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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】軽量で、散熱効果に優れた多層式光源の発光ダ
イオード照明具を提供する。
【解決手段】蓋体１０、カバー体２０、両端が蓋体１０
及びカバー体２０とそれぞれ接続する中柱３０、複数の
第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０
を備え、蓋体１０とカバー体２０は相対し共に複数の嵌
槽１１、２１を環状に設置し、第一サポートフレーム４
０と第二サポートフレーム６０の端部４１等は蓋体１０
或いはカバー体２０の嵌槽１１、２１中にそれぞれ挿入
され、しかもそれぞれ少なくとも１個の発光ダイオード
５０を設置する。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　蓋体、カバー体、中柱、複数の第一サポートフレームと第二サポートフレームを備え、
前記蓋体は、下方に複数の嵌槽を環状に設置し、上方にはコネクター台を設置し、前記カ
バー体は、内側に複数の嵌槽を環状に設置し、前記中柱の両端部分は、前記蓋体及び前記
カバー体と相互に接合し、前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの端部
は、前記蓋体或いは前記カバー体の嵌槽中にそれぞれ挿入され、前記端部に相対する反対
の端部には発光ダイオードを設置することを特徴とする多層式光源の発光ダイオード照明
具。
【請求項２】
　前記前記蓋体及び前記カバー体は、前記各嵌槽の側辺に相対し固定孔を設置することを
特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項３】
　前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの反対の端部には、それぞれ灯
槽を設置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項４】
　前記発光ダイオードは、前記灯槽内に設置することを特徴とする請求項３に記載の多層
式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項５】
　前記灯槽は、外に向かい傾斜することを特徴とする請求項３に記載の多層式光源の発光
ダイオード照明具。
【請求項６】
　前記中柱の中央には、貫通した線収容槽を設置することを特徴とする請求項１に記載の
多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項７】
　前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの相対する端部は、異なる平面
に位置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項８】
　前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの内側には、さらに線収容槽を
設置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項９】
　前記蓋体と前記カバー体の嵌槽内には、角度調整に用いるワッシャを設置することを特
徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項１０】
　前記多層式光源の発光ダイオード照明具はさらに、前記蓋体と前記カバー体との間に設
置する中リング体を備え、前記中リング体周囲には、嵌槽を備えることを特徴とする請求
項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項１１】
　前記嵌槽内にはさらに、発光ダイオードを備える一組の第三サポートフレームを設置す
ることを特徴とする請求項１０に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【請求項１２】
　前記カバー体の中央には、少なくとも１個の発光ダイオードを設置することを特徴とす
る請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は発光ダイオード照明具に関し、特に多層式光源の発光ダイオード照明具に関す
る。
【背景技術】
【０００２】
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　伝統的な照明具、特に街路灯、サーチライト、大型の装飾或いは広告灯などのハイパワ
ーの照明具は、消費電力量が非常に大きく、高熱を発生し易い。また、構造が大きく、破
裂し易く、耐熱性が低いため、使用寿命が短く、しかも高価である。
【０００３】
　近年、発光ダイオードの研究開発が進み、発光ダイオードを応用した照明具も増えてい
る。発光ダイオードは発熱量が少なく、耐熱性が高く、コストが低廉という長所を備える
ため、照明具の品質を高め、寿命を延長することができる。
【０００４】
　一方、発光ダイオードをローパワーの照明具に運用する場合には、発光ダイオードその
ものの特性を発揮することができ、照明具の品質を高め、寿命を延長することに一定程度
の効果を達成することができる。しかし、ハイパワーの照明具に運用する場合には、上記
効果を達成することはできない。なぜなら、発光ダイオードを光源としても、ハイパワー
の照明具はある程度の熱を発生するため、排熱の必要から、大型の散熱フィンユニットを
