット２Ａは、上述した光源ユ
ニット２の変形例であり、給電線１１の配設方法が異なること以外は光源ユニット２とほ
ぼ同様である。なお、図７では、説明の都合上、支柱部８の周方向の一部とその部分から
突出するフィン９とを切り欠いて除去した状態を示している。図７に示す光源ユニット２
Ａでは、放熱体７の支柱部８の側壁に給電用開口１４が形成され、給電用開口１４の形成
箇所においてフィン９が一部欠損している。ＬＥＤ光源３に給電する給電線１１は、取り
付け面５ａ側から、貫通孔１８を通って、光源取り付け板５、放熱体取り付け板６および
支柱部８の前壁８ａを貫通し、支柱部８の内部に達する。そして、給電線１１は、支柱部
８の内部から給電用開口１４を通って支柱部８の側方（放熱体７の側方）に出て外部へ延
び、外部電源の接続端子に接続可能になっている。
【００３９】
　本実施形態によれば、照明装置１が備える複数の光源ユニット２の各々がそれぞれ個別
の放熱体７（ヒートシンク）を備えていることにより、複数のＬＥＤ光源３に対するヒー
トシンクが一体化されている構成の照明装置に比べて、軽量化が可能となる。また、ＬＥ
Ｄ光源３の搭載個数が異なる複数種類の照明装置を製造する場合に、ヒートシンクをそれ
ぞれ個別に設計および製造する必要がない。このため、開発コストおよび製造コストを低
減することができる。なお、本実施形態では、放熱体取り付け板６と放熱体７とを別々の
部材で構成しているが、放熱体取り付け板６と放熱体７とを一体的に形成しても良い。
【００４０】
　また、本実施形態の照明装置１では、光源取り付け板５が例えばねじ等を用いて光源ユ
ニット前方支持体２０に固定されることによって、光源ユニット２が光源ユニット前方支
持体２０に支持されている。光源ユニット前方支持体２０は、図示を省略するが、板状を
なし、ＬＥＤ光源３の少なくとも発光面３ｂを露出させる開口を有している。光源ユニッ
ト前方支持体２０は、光源取り付け板５の取り付け面５ａの、ＬＥＤ光源３の基板３ａに
覆われていない領域の一部に接触する。光源ユニット前方支持体２０は、光源取り付け板
５に比べて熱伝導率の高い材料（例えば金属材料）で構成されていることが好ましい。こ
れにより、光源取り付け板５からの熱を光源ユニット前方支持体２０に伝えることによっ
て放熱することができ、放熱性を更に向上することができる。
【００４１】
実施の形態２．
　次に、図８を参照して、本発明の実施の形態２について説明するが、上述した実施の形
態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略す
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る。図８は、本発明の実施の形態２の光源ユニットを示す斜視図である。図８に示すよう
に、本実施形態の光源ユニット２Ｂが備える放熱体７Ｂは、中空の円筒形の支柱部８と、
支柱部８から放射状に外側に突出する複数のフィン９Ｂ（放熱要素）とを有する形状をな
している。また、放熱体７Ｂは、放熱体取り付け板６からの距離が大きくなるにつれて、
支柱部８の径方向についてのフィン９Ｂの長さが長くなる形状になっている。このような
構成により、放熱体取り付け板６からの距離が大きくなるにつれて、放熱体７Ｂの軸方向
（支柱部８の軸方向）の単位長さ当たりの放熱面積が大きくなる。このため、放熱性を更
に向上することができる。
【００４２】
実施の形態３．
　次に、図９を参照して、本発明の実施の形態３について説明するが、上述した実施の形
態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略す
る。図９は、本発明の実施の形態３の光源ユニットを示す斜視図である。図９に示すよう
に、本実施形態の光源ユニット２Ｃが備える放熱体７Ｃは、中空の円筒形の支柱部８Ｃと
、支柱部８Ｃから放射状に外側に突出する複数のフィン９Ｃ（放熱要素）とを有する形状
をなしている。放熱体７Ｃは、放熱体取り付け板６からの距離が大きくなるにつれて、支
柱部８Ｃの直径が小さくなる形状になっている。すなわち、支柱部８Ｃは、テーパー状を
