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(57)【要約】
　本発明は高出力、高放熱効率を備えた発光ダイオード
照明装置を提供するものである。本発明の発光ダイオー
ド照明装置によれば、複数のダイオード発光器を備えて
いる。特に、前記ダイオード発光器の動作中に生じた熱
は放熱板手段および当該複数の放熱フィンに伝導される
とともに、当該放熱板手段上に均一に分散して、ひいて
は当該放熱板手段および当該放熱板手段から延設されて
いる複数の放熱フィンから放熱される。
【選択図】図４Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオード照明装置であって、
　第１の面と、当該第１の面とは反対側の第２の面とを備えた放熱板手段と、
当該放熱板手段の第２の面から延設されている複数の放熱フィンと、
　各第１の伝熱手段が第１の部分と、当該第１の部分から延在するととともに平坦端部を
有する第２の部分とに分けられ、各第１の伝熱手段の第１の部分がいずれも当該放熱板手
段の第１の面上に接合されており、Ｎが自然数であるＮ個の第１の伝熱手段と、
　各ダイオード発光器が当該Ｎ個の第１の伝熱手段中における１個の第１の伝熱手段に対
応しており、各ダイオード発光器は当該対応する第１の伝熱手段の平坦端部上に平面で接
合されるとともに、電気エネルギの光への変換に用いられるものであり、このうち各ダイ
オード発光器の動作中に生じた熱は、当該対応する第１の伝熱手段により自身の平坦端部
から、当該第２の部分および当該第１の部分を経由して当該放熱板手段および当該複数の
放熱フィンに伝導されて、ひいては当該放熱板手段および当該複数の放熱フィンによって
放熱されるＮ個のダイオード発光器と、
　当該放熱板手段の周囲に結合されて、当該複数の放熱フィンを空気中に露出させるとと
もに、前記第１の伝熱手段および前記ダイオード発光器を収容するための内部空間を形成
している中空筒状体と、
　当該放熱板手段に結合される中空筒状体が形成する開口部に接合されて、当該内部空間
を封止するよう構成されている透明シールドと、を備えたことを特徴とする発光ダイオー
ド照明装置。
【請求項２】
　断熱板手段を更に備えており、当該断熱板手段はその上にＮ個の第１の貫通孔を備え、
各第１の貫通孔は前記ダイオード発光器中における１個のダイオード発光器に対応してお
り、当該断熱板手段は当該中空筒状体内に配設され、更に当該内部空間を第１のチャンバ
と第２のチャンバとに区画することで、各ダイオード発光器がその対応する第１の貫通孔
を貫通して当該第２のチャンバ内に配設されることになり、そして前記第１の伝熱手段の
第１の部分が当該第１のチャンバに配設され、各ダイオード発光器の動作中に生じた熱の
大部分が当該断熱板手段により、当該第２のチャンバに輻射または伝導しないように断熱
する、ことを特徴とする請求項１に記載の発光ダイオード照明装置。
【請求項３】
　各第１の伝熱手段の第２の部分とその対応する第１の貫通孔との間に隙間が設けられる
とともに、これが絶縁材料で封止されている、ことを特徴とする請求項２に記載に発光ダ
イオード照明装置。
【請求項４】
　その上にＮ個の第２の貫通孔を有している仕切板手段を更に備えており、各第２の貫通
孔は前記ダイオード発光器中における１個のダイオード発光器に対応しており、当該仕切
板手段は当該中空筒状体内に配設され、ひいては当該第２のチャンバを更に当該第２のチ
ャンバと第３のチャンバとに仕切ることで、各ダイオード発光器をその対応する第２の貫
通孔内に配設するか、またはその対応する第２の貫通孔を貫通するとともに当該第３のチ
ャンバ内に配設し、各ダイオード発光器が放射した光が対応する第２の貫通孔を通じて当
該透明シールドに向けて出射される、ことを特徴とする請求項２に記載の発光ダイオード
照明装置。
【請求項５】
　Ｎ個のカップ状反射手段を更に備えており、各反射手段は、当該対応するダイオード発
光器が放射した光を当該透明シールドに向けて反射させるために、前記ダイオード発光器
