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(57)【要約】
【課題】実施形態は、細長い基部および枢動可能な細長
い照明ユニットを備える照明装置を提供する。
【解決手段】前記枢動可能な細長い照明ユニットが、少
なくとも１つの接合部によって長手軸を中心として枢動
可能であるように取り付けられる。細長い基部および枢
動可能な細長い照明ユニットの両方が、前記長手軸と平
行に延在する。特に、枢動可能な細長い照明ユニットの
長手方向延在部が、２つの対向する側面によって制限さ
れる。照明ユニットが、枢動可能な軸に沿って配置され
る少なくとも２つの照明素子を含み、その結果、２つの
隣接する発光素子の間の距離が、側面に隣接して配置さ
れる発光素子と対応する側面との間の距離の１．５～２
．５倍に相当する。
【選択図】　図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　長手軸（１６）と平行に延在する細長い基部（１２）と、
　前記長手軸（１６）と平行に延在する枢動可能な細長い照明ユニット（１４）であって
、前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）の長手方向延在部が２つの対向する側面に
よって制限され、
　前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）が、少なくとも１つの接合部（１８）によ
って前記長手軸（１６）を中心として枢動可能であるよう取り付けられ、
　前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）が、前記枢動可能な細長い照明ユニット（
１４）に沿って配置される少なくとも２つの発光素子を含み、２つの隣接する発光素子の
間の距離（ａ２０ａｂ）が、前記側面（１４ａ、１４ｂ）の一方に隣接して配置される発
光素子と対応する側面（１４ａ、１４ｂ）との間の距離（ａ１４ａ、ａ１４ｂ）の１．５
～２．５倍に相当する、枢動可能な細長い照明ユニット（１４）とを備える、照明装置（
１０、１０’）。
【請求項２】
　前記照明装置（１０、１０’）が、接合部（１８）をそれぞれ備える２つの側方に配置
された脚（１２ａ）を含み、前記接合部（１８）によって、前記枢動可能な細長い照明ユ
ニット（１４）が前記細長い基部（１２）に係合する、請求項１に記載の照明装置（１０
、１０’）。
【請求項３】
　前記細長い基部（１２）が、２つの側方に配置された支承ブロック（１２ａ）を含み、
前記接合部（１８）が、回転自在の接合部であり、前記枢動可能な細長い照明ユニット（
１４）が、前記支承ブロック（１２ａ）の間に配置され、前記回転自在の接合部を介して
前記支承ブロック（１２ａ）に係合される、請求項１または２に記載の照明装置（１０、
１０’）。
【請求項４】
　前記細長い基部（１２）が、２つの側方に配置された支承ブロック（１２ａ）を含み、
前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）が、いずれの場合にも前記各支承ブロック（
１２ａ）のための１つの凹所（１４ｇ）を備える、請求項１から３のいずれか一項に記載
の照明装置（１０、１０’）。
【請求項５】
　前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）の前記側面（１４ａ、１４ｂ）が、前記支
承ブロック（１２ａ）の側面（１４ａ、１４ｂ）と同一平面で接合し、または前記支承ブ
ロック（１２ａ）の側面（１４ａ、１４ｂ）から後退しているように、前記凹所（１４ｇ
）が構成される、請求項４に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項６】
　前記細長い基部（１２）が、前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）の長手方向延
在部よりも小さい、またはせいぜい等しい寸法に調整された長手方向延在部を含む、請求
項１から５のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項７】
　前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）が、少なくとも１８０度以上で前記長手軸
（１６）を中心として枢動可能である、請求項１から６のいずれか一項に記載の照明装置
（１０、１０’）。
【請求項８】
　前記細長い基部（１２）または前記脚（１２ａ）が、胴部がくびれ、その結果、前記枢
動可能な細長い照明ユニット（１４）が、少なくとも１８０度以上で枢動可能である、請
求項２から７のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項９】