なしている。また、放熱体７Ｃは、放熱体取り付け板６からの距離が大きくなるにつれて
、支柱部８の径方向についてのフィン９Ｃの長さが長くなる形状になっている。このよう
な構成により、放熱体取り付け板６からの距離が大きくなるにつれて、放熱体７Ｃの軸方
向（支柱部８Ｃの軸方向）の単位長さ当たりの放熱面積が大きくなる。このため、放熱性
を更に向上することができる。
【００４３】
　前述した実施の形態２の光源ユニット２Ｂでは、放熱体７Ｂ全体の直径（フィン９Ｂの
先端での外径）が、放熱体７Ｂの後端に向かって拡大している。このため、照明装置に複
数の光源ユニット２Ｂを組み込む場合に、隣接する二つの光源ユニット２Ｂの間隔を広く
する必要があり、光源ユニット２Ｂを高密度に搭載できない場合がある。
【００４４】
　これに対し、本実施形態の光源ユニット２Ｃでは、放熱体取り付け板６からの距離が大
きくなるにつれて、支柱部８Ｃの直径が小さくなり、かつ、支柱部８の径方向についての
フィン９Ｃの長さが長くなることにより、放熱体７Ｃ全体の直径（フィン９Ｃの先端での
外径）を、放熱体７Ｃの軸方向（支柱部８Ｃの軸方向）に沿って、ほぼ一定にすることが
できる。このため、本実施形態によれば、照明装置に複数の光源ユニット２Ｃを組み込む
場合に、隣接する二つの光源ユニット２Ｃの間隔を実施の形態２に比べて狭くすることが
でき、光源ユニット２Ｃを実施の形態２に比べて高密度に搭載することができる。
【００４５】
実施の形態４．
　次に、図１０を参照して、本発明の実施の形態４について説明するが、上述した実施の
形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略
する。図１０は、本発明の実施の形態４の光源ユニットを示す斜視図である。図１０に示
すように、本実施形態の光源ユニット２Ｄが備える放熱体７Ｄは、中空の円筒形の支柱部
８Ｄと、支柱部８Ｄから放射状に外側に突出する複数のフィン９（放熱要素）とを有する
形状をなしている。支柱部８Ｄの、隣り合う二つのフィン９の付け根の間には、支柱部８
Ｄの外側と内側とを連通する開口８１が形成されている。本実施形態の光源ユニット２Ｄ
では、空気が開口８１を通過可能になるので、放熱体７Ｄの放熱を更に促進することがで
き、放熱性を更に向上することができる。なお、図示の構成では、開口８１は、支柱部８
Ｄの前端付近から後端付近まで連続して形成されており、細長い形状をなしている。開口
８１は、このような構成に限らず、支柱部８Ｄの軸方向に沿って複数個に分割されていて
もよい。
【００４６】
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実施の形態５．
　次に、図１１を参照して、本発明の実施の形態５について説明するが、上述した実施の
形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略
する。図１１は、本発明の実施の形態５の光源ユニットを示す斜視図である。図１１に示
すように、本実施形態の光源ユニット２Ｅが備える放熱体７Ｅは、中空の円筒形の支柱部
８Ｅと、支柱部８Ｅから放射状に外側に突出する複数のフィン９（放熱要素）とを有する
形状をなしている。支柱部８Ｅの、隣り合う二つのフィン９の付け根の間には、支柱部８
Ｅの外側と内側とを連通する開口８２が形成されている。本実施形態の光源ユニット２Ｅ
は、前述した実施の形態４の光源ユニット２Ｄに比べて、フィン９の枚数が少なく、開口
８２が開口８１より広くなっている。本実施形態の光源ユニット２Ｅでは、前述した実施
の形態４の光源ユニット２Ｄと同様に、空気が開口８２を通過可能になるので、放熱体７
Ｅの放熱を促進することができ、放熱性を向上することができる。
【００４７】
実施の形態６．
　次に、図１２を参照して、本発明の実施の形態６について説明するが、上述した実施の
形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略
する。図１２は、本発明の実施の形態６の光源ユニットを示す斜視図である。図１２に示