照明具内に設置しなければならないからである。該大型の散熱フィンと発光ダイオード光
源を、照明具のケース中に設置するために、全体的な重量が嵩み、また外観の美しさも劣
ってしまう。
【０００５】
　特許文献１が掲示する伝統的な街路灯では、ガラスと外ケースが厚く、しかも重いとい
う欠点がある。また、特許文献２、３、４、５が掲示する構造では、散熱フィンを照明具
のケース内に封鎖し、或いは散熱フィンと照明具のケースを一体に結合するため、重量の
問題を解決することができず、しかもフィンが必要とする通気性が不良であるため、散熱
効果を低い。
【０００６】
　さらに、上記した各従来の照明具では、発光ダイオードを運用するものの多くは、碁盤
の目状の排列で、格子状であるため、デザインとしての変化に乏しい。これにより、照明
具の適用範囲を狭めており、特に街路灯に応用する場合には、照明具の柱を一度固定して
しまうと、光源は下向きとなり、方向の調整ができない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００７】
【特許文献１】米国特許公示第ＵＳ４１６０２８６号明細書
【特許文献２】台湾特許公示第Ｉ２９７３８２号明細書
【特許文献３】台湾特許公示第Ｍ３３４９１２号明細書
【特許文献４】台湾特許公示第Ｍ３２３５６１号明細書
【特許文献５】台湾特許公示第Ｍ３２３５６２号明細書
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００８】
　本考案が解決しようとする課題は、散熱性能が高く、軽量な多層式光源の発光ダイオー
ド照明具を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１の考案は、蓋体、カバー体、中柱、複数の第一サポートフレームと第二サポー
トフレームを備え、前記蓋体は、下方に複数の嵌槽を環状に設置し、上方にはコネクター
台を設置し、前記カバー体は、内側に複数の嵌槽を環状に設置し、前記中柱の両端部分は
、前記蓋体及び前記カバー体と相互に接合し、前記第一サポートフレームと前記第二サポ
ートフレームの端部は、前記蓋体或いは前記カバー体の嵌槽中にそれぞれ挿入され、前記
端部に相対する反対の端部には発光ダイオードを設置することを特徴とする多層式光源の
発光ダイオード照明具としている。
　請求項２の考案は、前記前記蓋体及び前記カバー体は、前記各嵌槽の側辺に相対し固定
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孔を設置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具とし
ている。
　請求項３の考案は、前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの反対の端
部には、それぞれ灯槽を設置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダ
イオード照明具としている。
　請求項４の考案は、前記発光ダイオードは、前記灯槽内に設置することを特徴とする請
求項３に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具としている。
　請求項５の考案は、前記灯槽は、外に向かい傾斜することを特徴とする請求項３に記載
の多層式光源の発光ダイオード照明具としている。
　請求項６の考案は、前記中柱の中央には、貫通した線収容槽を設置することを特徴とす
る請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具としている。
　請求項７の考案は、前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの相対する
端部は、異なる平面に位置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイ
オード照明具としている。
　請求項８の考案は、前記第一サポートフレームと前記第二サポートフレームの内側には
、さらに線収容槽を設置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオ
ード照明具としている。
　請求項９の考案は、前記蓋体と前記カバー体の嵌槽内には、角度調整に用いるワッシャ
を設置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具として
いる。
　請求項１０の考案は、前記多層式光源の発光ダイオード照明具はさらに、前記蓋体と前
記カバー体との間に設置する中リング体を備え、前記中リング体周囲には、嵌槽を備える
ことを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具としている。
　請求項１１の考案は、前記嵌槽内にはさらに、発光ダイオードを備える一組の第三サポ
ートフレームを設置することを特徴とする請求項１０に記載の多層式光源の発光ダイオー
ド照明具としている。
　請求項１２の考案は、前記カバー体の中央には、少なくとも１個の発光ダイオードを設
置することを特徴とする請求項１に記載の多層式光源の発光ダイオード照明具としている
。
【考案の効果】
【００１０】
　本考案は、軽量で、優れた散熱機能を備える多層式光源の発光ダイオード照明具を提供
することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１】本考案第一実施例を照明具の柱に結合する様子を示す立体外観図である。
【図２】図１に示す本考案第一実施例の分解概略図である。
【図３】図２に示す本考案第一実施例組立て後の断面図である。
