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(57)【要約】
【課題】輝度を高め、放熱効果を向上したＬＥＤ照明装
置の提供。
【解決手段】 本考案のＬＥＤ照明装置は、放熱板、透
光外殼、座体を含み、そのうち前記放熱板上に複数の発
光ダイオードユニットが配置され、前記透光外殼が収容
部と第１ウィンドウ部を備え、前記透光外殼の前記収容
部が前記放熱板の一部分を被覆し、前記部分に前記複数
の発光ダイオードが配置され、且つ前記放熱板の別の一
部分が前記第１ウィンドウ部に位置し、前記別の一部分
が外界と接触して全体の放熱効果が高められると共に、
前記座体が前記透光外殼と結合され、且つ前記発光ダイ
オードユニットと電気的に接続される
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ照明装置であって、放熱板、透光外殼、座体を含み、前記放熱板上に複数の発光
ダイオードユニットが配置され、前記透光外殼が収容部と第１ウィンドウ部を備え、前記
透光外殼の前記収容部が前記放熱板の一部分を被覆し、前記部分に前記複数の発光ダイオ
ードが配置され、且つ前記放熱板の別の一部分が前記第１ウィンドウ部に位置し、前記別
の一部分が外界と接触することができ、前記座体が前記透光外殼と結合され、かつ前記発
光ダイオードユニットと電気的に接続されることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記放熱板が前記第１ウィンドウ
部から露出される表面上に第１突起部または第１条痕部を備えていることを特徴とする、
ＬＥＤ照明装置。
【請求項３】
　請求項２に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記第１突起部が片状または顆粒
状、階層状の態様であり、前記第１条痕部が網目状または波型状、鱗状の態様であること
を特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項４】
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記放熱板の前記第１ウィンドウ
部に対応する位置に第２ウィンドウ部を設けたことを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項５】
　請求項４に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記第２ウィンドウ部が貫通孔ま
たは網目状の態様であることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
　請求項５に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記放熱板の前記第２ウィンドウ
部の表面上に第３突起部または第３条痕部を設けたことを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
　請求項６に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記第３突起部が片状または顆粒
状、階層状の態様であり、前記第３条痕部が網目状または波型状、鱗状の態様であること
を特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項８】
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記透光外殼の材質がガラス材質
またはアクリル材質であることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項９】
　請求項１に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記透光外殼が２つの透光部材を
組み立てて成ることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記２つの透光部材の表面が第２
突起部または第２条痕部を備えていることを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【請求項１１】
　請求項１０に記載のＬＥＤ照明装置であって、そのうち前記第２突起部が片状または顆
粒状、階層状の態様であり、前記第２条痕部が網目状または波型状、鱗状の態様であるこ
とを特徴とする、ＬＥＤ照明装置。
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案はＬＥＤ照明装置に関し、特に、放熱効果を高めた照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、発光ダイオード（ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ；ＬＥＤ）を光源
とした照明装置は日増しに進歩を遂げており、高輝度、省電力、環境にやさしい、使用寿
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命が長い等の利点のため、現今ではすでに従来の電球を徐々に代替しており、照明装置に
幅広く運用されている。
【０００３】
　ＬＥＤが出力する光束に影響する要素は、ＬＥＤチップのサイズの大きさのほか、その
放熱能力も１つの非常に重要な要素である。ＬＥＤは発光の過程において熱の発生を伴い
、熱の蓄積が温度を徐々に上昇させ、高すぎる温度はＬＥＤの発光効果を顕著に低下させ
るため、ＬＥＤの使用寿命が短縮する現象が起こる。このため、ＬＥＤの応用上、放熱構