すように、本実施形態の光源ユニット２Ｆが備える放熱体７Ｆは、互いに平行に設けられ
た複数の平板状のフィン７１（放熱要素）によって構成されている。フィン７１は、放熱
体取り付け板６に対して垂直に設けられている。このような放熱体７Ｆを備えた光源ユニ
ット２Ｆを用いた場合であっても、実施の形態１と同様の効果が得られる。なお、本実施
形態では、フィン７１の一部に、空気が通過可能な開口（図示せず）を形成し、その開口
を空気が通過可能にしても良い。
【００４８】
実施の形態７．
　次に、図１３を参照して、本発明の実施の形態７について説明するが、上述した実施の
形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略
する。図１３は、本発明の実施の形態７の光源ユニットを示す斜視図である。図１３に示
すように、本実施形態の光源ユニット２Ｇが備える放熱体７Ｇは、互いに平行に設けられ
た複数の棒状の放熱要素７２によって構成されている。放熱要素７２は、放熱体取り付け
板６に対して垂直に設けられている。このような放熱体７Ｇを備えた光源ユニット２Ｇを
用いた場合であっても、実施の形態１と同様の効果が得られる。なお、本実施形態におけ
る放熱要素７２は、円柱状をなしているが、例えば四角柱状などの多角柱状であってもよ
い。なお、本実施形態では、放熱要素７２の一部に削り加工等を施すことにより、通風効
率がより良くなるように放熱要素７２の一部の形状を変えても良い。
【００４９】
実施の形態８．
　次に、図１４および図１５を参照して、本発明の実施の形態８について説明するが、上
述した実施の形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付
し説明を省略する。図１４は、本発明の実施の形態８の光源ユニットを示す斜視図である
。図１５は、本発明の実施の形態８の光源ユニットを示す後面図である。なお、図１４で
は、ＬＥＤ光源３の取り付け前の状態を示している。これらの図に示すように、本実施形
態の光源ユニット２Ｈが備える放熱体７Ｈは、互いに平行に設けられた複数の平板状のフ
ィン７３（放熱要素）によって構成されている。フィン７３は、放熱体取り付け板６に対
して垂直に設けられている。また、本実施形態の光源ユニット２Ｈでは、光源取り付け板
５および放熱体取り付け板６を貫通する貫通孔１７が複数個所に設けられている。図１５
に示すように、この貫通孔１７は、放熱体取り付け板６の後面６ａにおいて、隣り合うフ
ィン７３の間に開口する。図示の構成では、４組の隣り合うフィン７３の間に、それぞれ
、貫通孔１７が３個ずつ形成されている。本実施形態では、これらの貫通孔１７を空気が
通過可能になるので、フィン７３の表面付近の通風が促進され、放熱性を更に向上するこ
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とができる。このような放熱体７Ｈを備えた光源ユニット２Ｈを用いた場合であっても、
実施の形態１と同様の効果が得られる。なお、本実施形態では、フィン７３の一部に、空
気が通過可能な開口（図示せず）を形成し、その開口を空気が通過可能にしても良い。
【００５０】
実施の形態９．
　次に、図１６を参照して、本発明の実施の形態９について説明するが、上述した実施の
形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省略
する。図１６は、本発明の実施の形態９の光源ユニットを示す前面図である。図１６に示
すように、本実施形態の光源ユニット２Ｊでは、ＬＥＤ光源３Ｊの発光面３ｂの形状と、
光源取り付け板５Ｊの取り付け面５ａの形状とが、共に正方形である。ＬＥＤ光源３Ｊは
、発光面３ｂの中心が、光源取り付け板５Ｊの取り付け面５ａの中心に一致するように配
置されている。このように、ＬＥＤ光源３Ｊの発光面３ｂの形状と、光源取り付け板５Ｊ
の取り付け面５ａの形状とを相似形にすることにより、発熱部分である発光面３ｂの縁部
から光源取り付け板５Ｊの縁部までの距離が全周に渡って等しくなるため、光源取り付け