【図４】本考案第二実施例において、サポートフレームの角度を調整する様子を示す使用
状態概略図である。
【図５】本考案第三実施例において、蓋体とカバー体とが互換する様子を示す構造概略図
である。
【図６】本考案第四実施例が三層式光源を備える様子を示す構造概略図である。
【考案を実施するための形態】
【００１２】
　以下に図面を参照しながら本考案を実施するための最良の形態について詳細に説明する
。
【００１３】
　図１、２、３に示すように、本考案第一実施例は、蓋体１０、カバー体２０、中柱３０
、複数の第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０を備える。カバー体２０
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は、蓋体１０に相対して設置する。中柱３０は、両端がそれぞれ蓋体１０及びカバー体２
０と接続する。複数の第一サポートフレーム４０及び第二サポートフレーム６０は、蓋体
１０とカバー体２０内に、それぞれ環状に設置する。
【００１４】
　蓋体１０は、下方に複数の嵌槽１１を環状に設置し、外側には、各嵌槽１１の側辺に対
応して、固定孔１４を設置する。固定部品１２（ネジなど）を固定孔１４から挿入し、固
定部品１２の端部により、嵌槽１１において定位する。蓋体１０の上方には、コネクター
台１５を設置し、コネクター台１５は、ネジヤマを備え、これにより照明具柱７０と接続
する。
【００１５】
　カバー体２０は、内側に複数の嵌槽２１を環状に設置し、外側には、各嵌槽２１の側辺
に対応して、固定孔２４を設置する。固定部品２２（ネジなど）を固定孔２４から挿入し
、固定部品２２の端部により、嵌槽２１において定位する。
【００１６】
　中柱３０は、両端部３１において蓋体１０及びカバー体２０とそれぞれ相互に接合する
。中柱３０中央には、側面において陥没状に設置する線収容槽３２を設置し、これにより
配線を通過させて設置する。同時に、本実施例の中柱３０は、中空の柱体で、貫通した線
収容槽を備え、これにより配線を貫通させて設置する。中柱３０と蓋体１０、カバー体２
０との間の固定方式は、一つに限定するものではない。本実施例中では、ネジなどの固定
部品により、蓋体１０とカバー体２０を通過させ、カバー体２０の中空部分に挿入するが
、他の実施例中では、ネジヤマ接合（対応するネジヤマを備える蓋体１０、カバー体２０
、中柱３０を設置するなど）を使用することができる。また別に、ほぞ係合構造を利用し
接合することもできるが、これらは該項技術領域において通常の知識を備える者なら理解
可能なものであるため、図示しない。本実施例では、図２、３に示すように、固定ユニッ
ト９０を設置する。固定ユニット９０は、隔絶板９２を備え、複数のネジ９１により蓋体
１０とカバー体２０内部を封鎖し、さらに、中空ネジ柱９３により、縦方向に螺合して固
定する。
【００１７】
　複数の第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０は、それぞれ柱形、弧状
、或いは半円形に形成する長い棒体で（図は弧状体を例とする）、各第一サポートフレー
ム４０と第二サポートフレーム６０上の適当な位置には、１個或いは数個の灯槽４２、６
２を設置する。本実施例中では、固定部品２２は、固定孔２４を通過し、第一サポートフ
レーム４０と第二サポートフレーム６０の端部４１、６１に入り、灯槽４２、６２は、端
部４１、６１に相対する反対端に設置する。しかも、各端部４１、６１と灯槽４２、６２
が位置する端部４１、６１の反対端は、異なる平面に位置し、つまり、灯槽４２、６２は
、外向きに斜めに設置される。同時に、第一サポートフレーム４０と第二サポートフレー
ム６０は内側において、線収容槽４３、６３を設置することができる。この他、第一サポ
ートフレーム４０と第二サポートフレーム６０の端部４１、６１の大きさは相同である。
【００１８】
　灯槽４２、６２内には、複数の発光ダイオード５０をそれぞれ設置する。第一サポート
フレーム４０と第二サポートフレーム６０は、良好な散熱性能を備える金属サポートフレ
ーム、アルミサポートフレーム、アルミ合金サポートフレーム、或いは他の軽量で、散熱
性能が良好な等価サポートフレームである。これにより、第一サポートフレーム４０と第
二サポートフレーム６０は、発光ダイオード５０の散熱構造としての役割を果たすことが
でき、同時に、照明具の外殻体ともなる。別に、カバー体２０の中央には、さらに少なく
とも１個の発光ダイオード５０を設置する。
【００１９】
　第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０の端部４１、６１は、蓋体１０
或いはカバー体２０の嵌槽１１、２１中にそれぞれ挿入され、固定部品２２により固定さ
れる。第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０の反対端は、任意の造形に
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成型可能で、発光ダイオード５０を光源とする。すなわち、本実施例中では、第一サポー
トフレーム４０と第二サポートフレーム６０をランプシェード状に環状に設置するが、こ
れに限定するものではなく、他の実施例中では、設置形態と設置個数を改変可能である。
【００２０】
　図４に示すように、本考案の第二実施例では、蓋体１０の嵌槽１１を大きくし、しかも
錐度を備える構造とする。嵌槽１１内には、ワッシャ１３を設置し、固定部品１２を固定
孔１４に入れ回して締めると、第一サポートフレーム４０は、嵌槽１１の錐度に従い、矢
