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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】両面照明式ＬＥＤ照明装置を提供する。
【解決手段】両面照明式ＬＥＤ照明装置であって、放熱
ベース１００の互いに背向する両面のうち一方に、互い
に対応する第１ガイドレール１１１を具えた第１収容空
間１１２が、もう一方に、互いに対応する第２ガイドレ
ール１２１を具えた第２収容空間１２２が形成され、並
びに二つのＬＥＤ照明モジュール２００がそれぞれ第１
収容空間及び第２収容空間に固定する。さらに、二つの
ランプカバー３００が放熱ベースの第１収容空間と第２
収容空間をそれぞれ閉じて二つのＬＥＤ照明モジュール
を覆い、二つのＬＥＤ照明モジュールが両側に向けて照
明を提供し、並びに良好な放熱効果を提供し、ＬＥＤ照
明装置の照明範囲を拡げる効果を達成する。
【選択図】図６
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　両面照明式ＬＥＤ照明装置において、
　第１面と第２面を具え、該第１面に互いに対応する第１ガイドレールを具えた第１収容
空間が形成され、該第２面に互いに対応する第２ガイドレールを具えた第２収容空間が形
成された放熱ベースと、
　該放熱ベースの該第１収容空間内と該第２収容空間内にそれぞれ設置されたＬＥＤ照明
モジュールと、
　該第１ガイドレールと該第２ガイドレールによりそれぞれ該第１収容空間と該第２収容
空間を閉じるように該放熱ベースに組み合わされるランプカバーと、
　を包含したことを特徴とする、両面照明式ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　請求項１記載の両面照明式ＬＥＤ照明装置において、該放熱ベースの対向する両端をそ
れぞれ被覆するように結合されたエンドキャップを具えたことを特徴とする、両面照明式
ＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　請求項２記載の両面照明式ＬＥＤ照明装置において、これらエンドキャップの該放熱ベ
ースとの結合がネジによる固定、留め具による係合或いは押しボタン結合のいずれかによ
ることを特徴とする、両面照明式ＬＥＤ照明装置。
【請求項４】
　請求項１記載の両面照明式ＬＥＤ照明装置において、これらＬＥＤ照明モジュールがそ
れぞれ回路板と少なくとも一つのＬＥＤを具え、該回路板がアルミニウムベース回路板と
されたことを特徴とする、両面照明式ＬＥＤ照明装置。
【請求項５】
　請求項４記載の両面照明式ＬＥＤ照明装置において、該回路板に反射板が固定され、該
反射板のこれらＬＥＤに対応する部分に孔が開設されて、該反射板が該回路板に固定され
る時に、これらＬＥＤが該孔より露出させられることを特徴とする、両面照明式ＬＥＤ照
明装置。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は両面照明式ＬＥＤ照明装置に係り、特に、背向する両側に向けて照明を提供で
きるＬＥＤ照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　日常生活において、照明設備は古くより不可欠の重要な設備であり、既存の照明設備の
大半は電球或いは灯管を主要な光源としており、これらの灯管或いは電球で比較的一般的
であるのは、蛍光灯、白熱灯、ハロゲン灯管、或いはハロゲン電球である。そのうち、蛍
光灯は消費電力及び寿命の点で遥かに白熱電球より優れており、且つ蛍光灯は発光均一性
もまた比較的良好であるため、比較的広く使用されている。
【０００３】
　以下に周知の一種の蛍光灯照明設備について説明する。図１を参照されたい。図１は周
知の蛍光灯照明設備の構造分解図であり、蛍光灯管１０とランプシート２０を包含する。
そのうち、蛍光灯管１０は灯管本体１１と一対の金属端部１２を具え、金属端部１２には
それぞれ一対の電極コネクタ１３が設けられている。ランプシート２０はランプシート本
体２１、一対の電極シート２２及びスタータ２３で構成され、上述の電極シート２２はラ