板５Ｊの、発光面３ｂの外周側の領域の温度を全周に渡って均一化することができる。こ
れにより、光源取り付け板５Ｊの全体をむら無く放熱に寄与させることができるため、放
熱性を更に向上することができる。
【００５１】
実施の形態１０．
　次に、図１７を参照して、本発明の実施の形態１０について説明するが、上述した実施
の形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省
略する。図１７は、本発明の実施の形態１０の光源ユニットを示す断面図である。図１７
に示す本実施形態の光源ユニット２Ｋは、ＬＥＤ光源３と、光源取り付け板５Ｋと、放熱
体取り付け板６Ｋと、放熱体７Ｋとを備えている。光源ユニット２Ｋを前面から見たとき
、放熱体取り付け板６Ｋの面積は、光源取り付け板５Ｋの面積に比べて大きくなっている
。また、放熱体取り付け板６Ｋには、光源取り付け板５Ｋの外形と同じ形状の凹部が形成
されており、当該凹部に光源取り付け板５Ｋが埋め込まれている。本実施形態では、この
ような構成により、光源取り付け板５Ｋを放熱体取り付け板６Ｋによって保護することが
できる。このため、光源取り付け板５の厚さが薄い場合であっても、光源取り付け板５の
ヒビあるいは割れをより確実に防止することができる。また、光源取り付け板５Ｋの側面
にも放熱体取り付け板６Ｋが接触しているため、光源取り付け板５Ｋと放熱体取り付け板
６Ｋとの間の伝熱を更に促進することができ、放熱性を更に向上することができる。また
、本実施形態では、放熱体取り付け板６Ｋ上には、複数のクリップ４０（固定部材）が設
置されている。光源取り付け板５Ｋは、クリップ４０の爪部に当接することにより、放熱
体取り付け板６Ｋに対し固定されている。
【００５２】
実施の形態１１．
　次に、図１８を参照して、本発明の実施の形態１１について説明するが、上述した実施
の形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省
略する。図１８は、本発明の実施の形態１１の光源ユニットを示す断面図である。図１８
に示す本実施形態の光源ユニット２Ｌは、ＬＥＤ光源３と、光源取り付け板５と、放熱体
取り付け板６Ｌと、放熱体７Ｌとを備えている。放熱体取り付け板６Ｌは、放熱体７Ｌと
の接触面側に、凸部６１を有している。放熱体７Ｌは、放熱体取り付け板６Ｌと接触する
側に開口または隙間を有しており、当該開口または隙間に凸部６１が挿入している。本実
施形態では、このような構成により、放熱体取り付け板６Ｌから放熱体７Ｌの端面に伝熱
するだけでなく、放熱体取り付け板６Ｌの凸部６１から放熱体７Ｌの上記開口または隙間
の内壁面にも伝熱することができる。このため、放熱体取り付け板６Ｌと放熱体７Ｌとの
間の伝熱を更に促進することができ、放熱性を更に向上することができる。
【００５３】
実施の形態１２．
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　次に、図１９乃至図２９を参照して、本発明の実施の形態１２について説明するが、上
述した実施の形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付
し説明を省略する。図１９は、本発明の実施の形態１２の光源ユニットを示す斜視図であ
る。図１９に示す本実施の形態１２の光源ユニット２は、ＬＥＤ光源３と、光源取り付け
板５と、放熱体取り付け板６と、放熱体７（ヒートシンク）とを備えている。この光源ユ
ニット２は、照明装置１に組み込んで使用される。本実施の形態１２の光源ユニット２は
、図１９中での上方向に向かって投光する。以下では、図１９中での上方向に相当する方
向を「前」とし、図１９中での下方向に相当する方向を「後」として説明する。
【００５４】
　図１９に示すように、本実施の形態１２の光源ユニット２が備える光源取り付け板５お
よび放熱体取り付け板６の形状は、台形をなしている。以下の説明では、台形の底辺以外
の二辺を「脚」と呼ぶ。本実施の形態１２では、光源取り付け板５および放熱体取り付け
板６の形状を、短い方の底辺の長さと脚の長さとが等しい等脚台形としている。等脚台形