印に示すように角度を調整される。こうして、発光ダイオード５０の投射角度は調整され
る。また、図２に示すカバー体２０と第二サポートフレーム６０との間にも、上記の方式
により、弾性による角度調整を提供することができる。
【００２１】
　再び、図１に示すように、本考案は蓋体１０の上方に、コネクター台１５を設置し、こ
れにより照明具柱７０と接続する。蓋体１０とカバー体２０の嵌槽１１、２１は相同で、
第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０の相対する端部は、異なる平面に
位置するため、蓋体１０とカバー体２０は、対称する個数の第一サポートフレーム４０と
第二サポートフレーム６０に接続するが、全体的には、第一サポートフレーム４０と第二
サポートフレーム６０は、相互に徐々に広がって行く形状である。
【００２２】
　図５に示す第三実施例について、前記実施例と異なる点についてのみ説明する。図に示
すように、本実施例では、塔状の照明具柱７１に応用する。これにより、カバー体２０は
上方に設置し、蓋体１０は下方に設置し、蓋体１０と照明具柱７１を相互に組み合わせ、
これにより発光ダイオードで、ランプシェードでもある第一サポートフレーム４０と第二
サポートフレーム６０を固定し、設置位置を調整することができる。また、各第一サポー
トフレーム４０はカバー体２０に設置し、各第二サポートフレーム６０は蓋体１０に設置
する。
【００２３】
　図６に示す第四実施例の前記実施例との差異は、サポートフレームを増設する点である
。中柱３０の長さを延長し、しかも蓋体１０とカバー体２０との間において空間を残し、
その空間に中リング体２００を設置する。中リング体２００外側には、嵌槽２０１を備え
、しかも嵌槽２０１には、一組の第三サポートフレーム８０を設置する。第三サポートフ
レーム８０は、第二サポートフレーム６０に類似の構造、或いは細長い形状の構造体で、
その端部８１は、嵌槽２０１内に固定する。こうして、さらに一層の光源を設置するラン
プシェードを形成し、この構造はさらに増設することもできるため、多層の光源を形成す
ることができる。同構造は、図２に示すカバー体２０、蓋体１０と第一サポートフレーム
４０、第二サポートフレーム６０との間の組み合わせ関係に類似するため、詳述しない。
【００２４】
　図３、６に示すように、本考案の発光ダイオード５０、５１がオンになると、下方及び
環状投射区域は、下方一帯への照明を提供し、光線は十分で、しかも均一である。
【００２５】
　しかも、本考案の蓋体１０、カバー体２０、中柱３０、第一サポートフレーム４０と第
二サポートフレーム６０はすべて、アルミ材、或いはアルミ合金により製造するため、そ
れ自身が極めて優れた散熱機能を備え、しかも相互の間には散熱空間を備えるため、明ら
かに散熱効果を増進することができる。
【００２６】
　本考案は、その実施時に、以下のような長所を備える。
１.本考案の第一サポートフレーム４０、第二サポートフレーム６０、蓋体１０とカバー
体２０は中空構造の照明具を組成し、照明具内部への熱の滞留を回避可能であるため、軽
量であるばかりか、散熱効果を向上させることができる。
２.本考案の蓋体１０とカバー体２０の構造は類似しているため、異なる応用を行なう場
合には、相互に調整が可能で、各種規格の照明具柱に適合する。
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３.本考案は中柱３０上に、多層のサポートフレームを増設可能であるため、応用範囲に
応じて輝度を調整可能である。
４.本考案の第一サポートフレーム４０と第二サポートフレーム６０内には、異なる角度
の嵌槽１１、２１を備え、発光ダイオードに対応して異なる角度の照明光線を提供するこ
とができる。
５.本考案の外側に環状に設置する第一サポートフレーム４０、第二サポートフレーム６
０などは、弧度を備える長方形構造体で、その造形はランプの美観を向上させることがで
きるため、適用範囲を拡大することができる。
【００２７】
　上記は本考案の最適実施例に過ぎず、本考案実施の範囲を限定するものではない。本考
案のサポートフレームの形状、サイズを改変し、或いは中柱上に任意にサポートフレーム
を増設し、及び中柱と蓋体及びカバー体間の簡易固定方式を改変するなど、すべては従来
の技術を利用し改変可能であり、さらに該項技術の習熟者が、本考案の説明に基づき行な
うことができる等価置換或いは軽微な改変は、本考案の精神と範囲を離脱しない均等変化
と修飾であり、これらはすべて本考案の特許範囲に含むものとする。
【符号の説明】
【００２８】
１０　　蓋体
１１　　嵌槽
１２　　固定部品
１３　　ワッシャ
１４　　固定孔
１５　　コネクター台
２０　　カバー体
２１　　嵌槽
２２　　固定部品
２３　　ワッシャ
２４　　固定孔
２００　中リング体
２０１　嵌槽
３０　　中柱
３１　　端部
３２　　線収容槽
４０　　第一サポートフレーム
４１　　端部
４２　　灯槽
４３　　線収容槽
５０　　発光ダイオード
５１　　発光ダイオード
６０　　第二サポートフレーム
６１　　端部
６２　　灯槽
６３　　線収容槽
７０　　照明具柱
７１　　照明具柱
８０　　第三サポートフレーム
８１　　端部
９０　　固定ユニット
９１　　ネジ
９２　　隔絶板
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９３　　中空ネジ柱

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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