ンプシート本体２１の両端部に設置され、並びに一対の電極挿入孔２４を具えている。実
際の使用時には、蛍光灯管１０は金属端部１２の電極コネクタ１３がランプシート２０の
電極挿入孔２４に挿入されることにより、電気的接続を達成すると共にスタータ２３によ
り灯管本体１１を点灯させる。しかし、蛍光灯管１０の発光原理は電極から放出される電
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子と蛍光灯管１０内の粒子が衝突し、これにより紫外線を発生して灯管内に塗布された蛍
光粉を励起させて白色光を発生させることにあり、その蛍光灯管１０内に塗布された蛍光
粉は通常汚染性の重金属元素（例えば：水銀）を含有し、容易に回収再利用できないのみ
ならず、環境の汚染を形成しやすく、これにより如何に環境をより保護する方式を使用し
て照明設備を製造し、並びに環境汚染を減らすかが、各メーカーの解決しようとする共通
の問題と認識となっている。
【０００４】
　近年、半導体テクノロジーの勃興発展に伴い、ＬＥＤの製造技術も日々成熟し、現在、
ＬＥＤは照明の光源として使用できるほどになり、ＬＥＤは、その節電、小体積、長い使
用寿命、高い安定性、残像性が低く、高い点灯応答等の特性により、蛍光灯管に代わるも
のとして市場に受け入れられており、既に伝統的な電球或いは灯管にとって代わる趨勢に
ある。しかし、ＬＥＤは回路板に半田付けしなければならず、ゆえに上述のＬＥＤランプ
は単側照明しか提供できない。このことは天井に蛍光灯の代わりに取り付ける場合の影響
はそれほど大きくない。なぜなら天井の蛍光灯は互いに背向する両側にそれぞれ照明を提
供する必要はないためである。しかし、両面広告看板中の蛍光灯の代わりになる場合は、
両側にそれぞれ照明を提供する必要があるため、２本のＬＥＤランプで１本の蛍光灯管の
代わりとしなければ、両側に照明を提供することはできない。このため設置コストが大幅
にアップする。
【０００５】
　図２は周知のＬＥＤランプの立体図であり、それは、スリーブ３１、ランプカバー３２
、回路板３３及びＬＥＤ３４を包含する。周知のＬＥＤランプは複数のＬＥＤ３４を配置
することにより顧客の輝度の要求を満足させ、且つＬＥＤ３４はいずれも回路板３３の同
一面に半田付けされ、これにより、ＬＥＤランプはただ単面照明のみ提供でき、周知の一
般の蛍光灯のような３６０度の照明を提供することはできず、並びに両面照明が必要な状
況、例えば両面広告看板中に取り付けて照明を提供する場合、該ＬＥＤランプの照明範囲
は一般の蛍光灯よりも狭い。
【０００６】
　以上から、ＬＥＤランプは僅かに単面照明のみ提供でき、両面照明の必要がある状況に
は応用できない。これにより、あるメーカーは、特許文献１に記載の放熱装置を具えた両
面光源の照明ランプを提供した。その構造は図３に示され、ランプ４０は放熱装置４１、
及び光源４２を包含する。このランプ４０は放熱装置４１の互いに背向する両側に設置さ
れた光源４２を具え、両面照明を提供し、並びに放熱装置４１により光源４２の発生する
熱を放出する。しかし、この放熱装置４１はその放熱面積の不足のためにランプ４０に良
好な放熱作用を持たせることができず、このランプ４０の使用寿命に影響を与えた。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】台湾特許公告第Ｍ３４２４７１号第１２図
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　総合すると、従来の技術において、ずっとＬＥＤランプが効果的に両面照明と良好な放
熱効果を提供できない問題が存在し、このため改良した技術手段によりこの問題を解決す
ることが必要である。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　従来の技術に存在する問題を鑑み、本考案は一種の、両面照明式ＬＥＤ照明装置を提供
する。
【００１０】
　本考案に記載の両面照明式ＬＥＤ照明装置は、放熱ベース、ＬＥＤ照明モジュール及び
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ランプカバーを包含する。そのうち、該放熱ベースは第１面と第２面を具え、該第１面に