は、正六角形を半分に切った形状である。なお、本実施の形態１２では、光源取り付け板
５および放熱体取り付け板６の両方を台形としているが、光源取り付け板５および放熱体
取り付け板６の何れか一方を台形とし、他方はその台形に包含される他の形状としても良
い。本実施の形態１２の以下の説明では、光源取り付け板５および放熱体取り付け板６の
形状である台形のことを、単に「台形」と呼ぶ。
【００５５】
　本実施の形態１２の光源ユニット２が備える放熱体７は、放熱体取り付け板６に対して
垂直に設けられた複数の板状のフィン９で構成されている。フィン９は、台形の投影範囲
から、はみ出ないように設けられている。
【００５６】
　図２０、図２１、図２３乃至図２７は、それぞれ、本発明の実施の形態１２において、
光源ユニット２を複数対備えた照明装置１を示す図である。図２２は、本発明の実施の形
態１２において、光源ユニット２を一対備えた照明装置１を示す図である。なお、図２０
乃至図２７では、照明装置１の構成要素のうち、光源ユニット２以外の要素については、
図示を省略する。
【００５７】
　図２０（ａ）～図２７（ａ）は、それぞれ、本実施の形態１２の照明装置１を、「前」
から見た図、すなわちＬＥＤ光源３の取り付け面側から見た図である。図２０（ｂ）～図
２７（ｂ）、図２０（ｃ）～図２７（ｃ）は、それぞれ、本実施の形態１２の照明装置１
を、「後」から見た図、すなわちＬＥＤ光源３の取り付け面と反対側から見た図である。
本実施の形態１２の光源ユニット２には、フィン９の配置が異なる３種類がある。第１種
の光源ユニット２では、フィン９の各々が、台形の底辺に対し垂直に配置されている。第
２種の光源ユニット２では、フィン９の各々が、台形の一対の脚のうち、当該フィン９に
近い方の脚と同じ側に傾斜している。第３種の光源ユニット２では、フィン９の各々が、
台形の一対の脚のうち、当該フィン９に近い方の脚と反対側に傾斜している。なお、第２
種および第３種の光源ユニット２において、台形の一対の脚からの距離が略等しいフィン
９、すなわち台形の底辺の略中央に位置するフィン９は、台形の底辺に対し垂直になって
いる。本実施の形態１２の以下の説明では、便宜上、第１種の光源ユニット２を光源ユニ
ット２Ｍと称し、第２種の光源ユニット２を光源ユニット２Ｎと称し、第３種の光源ユニ
ット２を光源ユニット２Ｐと称する。また、光源ユニット２Ｍ，２Ｎ，２Ｐを区別する必
要のない場合には、総称して光源ユニット２と呼ぶ。
【００５８】
　図２０（ｂ）～図２７（ｂ）は、それぞれ、図２０（ａ）～図２７（ａ）に示す照明装
置１を、光源ユニット２Ｍを用いて構成した場合を示している。また、図２０（ｃ）、図
２３（ｃ）～図２７（ｃ）は、それぞれ、図２０（ａ）、図２３（ａ）～図２７（ａ）に
示す照明装置１を、光源ユニット２Ｎと光源ユニット２Ｐとの両方を用いて構成した場合
を示している。図２１（ｃ）は、図２１（ａ）に示す照明装置１を、光源ユニット２Ｎを
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用いて構成した場合を示している。図２２（ｃ）は、図２１（ａ）に示す照明装置１を、
光源ユニット２Ｐを用いて構成した場合を示している。
【００５９】
　図２０～図２７に示すように、本実施の形態１２の照明装置１は、光源ユニット２を一
対または複数対備えている。図２０、図２２～図２７に示すように、本実施の形態１２に
よれば、一対の光源ユニット２を、台形の長い方の底辺同士を合わせるように配置するこ
とにより、六角形を形成している。このような配置によれば、ＬＥＤ光源３間の距離が近
くなるように一対の光源ユニット２を組み合わせることができるため、照明装置１の照射
面にムラができにくくなる。更に、この一対の光源ユニット２が形成する六角形を、ハニ
カム状に、複数組み合わせることによって、様々な形状および大きさの照明装置１を形成
することが可能となる（図２３～図２７参照）。このため、照明装置１が備える光源ユニ
ット２の総数が２の倍数の場合に、光源ユニット２同士の組み合わせがし易くなる。特に