中における１個のダイオード発光器に対応するとともに、その対応するダイオード発光器
に固定される、ことを特徴とする請求項２に記載の発光ダイオード照明装置。
【請求項６】
　Ｎ個の断熱スリーブを更に備えており、各断熱スリーブは前記第１の伝熱手段中におけ
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る１個の第１の伝熱手段に対応するとともに、当該対応する第１の伝熱手段の第２の部分
上に設置されている、ことを特徴とする請求項２に記載の発光ダイオード照明装置。
【請求項７】
　当該放熱板手段の第１の面上にＮ本の溝が形成されており、各溝は当該Ｎ個の第１の伝
熱手段中における１個の第１の伝熱手段に対応するとともに、それ自身の形状が当該対応
する第１の伝熱手段の第１の部分の外表面に対応して密着するようになっている、ことを
特徴とする請求項１に記載の発光ダイオード照明装置。
【請求項８】
　複数の第２の伝熱手段を更に備えており、前記第２の伝熱手段は前記第１の伝熱手段の
間に配設されるとともに、当該放熱板手段の第２の面に接合されており、これにより当該
放熱板手段に伝導される熱が当該放熱板手段１１に均一に分散して、ひいては当該放熱板
手段および当該複数の放熱フィンによって放熱される、ことを特徴とする請求項１に記載
の発光ダイオード照明装置。
【請求項９】
　各第１の伝熱手段および当該第２の伝熱手段がそれぞれヒートパイプ、ヒートカラムま
たは蒸気チャンバ放熱器である、ことを特徴とする請求項８に記載の発光ダイオード照明
装置。
【請求項１０】
当該中空筒状体は、当該断熱リングで当該放熱板手段の周囲に結合されることで、当該放
熱板手段に伝導される熱が当該中空筒状体に伝導しないように断熱される、ことを特徴と
する請求項１に記載の発光ダイオード照明装置。
【請求項１１】
　当該Ｎ個のダイオード発光器中における１個のダイオード発光器が少なくとも１個の発
光ダイオードまたは少なくとも１個のレーザダイオードを備えた、ことを特徴とする請求
項１に記載の発光ダイオード照明装置。
【請求項１２】
　前記ダイオード発光器の発光を制御するために、前記ダイオード発光器にそれぞれ電気
的に接続されている制御回路を更に備えた、ことを特徴とする請求項１に記載の発光ダイ
オード照明装置。
【請求項１３】
　当該制御回路が当該中空筒状体内に配設されている、ことを特徴とする請求項１２に記
載の発光ダイオード照明装置。
【請求項１４】
　当該制御回路が当該中空筒状体の外に配設されている、ことを特徴とする請求項１２に
記載の発光ダイオード照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光ダイオード照明装置（Ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｄｉｏｄｅ ｉｌｌ
ｕｍｉｎａｔｉｎｇ ｅｑｕｉｐｍｅｎｔ）に関し、特に、本発明は高出力、高放熱効率
を備えるとともに、防水、断熱および熱分散の均一性を備えた発光ダイオード照明装置に
関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｄｉｏｄｅ、ＬＥＤ）は例えば、省電
力、耐振動性、反応が速い、そして量産に適しているなどといった数多くの長所を備えて
いる。したがって、現在、発光ダイオードを光源とした照明装置は絶えず研究され、進歩
している。図１を参照されたい。図１Ａはアレイ方式に配列した複数の発光ダイオードを
用いた照明装置の正面図であり、図１Ｂは図１Ａ中のＷ－Ｗ線の断面図である。図１に示
すように、当該照明装置は複数の発光ダイオードをアレイ方式で配列し、より高い輝度を
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得ているため、照明装置に用いることができる。しかし例えば米国特許６，５５４，４５
１号のように、現在多くの場合、光の方向を調整することで高い輝度を得るというところ