　前記照明装置（１０、１０’）が、前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）の電動
化された枢動のための手段をさらに含む、請求項１から８のいずれか一項に記載の照明装
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置（１０、１０’）。
【請求項１０】
　前記枢動のための手段が、前記細長い基部（１２）の内側に配置されるモータ（３４）
、前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）に固定式に結合されるピニオン（３６）、
および／または駆動ベルト（３２）を含む、請求項９に記載の照明装置（１０、１０’）
。
【請求項１１】
　前記照明装置（１０、１０’）が、複数の規則的に配置された照明素子（２０ａ、２０
ｂ、２０ｃ）を備える、請求項１から１０のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０
’）。
【請求項１２】
　前記照明素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）が、ＬＥＤである、請求項１から１１のいず
れか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項１３】
　前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）が、冷却ユニット（１４ｔ）を含む、請求
項１から１２のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項１４】
　前記少なくとも２つの発光素子が、前記長手軸に垂直に光円錐（２２）を発光するよう
に構成され、前記少なくとも２つの光円錐（２２）が、前記枢動可能な細長い照明ユニッ
ト（１４）と共に枢動される、請求項１から１３のいずれか一項に記載の照明装置（１０
、１０’）。
【請求項１５】
　各前記照明素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）が、少なくとも１つのレンズ（３８）に結
合される、請求項１から１４のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項１６】
　前記照明素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）と前記各レンズ（３８）との間の距離が可変
であり、その結果、前記各照明素子（２０ａ、２０ｂ、２０ｃ）の光円錐（２２）が焦点
を合わせることができる、請求項１５に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項１７】
　前記枢動可能な細長い照明ユニット（１４）が、ユニットとして構成されるレンズ列（
３８）を含み、前記レンズ列（３８）の２つの隣接するレンズ（３８）の間の距離（ａ２

０ａｂ）が、前記側面（１４ａ、１４ｂ）に隣接して配置されるレンズ（３８）と前記対
応する側面（１４ａ、１４ｂ）との間の前記距離（ａ１４ａ、ａ１４ｂ）の１．５～２．
５倍に相当する、請求項１５または１６に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項１８】
　側面（１４ａ、１４ｂ）に隣接する前記レンズ（３８）が、少なくとも部分的に前記脚
（１２ａ）の１つに重なる、請求項２から１７のいずれか一項に記載の照明装置（１０、
１０’）。
【請求項１９】
　前記基部（１２）が、制御パネル（４３）を含む、請求項１から１８のいずれか一項に
記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項２０】
　前記基部（１２）が、接続端子（４５）を備える凹部（４７）を含む、請求項１から１
９のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項２１】
　前記照明装置（１０、１０’）が、遠隔制御され得るインターフェイスを前記装置が含
む、請求項１から２０のいずれか一項に記載の照明装置（１０、１０’）。
【請求項２２】
　各側面（１４ａ、１４ｂ）を介して互いに隣接する、請求項１から請求項２１のいずれ
か一項に記載の少なくとも２つの照明装置（１０、１０’）を備えるシステム（１０＋１
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０’）であって、
　隣接して配置された２つの発光素子と前記２つの照明装置（１０、１０’）の前記互い
に隣接する側面（１４ａ、１４ｂ）との間の距離（ａ１４ａ、ａ１４ｂ）が、前記２つの
照明装置（１０、１０’）の一方の２つの隣接する発光素子の間の距離（ａ２０ａｂ）の