互いに対応する第１ガイドレールを具えた第１収容空間が形成され、第２面に互いに対応
する第２ガイドレールを具えた第２収容空間が形成されている。該ＬＥＤ照明モジュール
は該放熱ベースの第１収容空間と第２収容空間にそれぞれ設置される。該ランプカバーは
該第１ガイドレールと該第２ガイドレールにより該第１収容空間と該第２収容空間を閉じ
るように組み合わされる。
【考案の効果】
【００１１】
　本考案に記載のＬＥＤ照明装置は上述のとおりであり、従来の技術との間の差異は、本
考案は該放熱ベースの互いに背向する両側のうち、一方に、互いに対応する第１ガイドレ
ールを具えた第１収容空間が、もう一方に、互いに対応する第２ガイドレールを具えた第
２収容空間が設けられ、且つ該ＬＥＤ照明モジュールが該第１収容空間と該第２収容空間
にそれぞれ取り付けられた後、該ランプカバーが該放熱ベースの該第１収容空間と該第２
収容空間をそれぞれ閉じ、これによりこれらのＬＥＤ照明モジュールが互いに背向する両
側に向けてそれぞれ照明を提供し、並びに良好な放熱効果を具備することにある。
【００１２】
　以上の技術手段により、本考案はＬＥＤ照明装置の照明範囲を拡げる技術効果を達成す
る。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】周知の蛍光灯照明設備の構造分解図である。
【図２】周知のＬＥＤランプの立体図である。
【図３】周知の両面発光照明ランプの構造表示図である。
【図４】本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の立体分解図である。
【図５】本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の組み合わせ表示図である。
【図６】本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の第１断面図である。
【図７】本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の第２断面図である。
【図８】図４のＡの断面拡大図である。
【考案を実施するための形態】
【００１４】
　以下に図面と実施例を組み合わせて本考案の実施方式を詳細に説明し、これにより本考
案がいかなる技術手段を応用して技術問題を解決し並びに技術効果を達成するかの実現過
程について十分な理解が得られるようにし、並びにそれに基づいて実施できるようにする
。
【００１５】
　図４は本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の立体分解図であり、放熱ベース１００、第
１面１１０、第１ガイドレール１１１、第１収容空間１１２、第２面１２０、第２ガイド
レール１２１、第２収容空間１２２、ＬＥＤ照明モジュール２００及びランプカバー３０
０を包含する。そのうち、放熱ベース１００の互いに背向する両側が第１面１１０と第２
面１２０とされ、並びに該第１面１１０に互いに対応する第１ガイドレール１１１を具え
た第１収容空間１１２が形成され、第２面１２０に互いに対応する第２ガイドレール１２
１を具えた第２収容空間１２２が形成されている。該放熱ベース１００の材料は、銅、鉄
、アルミニウム、マグネシウム或いは合金（例えばアルミニウムマグネシウム合金）のい
ずれかとされ、並びにアルミ押出（Ａｌｕｍｉｎｕｍ　Ｅｘｔｒｕｓｉｏｎ）の方式で該
放熱ベース１００が形成され、さらには同じ材料の放熱フィン１３０が併せて形成されて
放熱ベース１００の放熱面積が増加される。このほか、該第１ガイドレール１１１と該第
２ガイドレール１２１はランプカバー３００を第１ガイドレール１１１と第２ガイドレー
ル１２１を介して放熱ベース１００に組み合わせて該第１収容空間１１２と該第２収容空
間１２２を閉じるのに用いられる。特に説明をすべきことは、本考案はこのランプカバー
３００の閉じ合わせ方式に限定されるわけではなく、ガイドレールにより達成させる閉じ
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合わせの方式であればいずれも本考案の応用の範疇に属するということである。
【００１６】