に発展の重点が置かれているが、熱伝導性、放熱の問題を解決するものではない。しかし
ながら、従来の高出力の発光ダイオードでは一定時間点灯し続けた後、過度に高温となる
問題が起きて、発光ダイオード自身の発光効率を低下させ、輝度が向上しなくなる。した
がって、高出力の発光ダイオードを応用した各種製品では優れた熱伝導性、放熱性を持つ
メカニズムが必要になる。また、複数の発光ダイオードを用いた従来の照明装置は、動作
中に熱の分散が不均一になって、照明装置内にて長時間にわたる熱衝撃（Ｈｅａｔ ｉｍ
ｐａｃｔ）を受けた発光ダイオードでは光電的な作用が真っ先に減退（Ｄｅｃａｙ）して
しまう。更に推量すれば、発光ダイオードは動作中に熱が発生するものであるが、もしそ
の熱が発光領域に輻射または伝導しないように効果的に断熱できない場合には、発光ダイ
オードはそれ自身により生じた熱衝撃を受けて、発光効率が低減してしまう。
【発明の概要】
【０００３】
　したがって、本発明では、高出力、高放熱効率を備えた発光ダイオード照明装置を提供
する。特に、本発明の発光ダイオード照明装置によれば、その熱伝導構造が、発光ダイオ
ードの動作中に生じた熱を素早く均一に分散させるとともに、発光ダイオード自身により
生じた熱から発光領域を効果的に断熱する。
【０００４】
　また、高出力発光ダイオードを複数応用した照明装置を、もし屋外（例えば街路灯とし
て用いる）に取り付ける場合には、防水上の設計が必要になる。
【０００５】
　よって、本発明の範囲は更に、高出力、高放熱効率を備えた発光ダイオード照明装置を
提供することにある。特に、本発明の発光ダイオード照明装置によれば、防水設計を備え
ている。
【０００６】
　本発明の好ましい具体的な実施例によれば、発光ダイオード照明装置は、放熱板手段（
Ｈｅａｔ－ｄｉｓｓｉｐａｔｉｎｇ ｐｌａｔｅ ｄｅｖｉｃｅ）と、Ｎ個の第１の伝熱手
段（Ｈｅａｔ－ｃｏｎｄｕｃｔｉｎｇ ｄｅｖｉｃｅ）と、Ｎ個のダイオード発光器（Ｄ
ｉｏｄｅ ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ ａｐｐａｒａｔｕｓ）と、中空筒状体（Ｂａｒ
ｒｅｌ）と、透明シールド（Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ ｓｈｉｅｌｄ）とを備えている。
Ｎは自然数である。当該放熱板手段は第１の面と、当該第１の面とは反対側の第２の面と
を備えており、当該第２の面には複数の放熱フィン（Ｈｅａｔ－ｄｉｓｓｉｐａｔｉｎｇ
 ｆｉｎ）が延設されている。各第１の伝熱手段は第１の部分と、当該第１の部分から延
在するととともに平坦端部を有する第２の部分とに分けられる。各ダイオード発光器は当
該Ｎ個の第１の伝熱手段中における１個の第１の伝熱手段に対応しており、各ダイオード
発光器は当該対応する第１の伝熱手段の平坦端部上に平面で接合されるとともに、電気エ
ネルギの光への変換に用いられる。各ダイオード発光器の動作中に生じた熱は、当該対応
する第１の伝熱手段により自身の平坦端部から、当該第２の部分および当該第１の部分を
経由して当該放熱板手段および当該複数の放熱フィンに伝導されて、ひいては当該放熱板
手段および当該複数の放熱フィンによって放熱される。当該中空筒状体は、当該放熱板手
段の周囲に結合されて、当該複数の放熱フィンを空気中に露出させるとともに、前記第１
の伝熱手段および前記ダイオード発光器を収容するための内部空間（Ｓｐａｃｅ）を形成
している。当該透明シールドは、当該放熱板手段に結合される中空筒状体が形成する開口
部に接合されて、当該内部空間を封止するよう構成されている。
【０００７】
　本発明の好ましい具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置は断熱板手段
（Ｈｅａｔ－ｉｎｓｕｌａｔｉｎｇ ｐｌａｔｅ ｄｅｖｉｃｅ）を更に備えている。当該
断熱板手段はその上にＮ個の第１の貫通孔を備え、各第１の貫通孔は前記ダイオード発光