、本実施の形態１２では、光源取り付け板５および放熱体取り付け板６の形状を等脚台形
にしたことにより、一対の光源ユニット２を組み合わせて正六角形が形成されるので、上
記効果をより顕著に奏することができる。ただし、本実施の形態１２では、図２０あるい
は図２１に示す照明装置１のように、一部または全部の光源ユニット２が、六角形を形成
しないように配置されていても良い。
【００６０】
　また、本実施の形態１２の照明装置１では、図２０（ｂ）～図２７（ｂ）、あるいは図
２０（ｃ）～図２７（ｃ）に示すように、各々の光源ユニット２のフィン９が、照明装置
１の中心側から外側に向かって、略放射状を呈するように延びている。一般に、照明装置
１の中心部分は、周囲を囲まれているため、熱がこもり易い。これに対し、本実施の形態
１２の照明装置１によれば、各々の光源ユニット２のフィン９を上記のように配置したこ
とにより、空気が、照明装置１の中心側から外側に向かって、フィン９間の隙間を通って
効率良く流れることができる。このため、熱がこもり易い照明装置１の中心部分を効率良
く放熱させることができる。また、図２４～図２７に示すように、一対の光源ユニット２
が形成する六角形を、ハニカム状に、複数組み合わせる場合には、各々の六角形の向きが
６０°毎に調整可能である。このため、各々の光源ユニット２のフィン９が、照明装置１
の中心側から外側に向かって、略放射状を呈して延びるように、フィン９の向きを容易に
調整することができる。なお、前述した図１２に示す光源ユニット２Ｆあるいは図１４に
示す光源ユニット２Ｈを複数用いて照明装置１を構成する場合にも、各々の光源ユニット
２Ｆ，２Ｈのフィン７１，７３が、照明装置１の中心側から外側に向かって、略放射状を
呈するように延びるように、各々の光源ユニット２Ｆ，２Ｈを配置することが好ましい。
これにより、上記と同様の効果が得られる。
【００６１】
　また、図２３（ｃ）～図２７（ｃ）に示す照明装置１では、光源ユニット２Ｎと光源ユ
ニット２Ｐとを対として六角形を形成し、この対において、光源ユニット２Ｎのフィン９
と、光源ユニット２Ｐのフィン９とが同一直線上に位置している。このため、フィン９間
の隙間を通る空気の流れが乱されることがなく、フィン９間の隙間を空気がより効率良く
通過することができる。更に、各々の光源ユニット２のフィン９が、照明装置１の中心側
から外側に向かって、より放射状に近い形に配置される。このようなことから、図２３（
ｃ）～図２７（ｃ）に示す照明装置１では、より優れた放熱性能が得られる。
【００６２】
　図２８は、本発明の実施の形態１２の光源ユニット２の他の構成例を示す斜視図である
。図２９は、図２８に示す光源ユニット２の前面図である。図２８および図２９に示す光
源ユニット２では、フィン９の一部が、台形の投影範囲から、はみ出るように設けられて
いる。図２８および図２９に示す例では、台形の長い方の底辺からフィン９がはみ出るよ
うに設けられている。図２１に示す照明装置１では、台形の長い方の底辺が外側に向くの
で、図２８および図２９に示す光源ユニット２を用いても良い。同様にして、本実施の形
態１２の他の図に示す照明装置１においても、照明装置１の外側に面する位置に配置され
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る光源ユニット２のフィン９は、台形の短い方の底辺あるいは脚から、はみ出るように設
けられていても良い。このような構成によれば、フィン９の表面積を増やすことができる
ので、より効率良く放熱することが可能である。
【００６３】
　また、図示を省略するが、本実施の形態１２においても、実施の形態１と同様に、光源
取り付け板５および放熱体取り付け板６を貫通する貫通孔１７を設けても良い。このよう
な貫通孔１７を設けることにより、貫通孔１７を通って、ＬＥＤ光源３側と、放熱体７（
フィン９）側との間を空気が通過可能になるので、対流が起き易くなり、放熱効果を更に
高めることができるとともに、光源ユニット２の軽量化にも寄与する。また、図示を省略