造を設置し、ＬＥＤが適切な温度下で動作するようにする必要がある。
【０００４】
　しかしながら、従来のメーカーはＬＥＤで従来の照明装置のスタイルを模倣して製造し
ており、主にＬＥＤを電球の座体上に配置している。ＬＥＤが発光動作を開始すると、そ
の発生する熱が座体に吸収された後、外界に伝導される。しかし、一般に知られているよ
うに、座体にランプ座体を結合して初めて、電力を獲得してＬＥＤに供給することができ
、このとき座体はほぼランプ座体に完全に被覆される。このため、ＬＥＤの発生する熱が
座体に吸収された後、該座体は熱を円滑に排除することができず、ＬＥＤにその原有の機
能を発揮させることができなくなる。さらに、このような設計において、メーカーは全体
の光束を増加しようと複数のＬＥＤを配置するため、ＬＥＤ照明装置の放熱問題は解決が
必要である。
【０００５】
　従来技術の各問題に鑑み、解決を図るべく、本考案の考案者は長年の研究開発と多くの
実務経験に基づき、上述の欠点の実現方式と根拠を改善するＬＥＤ照明装置の提供に至っ
た。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００６】
　上述の従来技術の問題に鑑み、本考案の目的は、輝度を高めると同時に、放熱効果を向
上した、ＬＥＤ照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上述の目的を達するため、本考案のＬＥＤ照明装置は、放熱板、透光外殼、座体を含み
、そのうち、前記放熱板上に複数の発光ダイオードユニットが配置され、前記透光外殼が
収容部と第１ウィンドウ部を備え、前記透光外殼の前記収容部が前記放熱板の一部分を被
覆し、前記部分に前記複数の発光ダイオードが配置され、且つ前記放熱板の別の一部分が
前記第１ウィンドウ部に位置し、前記別の一部分が外界と接触可能とすることで、全体の
放熱効果を高めると共に、前記座体は前記透光外殼と結合され、かつ前記発光ダイオード
ユニットと電気的に接続される。
【０００８】
　本考案の放熱板上にはさらに突起部または条痕等の態様を設けてもよく、放熱板の表面
積を増加して全体の放熱効果を高めることができる。
【０００９】
　本考案の放熱板は第２ウィンドウ部を設けてもよく、前記第２ウィンドウ部と前記第１
ウィンドウ部を組み合わせ、外界の気体を前記第１ウィンドウ部と前記第２ウィンドウ部
の形成する貫通空間中で流動させ、全体の放熱効果を高めることができる。
【考案の効果】
【００１０】
　上述を受け、本考案のＬＥＤ照明装置は１つ以上の次の利点を備えている。
(１) この照明装置の構造は複数のＬＥＤユニットを配置し、全体の輝度を高めることが
できる。
(２) この照明装置の構造は放熱の効果を高め、ＬＥＤユニットの温度が高すぎて使用寿
命が低下したり、破損したりする状況の発生を回避することができる。
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【００１１】
　本考案の技術特徴とその達する効果について更なる理解と認識を促すため、以下、最良
の実施例に基づき詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例１の立体分解図である。
【図２】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例１の部分組み立て後の立体図である。
【図３】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例１の立体図である。
【図４】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例２の立体図である。
【図５】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例３の立体分解図である。
【図６】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例３の部分組み立て後の立体図である。
【図７】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例３の立体図である。
【図８】本考案のＬＥＤ照明装置の実施例４の立体図である。
【考案を実施するための形態】
【００１３】
　以下で更なる理解を促すため、関連の図面を参照し、本考案のＬＥＤ照明装置の実施例
を説明する。下述する実施例中の同一部材は同一の符号で表示して説明する。
【実施例１】
【００１４】
　図１に本考案のＬＥＤ照明装置の実施例１の立体分解図、図２に本考案のＬＥＤ照明装
置の実施例１の部分組み立て後の立体図、図３に本考案のＬＥＤ照明装置の実施例１の立
体図をそれぞれ示す。これらの図において、ＬＥＤ照明装置は放熱板１０、透光外殼、座
体３０を含む。
【００１５】
　前記放熱板１０は主にアルミニウム材質など熱伝導可能な材質から成る。本考案の前記
放熱板は主にラケットのような構造であり、面部１００と柄部１０２を含む。前記放熱板
１０の前記面部上の外囲に複数の発光ダイオードユニット１２を配置することができる。
【００１６】
　前記透光外殼は２つの透光部材２０を組み合わせて成るものとでき、前記２つの透光部
材２０はガラス材質、アクリル材質、またはその他同等効果の材質としてもよく、且つ前
記透光部材２０は組み立て後に収容部２２を備え、且つ前記透光部材２０の中間部位に第
１ウィンドウ部２４が設けられる。前記放熱板１０が前記２つの透光部材２０の間に挟ん
で設置され、かつこれにより前記収容部２２が前記面部１００上に位置する前記複数の発
光ダイオードユニット１２を被覆することができる。且つ、前記第１ウィンドウ部により
前記放熱板１０の前記面部１００の部分区域を外界と接触させ、放熱効果を高めることが