器中における１個のダイオード発光器に対応している。当該断熱板手段は当該中空筒状体
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内に配設され、更に当該内部空間を第１のチャンバと第２のチャンバとに区画することで
、各ダイオード発光器がその対応する第１の貫通孔を貫通して当該第２のチャンバ内に配
設されることになり、そして前記第１の伝熱手段の第１の部分が当該第１のチャンバに配
設され、各ダイオード発光器の動作中に生じた熱の大部分が当該断熱板手段により、当該
第２のチャンバに輻射または伝導しないように断熱することができる。
【０００８】
　しかも、当該具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置は断熱リング（Ｈ
ｅａｔ－ｉｎｓｕｌａｔｉｎｇ ｒｉｎｇ）を更に備えている。当該中空筒状体は、当該
断熱リングで当該放熱板手段の周囲に結合されることで、当該放熱板手段に伝導される熱
が当該中空筒状体に伝導しないように断熱されて、当該発光ダイオード照明装置にて上が
熱く下が冷たくなっている場合においては、放熱効率に更に寄与することができる。また
、当該断熱リングは、当該発光ダイオード照明装置に液体が直接滲入することも防止でき
、当該発光ダイオード照明装置に防水機能を持たせることになる。
したがって、本発明の具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置では効果的
に放熱できるうえ、当該発光ダイオード照明装置内に液体が直接滲入するのを防止でき、
道路照明装置とするのに充分適している。
【０００９】
　本発明の長所および技術的思想は、下記の発明の詳細な説明および図面からより詳しく
理解できる。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１Ａ】アレイ方式に配列した複数の発光ダイオードを用いた照明装置の正面図である
。
【図１Ｂ】図１Ａ中のＷ－Ｗ線の断面図である。
【図２】本発明の好ましい具体的な実施例に係る発光ダイオード照明装置の外観図である
。
【図３】当該好ましい具体的な実施例に係る当該発光ダイオード照明装置の主な構成要素
の分解透視図である。
【図４Ａ】図２中のＸ－Ｘ線の断面図である。
【図４Ｂ】図２中のＹ－Ｙ線の局部断面図である。
【図４Ｃ】当該第１の伝熱手段の当該第２の部分の末端を平たく折り曲げて当該平坦端部
を形成するときの概略図である。
【図５Ａ】当該発光ダイオード照明装置の放熱径路を示すための図２中のＸ－Ｘ線の局部
断面図である。
【図５Ｂ】当該発光ダイオード照明装置の放熱径路を示すための当該発光ダイオード照明
装置の平面図である。
【図６】当該第２の伝熱手段を前記放熱フィンに垂直となる方向に配設した概略図である
。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　本発明の主な範囲は、高出力、高放熱効率を備えた発光ダイオード照明装置を提供する
ところにある。本発明に基づく発光ダイオード照明装置は防水、断熱および熱を均一に分
散させる構造を更に備える。
【００１２】
　図２、図３、図４Ａおよび図４Ｂを参照されたい。図２は本発明の好ましい具体的な実
施例に係る発光ダイオード照明装置１の外観図である。図３は当該好ましい具体的な実施
例に係る当該発光ダイオード照明装置１の主な構成要素の分解透視図である。図４Ａは図
２中のＸ－Ｘ線の断面図である。図４Ｂは図２中のＹ－Ｙ線の局部断面図である。
【００１３】
　本発明の好ましい具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置１は放熱板手
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段１１と、Ｎ個の第１の伝熱手段１２と、Ｎ個のダイオード発光器１３と、中空筒状体１
４と、透明シールド１５とを備えており、このうちＮは自然数である。当該放熱板手段１