０．５～１．５倍に相当する、システム（１０＋１０’）。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の実施形態は、照明装置とも呼ばれる照明器具、ならびに２つの照明器具を含む
システムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明装置に関する限りでは、可動式照明ヘッドを有するシステムと固定式システムとの
間で区別化される。可動式照明ヘッドを有するシステムは、典型的には、基部または固定
ユニット、および基部に対して枢動可能な照明ユニットを含む。照明ユニットは、典型的
には、光円錐が生成され得る電球、ＬＥＤ、または他の発光体など、１つまたは複数の発
光素子を含み、光円錐は、筐体または筐体の開口によって所定の配向を有する。光円錐を
位置合わせするために、典型的には、照明ユニット全体が１つまたは複数の接合部によっ
て基部に関して枢動可能に配置され、枢動操作は、手動または遠隔制御を介してのいずれ
かで実行され得る。
【０００３】
　固定式システムおよび可動式照明ヘッドを有するシステムとの両方によって、単一スポ
ットと配列の間で区別化される。配列によって、少なくとも二次元領域に亘って均一な照
明を達成することが可能である。しかし、照明されるべき領域の寸法が頻繁に変化するの
で、そのような配列の柔軟性は非常に制限されており、そのため多くの適用分野で、結局
は操作者が再び配置する手段を取るが、その時その配列は、均一な照明が生じるように、
苦労して互いに隣接するように個々に配置される。そういうわけで、改良された手法が必
要である。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　本発明の目的は、柔軟な様式で採用されることができるが、同時に大きな二次元の照明
を可能にする装置および／またはシステムを提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　その目的は、独立請求項１の主題事項ならびに独立請求項２２の主題事項によって達成
される。
【０００６】
　本発明の実施形態は、細長い基部および枢動可能な細長い照明ユニットを備える照明装
置を提供する。前記枢動可能な細長い照明ユニットが、少なくとも１つの接合部によって
長手軸を中心として枢動可能に取り付けられる。細長い基部および枢動可能な細長い照明
ユニットの両方が、前記長手軸と平行に延在する。特に、枢動可能な細長い照明ユニット
の長手方向延在部が、２つの対向する側面によって制限される。照明ユニットが、枢動可
能な軸に沿って配置される少なくとも２つの照明素子を含み、その結果、２つの隣接する
発光素子の間の距離が、側面に隣接して配置される発光素子と対応する側面との間の距離
の１．５～２．５倍に相当する。
【０００７】
　追加の実施形態によれば、上記に既に説明されたように、少なくとも２つの照明装置を
備えるシステムが提供される。この文脈では、隣接して配置された２つの発光素子と２つ
の照明装置の互いに隣接する側面との間の距離は、２つの照明装置の一方の２つの隣接す
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る発光素子の間の距離の０．５～１．５倍に相当する。
【０００８】
　したがって、本発明の実施形態は、複数の細長い照明装置が一体に配列される場合でも
、個々の発光素子の間の距離が本質的に一定に保たれるように個々の細長い照明装置が構
成される時、複数の細長い照明装置を含み、各細長い照明装置が長手軸に沿って配置され
る複数の発光素子を含むシステムによって、均一な照明が達成可能であるという発見に基
づいている。このことを確実にするために、縁部、すなわち次の照明装置に隣接して配置
される発光素子と照明装置の各外面との間の距離が、照明装置自体の内部の２つの隣接す
る発光素子の間の距離の関数として選択される。既に上記に説明されたように、これによ
って、２つ以上の照明装置が連続して、すなわち互いに直接隣接して配置されるとすぐに
、照明装置の複数の発光素子を跨ぐ距離は、依然として多少とも同じである。
【０００９】
　本発明の追加の実施形態は、それぞれ１つの接合部を含む横方向に配置された脚を含む
照明装置を提供し、それによって細長い基部と枢動可能な細長い照明ユニットとの間の係
合が実行され、または枢動性が実現される。前記脚は、回転自在の接合部を備える支承ブ
ロックとしてもまた構成され得る。
【００１０】
　好適な実施形態では、枢動可能な細長い照明ユニットが、各支承ブロックおよび／また
は各脚に対して凹所を備える。例えば、枢動可能な細長い照明ユニットの側面が、各支承
ブロックの側面と同一平面で接続することができ、または各支承ブロックの側面から後退
していることができて、その結果、照明装置の全体の長手方向延在部が、枢動可能な細長