　ＬＥＤ照明モジュール２００がそれぞれ放熱ベース１００の第１収容空間１１２と第２
収容空間１２２内に設置される。該ＬＥＤ照明モジュール２００は回路板２０１とＬＥＤ
２０２を包含し、且つＬＥＤ２０２は回路板２０１に設置される。該ＬＥＤ２０２はハイ
パワーＬＥＤであり、並びに等距離方式で配列される。実際の実施においては、該回路板
２０１はアルミベース回路板を選択でき、並びに第１収容空間１１２の底部及び第２収容
空間１２２の底部に緊接し、ＬＥＤ２０２の発生する熱を放熱ベース１００に伝えて放出
し、並びに放熱ベース１００に設けられた放熱フィン１３０により放熱効率をアップする
。このほか、実際の実施においては、回路板２０１上に反射板２１０を固定可能で、該反
射板２１０の表面にはアルミ箔材料をコーティング可能で、並びにＬＥＤ２０２に対応す
る部分に孔２１１を開けて、反射板２１０を回路板２０１に嵌合する時に、ＬＥＤ２０２
を孔２１１より露出させ、こうしてＬＥＤ２０２の発射する光が反射板２１０により集光
される効果を達成する。
【００１７】
　ランプカバー３００は互いに対応する第１ガイドレール１１１と互いに対応する第２ガ
イドレール１２１により放熱ベース１００の第１収容空間１１２及び第２収容空間１２２
をそれぞれ閉じ合わせ、これにより二つのＬＥＤ照明モジュール２００を被覆する。該ラ
ンプカバー３００は透光材料で形成され、プラスチック、ガラス或いはアクリル材料で形
成され、実際の実施においては、このランプカバー３００はＬＥＤ２０２の発生する眩光
を除去する拡散片とされ得る。このほか、ランプカバー３００は熱可塑性ポリマー及び炭
酸カルシウム（ＣａＣｏ３）を混合後に、射出成形方式で上面が凹凸表面とされた透光の
半円弧体Ａのランプカバー３００とされ得る。そのうち、熱可塑性ポリマーはポリカーボ
ネート、ポリスチレン或いはポリメチルメタクリレート等、ケーシングに常用される材料
で形成される。
【００１８】
　このほか、このＬＥＤ照明装置は二つのエンドキャップ４００を具えてランプカバー３
００が閉じ合わされた後に、二つのエンドキャップ４００が放熱ベース１００の互いに対
向する両側を被覆する。実際の実施においては、エンドキャップ４００はネジ５００で放
熱ベース１００の両端に固定され得る。このほか、エンドキャップ４００には更に二つの
導電孔４０１が開設され、電極コネクタ（図示せず）がこれら導電孔４０１をとおり、Ｌ
ＥＤ照明モジュール２００の回路板２０１と電気的に接続され、これによりＬＥＤ照明モ
ジュール２００内のＬＥＤ２０２が必要な電源が提供される。特に説明しておくべきこと
は、エンドキャップ４００と放熱ベース１００の結合方式は、例えば、ネジによる固定、
留め具による係合或いは押しボタン結合とされ得て、図４にはネジによる固定方式が提示
されているが、本考案はこの結合方式に限定されない、ということである。
【００１９】
　図５に示されるのは、本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の組み合わせ表示図である。
図５に明かであるように、本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置は組み合わせ完成後に、長
方形のＬＥＤ照明装置を形成し、このＬＥＤ照明装置に電源を投入すると、そのＬＥＤ２
０２が発光し、且つ発生する光線は、ランプカバー３００を通りＬＥＤ照明装置の互いに
背向する両側に向けて照明を提供する。このほか、照明を提供する過程で、放熱ベース１
００によりＬＥＤ２０２の発生する熱が排出される。
【００２０】
　続いて、図６は本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の第１断面図であり、それは、放熱
ベース１００、第１面１１０、第１ガイドレール１１１、第１収容空間１１２、第２面１
２０、第２ガイドレール１２１、第２収容空間１２２、放熱フィン１３０、ＬＥＤ照明モ
ジュール２００、回路板２０１、ＬＥＤ２０２及びランプカバー３００を包含する。前述
したように、ランプカバー３００は第１面１１０の第１収容空間１１２と第２面１２０の
第２収容空間１２２を閉じ、且つ第１収容空間１１２の底部及び第２収容空間１２２の底