１は第１の面１１２と、当該第１の面とは反対側の第２の面１１４とを備えており、当該
第２の面１１４には複数の放熱フィン１６が延設されている。
【００１４】
　各第１の伝熱手段１２は第１の部分１２２と、当該第１の部分１２２から延在するとと
ともに平坦端部１２６を有する第２の部分１２４とに分けられる。当該平坦端部１２６は
当該第２の部分１２４の末端部分に形成可能であるか（図４Ｂに示すとおり）、または当
該第２の部分１２４の末端を平たく折り曲げて当該平坦端部１２６を形成する（図４Ｃに
示すとおり）。
【００１５】
　強調しておきたいことは、各ダイオード発光器１３は当該Ｎ個の第１の伝熱手段１２中
における１個の第１の伝熱手段１２に対応しており、各ダイオード発光器１３は当該対応
する第１の伝熱手段１２の平坦端部１２６上に平面で接合されるとともに、電気エネルギ
の光への変換に用いられる。これにより、各ダイオード発光器１３の動作中に生じた熱は
、当該対応する第１の伝熱手段１２により自身の平坦端部１２６から、当該第２の部分１
２４および当該第１の部分１２２を経由して当該放熱板手段１２および当該複数の放熱フ
ィン１６に伝導されて、ひいては当該放熱板手段１１および当該複数の放熱フィン１６に
よって放熱される。
【００１６】
　当該中空筒状体１４は、当該放熱板手段１１の周囲に結合されて、当該複数の放熱フィ
ン１６を空気中に露出させるとともに、前記第１の伝熱手段１２および前記ダイオード発
光器１３を収容するための内部空間１７を形成している。当該透明シールド１５は、当該
放熱板手段１１に結合される中空筒状体１４が形成する開口部に接合されて、当該内部空
間１７を封止するように構成されている。
【００１７】
　本発明の好ましい具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置１は断熱板手
段１８を更に備えている。当該断熱板手段１８はその上にＮ個の第１の貫通孔１８２を備
え、各第１の貫通孔１８２は前記ダイオード発光器１３中における１個のダイオード発光
器１３に対応している。当該断熱板手段１８は当該中空筒状体１４内に配設され、更に当
該内部空間１７を第１のチャンバ１７２と第２のチャンバ１７４とに区画することで、各
ダイオード発光器１３がその対応する第１の貫通孔１８２を貫通して当該第２のチャンバ
１７４内に配設されることになり、そして前記第１の伝熱手段１２の第１の部分１２２が
当該第１のチャンバ１７２に配設される。より詳細には、各第１の伝熱手段１２の第２の
部分１２４とその対応する第１の貫通孔１８２との間にある隙間（Ｇａｐ）１８２２が絶
縁材料で封止されている。したがって、各ダイオード発光器１３の動作中に生じた熱の大
部分が当該断熱板手段１８により、当該第２のチャンバ１７４に輻射または伝導しないよ
うに断熱することができ、また各ダイオード発光器１３の動作中に生じた熱のその自身に
対する影響も大幅に低減することができる。
【００１８】
　しかも、当該発光ダイオード照明装置１は、Ｎ個の断熱スリーブ（Ｈｅａｔ－ｉｎｓｕ
ｌａｔｉｎｇ ｓｌｅｅｖｅ）１９を更に備えており、各断熱スリーブ１９は前記第１の
伝熱手段１２中における１個の第１の伝熱手段１２に対応するとともに、当該対応する第
１の伝熱手段１２の第２の部分１２４上に被嵌されることで、前記ダイオード発光器１３
の動作中に生じた熱の大部分が前記第１の伝熱手段１２を直接経由して、当該放熱板手段
および当該複数の放熱フィン１６に伝導されて放熱されるうえ、当該熱が当該第２のチャ
ンバ１７４および当該第３のチャンバ１７６に放出されるのを減らし、放熱効率を高めて
いる。
【００１９】
　また、本発明の好ましい具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置１は断
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熱リング２０を更に備えている。当該中空筒状体１４は、当該断熱リング２０で当該放熱