するが、空気が通過可能な通風孔をフィン９に設けても良い。フィン９に通風孔を設ける
ことにより、対流が起き易くなり、放熱効果を更に高めることができるとともに、光源ユ
ニット２の軽量化にも寄与する。
【００６４】
実施の形態１３．
　次に、図３０を参照して、本発明の実施の形態１３について説明するが、上述した実施
の形態１との相違点を中心に説明し、同一部分または相当部分は同一符号を付し説明を省
略する。図３０は、本発明の実施の形態１３の照明装置を示す分解斜視図である。図３０
に示すように、本実施の形態１３の照明装置１は、複数（６個）の光源ユニット２と、こ
れらの光源ユニット２を一括して支持する光源ユニット前方支持体２０（光源ユニット支
持体）と、反射体２４と、透光板２９と、表面反射枠３０と、表面反射枠３０を支持する
反射枠支持体３１とを備えている。図示を省略するが、各光源ユニット２は、光源ユニッ
ト前方支持体２０に対し、ネジ、あるいはツメ部を有する固定部材などを用いて固定され
る。これにより、複数の光源ユニット２は、光源ユニット前方支持体２０を介して互いに
固定される。
【００６５】
　図示を省略するが、前述した実施の形態１２の照明装置１においても、上述した実施の
形態１３と同様に、各光源ユニット２を、光源ユニット支持体に対して、ネジ、あるいは
ツメ部を有する固定部材などを用いて固定する構成にすることが好ましい。
【００６６】
　以上、本発明の光源ユニットおよび照明装置の実施の形態について説明したが、本発明
は、上述した各実施の形態に限定されるものではない。例えば、上述した実施の形態では
、ＬＥＤ光源は、青色系ＬＥＤベアチップと黄色系蛍光体混合封止樹脂とで構成した白色
光源であるものとしたが、本発明におけるＬＥＤ光源は、例えば青、緑、赤などのＬＥＤ
ベアチップを非蛍光体混合封止樹脂で構成した非白色光源であってもよい。また、ＬＥＤ
光源が非白色光源である場合には、互いに異なる発光色のＬＥＤ光源を有する光源ユニッ
トを照明装置に組み込み、外部の制御電源を用いて各色の光源ユニットの発光を制御する
ことにより、色調制御する構成としてもよい。更に、ＬＥＤ光源は、赤、緑、青、黄など
の複数の発光色のＬＥＤベアチップを用いて蛍光体レスで構成した白色光源としてもよい
。また、光源ユニットが備える放熱体は、放熱部材として一部にヒートパイプを用いたも
のでもよい。
【符号の説明】
【００６７】
１　照明装置、２，２Ａ，２Ｂ，２Ｃ，２Ｄ，２Ｅ，２Ｆ，２Ｇ，２Ｈ，２Ｊ，２Ｋ，２
Ｌ，２Ｍ，２Ｎ，２Ｐ　光源ユニット、３，３Ｊ　ＬＥＤ光源、３ａ　基板、３ｂ　発光
面、５，５Ｊ，５Ｋ　光源取り付け板、５ａ　取り付け面、６，６Ｋ，６Ｌ　放熱体取り
付け板、７，７Ｂ，７Ｃ，７Ｄ，７Ｅ，７Ｆ，７Ｇ，７Ｈ，７Ｋ，７Ｌ　放熱体、８，８
Ｃ，８Ｄ，８Ｅ　支柱部、９，９Ｂ，９Ｃ　フィン、１１　給電線、１２　ねじ、１４　
給電用開口、１７，１８　貫通孔、２０　光源ユニット前方支持体、２３　光源ユニット
後方支持体、２４　反射体、２５　個別開口、２９　透光板、３０　表面反射枠、３１　
反射枠支持体、４０　クリップ、６１　凸部、７１　フィン、７２　放熱要素、７３　フ
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ィン、８１，８２　開口
【要約】
【課題】ＬＥＤ光源が発する熱を放熱させる放熱性に優れた光源ユニット、およびこの光
源ユニットを備えた照明装置を提供すること。
【解決手段】本発明の光源ユニット２は、基板３ａとＬＥＤとを有するＬＥＤ光源３と、
ＬＥＤ光源３を取り付ける取り付け面５ａを有するセラミックス製の光源取り付け板５と
、光源取り付け板５の取り付け面５ａの反対側の面に接触して設けられた金属製の放熱体
取り付け板６と、放熱体取り付け板６の、光源取り付け板５との接触面に対し反対側に設
けられ、ＬＥＤ光源３から伝わった熱を放熱する放熱体７と、を備え、光源取り付け板５
の取り付け面５ａは、ＬＥＤ光源３の基板３ａに覆われていない領域を有し、当該領域か
ら放熱可能である。
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