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部それぞれにＬＥＤ照明モジュール２００が固定される。このＬＥＤ照明モジュール２０
０はＬＥＤ２０２の回路板２０１を具え、その実際の組み合わせは図６に示されるようで
あり、ランプカバー３００がそれぞれ互いに対応する第１ガイドレール１１１と互いに対
応する第２ガイドレール１２１により閉じ合わされる。これにより、ＬＥＤ２０２の発生
する熱が回路板２０１を通して放熱ベース１００に伝えられ、並びに放熱フィン１３０に
より放熱面積が増されて放熱効率がアップする。特に説明すべきことは、ＬＥＤ２０２の
必要とする電源は電源コネクタ（図示せず）を通して提供され得るが、本考案はＬＥＤ２
０２の必要とする電源の供給方式について限定していない。
【００２１】
　図７は本考案の両面照明式ＬＥＤ照明装置の第２断面図である。実際の実施においては
、放熱ベース１００の両端にエンドキャップ４００が設置され得る。且つエンドキャップ
４００に導電孔４０１が開設され、電極コネクタ（図示せず）が該導電孔４０１をとおり
回路板２０１と電気的に接続され、ＬＥＤ２０２の必要とする電源を提供するのに用いら
れる。その実際の組み合わせは図７示されるようであり、使用者は該ＬＥＤ照明装置をこ
のエンドキャップ４００に適合する電極シート（図示せず）に取り付けることで、両面照
明を実現できる。
【００２２】
　図８は本考案の図４中のＡの断面拡大図である。前述したように、本考案のランプカバ
ー３００の上面は半円弧体Ａとされ、図４中の上方のランプカバー３００の点線で囲まれ
た部分を参照されたいが、この部分を断面拡大したものが図８であり、そのランプカバー
３００の半円弧体Ａは凹凸表面を具え、この凹凸表面は大幅に複数のＬＥＤ２０２の発生
する眩光を減らし、眩光が使用者の視力にもたらす傷害を防止する。
【００２３】
　総合すると、本考案と従来の技術の間の差異は、放熱ベース１００の互いに背向する両
側のうち、一方に互いに対応する第１ガイドレール１１１を具えた第１収容空間１１２が
、もう一方に互いに対応する第２ガイドレール１２１を具えた第２収容空間１２２が形成
され、並びにＬＥＤ照明モジュール２００が該第１収容空間１１２と該第２収容空間１２
２にそれぞれ設置された後、ランプカバー３００が放熱ベース１００の第１収容空間１１
２と第２収容空間１２２を閉じて、これら二つのＬＥＤ照明モジュール２００を被覆し、
これらの二つのＬＥＤ照明モジュール２００が互いに背向する両側に向けて照明を提供で
き、並びに良好な放熱効果を具備するものとされる。この技術手段により、従来の技術に
存在する欠点を解決し、ＬＥＤ照明装置の照明範囲を拡げる技術効果を達成する。
【００２４】
　本考案は前述の実施例を以て開示されたが、それは本考案を限定するためのものではな
く、この技術に通じた者が、本考案の精神と範囲内においてなし得る変更或いは修飾は、
いずれも本考案の権利請求の範囲に属するものとする。
【符号の説明】
【００２５】
１０　蛍光灯管
１１　灯管本体
１２　金属端部
１３　電極コネクタ
２０　ランプシート
２１　ランプシート本体
２２　電極シート
２３　スタータ
２４　電極挿入孔
３１　スリーブ
３２　ランプカバー
３３　回路板
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３４　ＬＥＤ
４０　ランプ
４１　放熱装置
４２　光源
１００　放熱ベース
１１０　第１面
１１１　第１ガイドレール
１１２　第１収容空間
１２０　第２面
１２１　第２ガイドレール
１２２　第２収容空間
１３０　放熱フィン
２００　ＬＥＤ照明モジュール
２０１　回路板
２０２　ＬＥＤ
２１０　反射板
２１１　孔
３００　ランプカバー
４００　エンドキャップ
４０１　導電孔
５００　ネジ
Ａ　半円弧体

【図１】 【図２】



(8) JP 3157514 U 2010.2.18

【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図８】
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