板手段１１の周囲に結合されることで、当該放熱板手段１１に伝達される熱が当該中空筒
状体１４に伝導しないように断熱されて、しかも当該発光ダイオード照明装置にて上が熱
く下が冷たくなっている場合において、放熱効率に更に寄与することができる。また、当
該断熱リング２０は、当該発光ダイオード照明装置１に液体が直接侵入することも防止で
き、当該発光ダイオード照明装置１に防水機能を持たせることになる。当該中空筒状体１
４と当該放熱板手段１１の周囲との結合方式は、ねじ止めとすることができ、ねじおよび
ねじ穴は更に断熱材で被覆してもよい。また当該中空筒状体１４と当該放熱板手段１１の
周囲との結合方式は、当該放熱板手段１１および当該中空筒状体１４の内側に溝を形成し
て、当該断熱リング２０を当該放熱板手段１１の周囲における溝内に嵌合して、次に当該
中空筒状体１４の内側の溝を当該断熱リング２０に合わせて嵌合する。
【００２０】
　しかも、当該発光ダイオード照明装置１の放熱板手段１１は当該第１の面１１２上にＮ
本の溝１１２２を備えている。各溝１１２２は当該Ｎ個の第１の伝熱手段１２中における
１個の第１の伝熱手段１２に対応するとともに、それ自身の形状が当該対応する第１の伝
熱手段１２の第１の部分１２２の外表面に対応して密着するようになっている。これによ
り、図５Ａに示すように、前記第１の伝熱手段１２が前記放熱板手段１１に密着するよう
に接合することで、放熱効率を高めている。
【００２１】
　また、当該発光ダイオード照明装置１は複数の第２の伝熱手段２１を更に備えている。
図５Ｂに示すように、前記第２の伝熱手段２１は前記第１の伝熱手段１２の間（Ｉｎｔｅ
ｒｖａｌ）に配設されるとともに、当該放熱板手段１１の第２の面１１４に接合されてお
り、これにより当該放熱板手段１１に伝導される熱が当該放熱板手段１１に均一に分散し
て、当該熱が中央領域に過度に集中することがなくなり、放熱効率を高めている。図５Ｂ
は当該発光ダイオード照明装置１の平面図であり、図中の破線は前記第１の伝熱手段１２
の対向する位置を示している。
【００２２】
　具体的な実施例において、前記第１の伝熱手段１２および前記第２の伝熱手段２１はそ
れぞれヒートパイプ（Ｈｅａｔ ｐｉｐｅ）、ヒートカラム（Ｈｅａｔ ｃｏｌｕｍｎ）、
蒸気チャンバ放熱器（Ｖａｐｏｒ ｃｈａｍｂｅｒ）またはその他熱伝導性部材とするこ
とができる。前記第１の伝熱手段１２および前記第２の伝熱手段２１はそれぞれ銅、アル
ミニウムまたはその他熱伝導率の高い材料により製作することができる。
【００２３】
　また、図６に示すように、前記第２の伝熱手段２１は当該放熱板手段１１の当該第２の
面１１４の位置における軸方向に対して当該放熱フィン１６に垂直となる方向としてもよ
い。この場合、前記放熱フィン１６は前記第２の伝熱手段２１を配設できるように成形す
る必要がある。実際の応用においては、優れた放熱効率を得るために、前記第２の伝熱手
段２１は前記第１の伝熱手段１２および前記放熱フィン１６の配設に応じて、異なる配設
とすることになる。
【００２４】
　本発明の好ましい具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置１は仕切板手
段（Ｐａｒｔｉｔｉｏｎ ｐｌａｔｅ ｄｅｖｉｃｅ）２２と、Ｎ個のカップ状反射手段（
Ｃｕｐ－ｓｈａｐｅｄ ｌｉｇｈｔ－ｒｅｆｌｅｃｔｉｎｇ ｄｅｖｉｃｅ）２３とを備え
ている。当該仕切板手段２２は、その上にＮ個の第２の貫通孔２２２を備えており、各第
２の貫通孔２２２は前記ダイオード発光器１３中における１個のダイオード発光器１３に
対応しており、当該仕切板手段２２は当該中空筒状体１４内に配設され、ひいては当該第
２のチャンバ１７４を更に当該第２のチャンバ１７４と第３のチャンバ１７６とに仕切る
ことで、各ダイオード発光器１３をその対応する第２の貫通孔２２２内に配設するか、ま
たはその対応する第２の貫通孔２２２を貫通するとともに当該第３のチャンバ１７６内に
配設し、各ダイオード発光器１３が出射した光が対応する第２の貫通孔２２２を通じて当