できる。
【実施例２】
【００１７】
　そのうち、前記放熱板１０の前記第１ウィンドウ部２４に対応する表面にさらに第１突
起部１４、第１条痕部１６、或いは同時に前記第１突起部１４と前記第１条痕部１６を設
けてもよい（図４参照）。それらは主に前記放熱板１０の当該箇所における表面積を増加
し、さらに放熱の効果を高めるためである。前記第１突起部１４は片状、顆粒状、階層状
、またはその他表面積を増加できる同等効果の形態としてもよく、第１条痕部１６とする
場合は網目状、波型状、鱗状、またはその他表面積を増加できる同等効果の形態としても
よい。
【００１８】
　さらに、前記発光ダイオードユニット１２の発生する熱は、前記透光部材２０を介して
放熱することもできる。このため、前記透光部材２０の外側表面上にさらに第２突起部２
６または第２条痕部２８を設けてもよく（図４参照）、これらも前記透光部材２０の表面
積を増加して、全体の放熱効果を高めることができる。前記第２突起部２６は片状、顆粒
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状、階層状、またはその他表面積を増加できる同等効果の形態としてもよく、第２条痕部
２８とする場合は網目状、波型状、鱗状、またはその他表面積を増加できる同等効果の形
態としてもよい。
【００１９】
　前記座体３０は導電性の材質とし、前記放熱板１０の前記柄部１０３に位置し、かつ前
記２つの透光部材２０と結合され、全体の形状がラケット状の形態の照明装置となり、前
記座体３０と前記２つの透光部材２０の結合方式は、嵌合や接着の方式としてもよい。嵌
合の方式とする場合、主に前記２つの透光部材２０の末端に頚部２３を設けて前記座体３
０上の開口部３２に組み合わせ、前記透光部材２０を前記座体３０上に結合させてもよい
。さらに、前記座体３０は前記発光ダイオードユニット１２と電気的に接続された状態を
形成することができ、このため、前記座体３０が外界から伝達される電力を獲得し、前記
座体３０にランプ座体（図示しない）を接続して、前記発光ダイオードユニット１２に導
電状態を形成させて発光させることができる。
【００２０】
　前記座体３０が外界から伝達される電力を獲得した後、前記発光ダイオードユニット１
２が発光することができ、同時に熱が発生する。このとき、発生する熱は、前記放熱板１
０により吸収され、かつ前記放熱板１０及びその第１突起部１４または第１条痕部１６か
ら熱を外界に伝達し、且つ前記透光部材２０も熱を外界に伝達することができ、前記発光
ダイオードユニット１２が高すぎる温度下で動作することを回避できる。且つ前記該放熱
板１０の形状は、前記発光ダイオードユニット１２を側辺上に配置できるほか、前記放熱
板１０の両側面にも前記発光ダイオードユニット１２を配置することができ、全体の照射
角度範囲を特定範囲内に限定されにくくすることができる。
【実施例３】
【００２１】
　さらに図５に本考案のＬＥＤ照明装置の実施例３の立体分解図、図６に本考案のＬＥＤ
照明装置の実施例３の部分組み立て後の立体図、図７に本考案のＬＥＤ照明装置の実施例
３の立体図をそれぞれ示す。本実施例は前述の最良の実施例と異なる点について説明し、
同じ点については説明を省略する。本実施例は主に前記放熱板１０が第２ウィンドウ部１
８を備え、前記第２ウィンドウ部１８は完全に貫通した態様としてもよく、且つ前記第２
ウィンドウ部１８と前記第１ウィンドウ部２４は全体構造が貫通した態様に形成すること
ができる。前記第２ウィンドウ部１８に位置する前記放熱板１０の表面を外界と接触させ
、放熱の効果を達し、前記発光ダイオードユニット１２の動作時に過熱の現象が発生しな
いようにすることができる。また、前記放熱板１０の前記第２ウィンドウ部１８に位置す
る表面上にはさらに第３突起部１９または第３条痕部を設けてもよい。前記第３突起部１
９は片状、顆粒状、階層状、またはその他表面積を増加できる同等効果の形態としてもよ
く、第３条痕部とする場合は網目状、波型状、鱗状、またはその他表面積を増加できる同
等効果の形態としてもよく、両者の主な目的は共に放熱の効果を高めることにある。
【実施例４】
【００２２】
　さらに、前記第２ウィンドウ部１８も網目状の態様（図８参照）としてもよく、前述の
実施例と同じ効果を備えているだけでなく、放熱板１０のその箇所で外界と接触する表面
積が前述の実施例より大きくなるため、その放熱の効果も前述の実施例より優れている。
【００２３】
　上述の本考案の実施例から分かるように、本考案は確実に産業上の利用価値を備えてい
る。以上の実施例の説明は、本考案の最良の実施例を説明したものであり、本考案を限定
するものではなく、本考案の要旨と範疇を逸脱せずに、その属する技術分野において通常
の知識を有する者であれば本考案の上述の実施例の説明に基づきその他数々の改良及び変
化が可能であり、それらはすべて実用新案登録請求の範囲に含まれる。
【符号の説明】
【００２４】
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   １０  放熱板
   １００  面部
   １０２  柄部
   １２  発光ダイオードユニット
   １４  第１突起部
   １６  第１条痕部
   １８  第２ウィンドウ部
   １９  第３突起部
   ２０  透光部材
   ２２  収容部
   ２３  頚部
   ２４  第１ウィンドウ部
   ２６  第２突起部
   ２８  第２条痕部
   ３０  座体
   ３２  開口部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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