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該透明シールド１５に向けて放射される。当該仕切板手段２２は前記ダイオード発光器を
補助的に固定することができる。本発明の好ましい具体的な実施例によれば、前記ダイオ
ード発光器１３はその対応する第２の貫通孔２２２内に配設されている。各反射手段２３
は、当該対応するダイオード発光器１３が放射した光を当該透明シールドに向けて反射さ
せるために、前記ダイオード発光器１３中における１個のダイオード発光器１３に対応す
るとともに、その対応するダイオード発光器１３に固定される。
【００２５】
　また、本発明の好ましい具体的な実施例によれば、当該発光ダイオード照明装置１は制
御回路（図示しない）を更に備えており、当該制御回路は、前記ダイオード発光器の発光
を制御するために、前記ダイオード発光器にそれぞれ電気的に接続されている。当該制御
回路は当該中空筒状体１４内に配設しても、または当該中空筒状体１４の外に配設しても
よい。
【００２６】
　具体的な実施例において、前記ダイオード発光器１３中における１個のダイオード発光
器１３は少なくとも１個の発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ ｄｉｏｄｅ
）または少なくとも１個のレーザダイオード（Ｌａｓｅｒ ｄｉｏｄｅ）を備えている。
具体的な実施例において、各ダイオード発光器１３は白色発光ダイオード、赤色発光ダイ
オード、緑色発光ダイオードまたは青色発光ダイオード・・・などの単色の発光ダイオー
ドを備えるか、またはＲＧＢ混色の発光ダイオードを備えるとともに、当該制御回路によ
り前記ダイオード発光器１３を微調整し各色の光を生成することで、当該発光ダイオード
照明装置１の用途を更に広げることができる。
上記説明により、本発明の発光ダイオード照明装置は効果的に放熱できるばかりでなく、
発光ダイオードの動作中に生じた熱を素早く均一に分散させて、発光ダイオード自身によ
り生じた熱から発光領域を効果的に断熱する、ことがはっきりと理解できる。本発明の発
光ダイオード照明装置によれば、当該発光ダイオード照明装置内に液体が直接侵入するの
を防止でき、道路照明装置とするのに充分適している。更には、もし当該発光ダイオード
照明装置の当該ダイオード発光器がＲＧＢ混色の発光ダイオードを備えている場合には、
当該発光ダイオード照明装置１は各色の光を生成でき、照明用途以外の用途に用いること
ができる。
【００２７】
　上記した好ましい具体的な実施例の記述により、本発明の特徴および技術的思想が明確
化されうることを望むものであり、決して上記に開示した好ましい具体的な実施例により
本発明の範囲を限定するものではない。反対に、その目的は各種変更および均等なアレン
ジが本発明の範囲内に含まれるということを望むものである。
【符号の説明】
【００２８】
１：発光ダイオード照明装置
１１：放熱板手段
１２：第１の伝熱手段
１３：ダイオード発光器
１４：中空筒状体
１５：透明シールド
１６：放熱フィン
１７：内部空間
１８：断熱板手段
１９：断熱スリーブ
２０：断熱リング
２１：第２の伝熱手段
２２：仕切板手段
２３：カップ状反射手段
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１１２：第１の面
１１４：第２の面
１２２：第１の部分
１２４：第２の部分
１２６：平坦端部
１７２：第１のチャンバ
１７４：第２のチャンバ
１７６：第３のチャンバ
１８２：第１の貫通孔
２２２：第２の貫通孔
１１２２：溝
１８２２：隙間

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２】
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【図４Ｃ】 【図５Ａ】

【図５Ｂ】
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