い照明ユニットの側面によって事前設定される。その結果、このことは、好適には細長い
基部が、枢動可能な細長い照明ユニットの領域よりも小さい、またはせいぜい等しい長手
方向延在部を含むことを意味する。この幾何学的配置は、複数の照明装置の所望の一体の
配列に関連して有利であると証明されてきた。上記に言及される凹部は、例えば光学系な
どの照明に関して関連する要素が突出する領域の中に配置されることが可能であり、すな
わちそれが凹部に重なり、脚が凹部内に配置されるという利点を追加的に提供する。
【００１１】
　追加の実施形態によれば、照明装置は、少なくとも１８０度以上で枢動可能であること
が好ましい。例えば、このことは、前述の脚または一般的に基部が、くびれた様式に構成
される点において実現可能である。この枢動運動は、制御パネルを経て遠隔制御によって
、または一般的には対応するインターフェイスを経て遠隔制御によってもまた実行され得
る。この目的のために、照明装置は、枢動可能な細長い照明ユニットの電動化された枢動
のための手段を含む。前記手段は、例えば、細長い基部の内部に配置されるモータ、枢動
可能な細長い照明ユニットに固定式に結合されるピニオン、および／または駆動ベルトを
含むことができる。
【００１２】
　上記に既に指摘したように、各細長い照明ユニットが、枢動可能な細長い照明ユニット
の長手方向延在部に沿って、配置される、特に規則的に配置される、例えばＬＥＤなどの
複数の照明素子を含む。
【００１３】
　追加の実施形態によれば、個々の照明素子は、光円錐の形態で焦点を合わせることがで
きるレンズに結合され得る。追加の実施形態によれば、レンズは、追加的に光円錐に焦点
を合わせるようにもまた構成され得る。本明細書では、次いで照明素子と各レンズとの間
の距離は変化するであろう。距離は、電動化された様式でまたは手動で設定可能である。
【００１４】
　追加の実施形態によれば、複数の照明素子のための複数のレンズもまた、レンズ列、す
なわち１つのユニットとして構成され得る。この文脈では、次いで、２つの隣接するレン
ズ間の距離が、側面に隣接して配置されたレンズと対応する側面との間の距離の１．５～
２．５倍に相当するように選択されることになる。
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【００１５】
　脚および／または支承ブロックのための凹所を含む上記の実施形態に戻って参照すると
、追加の実施形態によれば、レンズが前記凹所に重なり、したがって脚および／または支
承ブロックに重なるように、縁部に配置されるレンズが配置され得ることに留意すべきで
ある。
【００１６】
　本発明の実施形態は、添付の図面を参照して以下に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、第１の実施形態による照明装置の概略図である。
【図２】図２ａから図２ｃは、３つの異なる枢動位置での追加の実施形態による照明装置
の概略側面図である。
【図３】図３ａは、焦点が枢動のための手段にある、図２ａから図２ｃの照明装置の概略
詳細図である。図３ｂから図３ｃは、焦点が光学系にある、図２ａから図２ｃの照明装置
の概略詳細図である。
【図４】図４ａから図４ｂは、焦点が枢動のための手段にある、図２ａから図２ｃの照明
装置の概略断面図である。
【図５ａ－ｂ】図５ａ及び５ｂは、新規な照明装置の実施形態を示す図である。
【図５ｃ】図５ｃは、図５ｂの実施形態の背面図である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図面を参照して本発明の実施形態が以下に詳細に説明される前に、同じ作用を含む要素
および構造が、同一の参照符号によって提供され、その結果、説明が互いに適用可能であ
り、および／または交換可能であることに留意すべきである。
【００１９】
　図１は、細長い基部１２および枢動可能な細長い照明ユニット１４を備える照明装置１
０を示す。枢動可能な細長い照明ユニット１４が、長手軸１６を中心として枢動可能に取
り付けられる。この目的に向けて、照明装置は接合部１８を含む。接合部は、回転継手ま
たは異なるタイプの継手として構成されることができて、その結果、照明ユニット１４の
枢動運動が可能になる。
【００２０】
　基部１２および照明ユニットの両方が、細長い要素として形成され、その両方が、長手
軸１６と平行に延在する。特に、枢動可能な細長い照明ユニット１４の長手方向延在部が
、２つの対向する側面１４ａおよび１４ｂによって制限される。細長い照明ユニット１４
は、通常は矩形の基部本体を備え、その側壁が、まさしく側面１４ａおよび１４ｂであり
、一方いわゆる長手方向の面は、前記側面１４ａおよび１４ｂの間に配置される。少なく
とも２つの発光素子２０ａおよび２０ｂが、長手方向延在部に沿って（長手軸１６に平行
に）配置される。
【００２１】
　距離に関する特定の詳細を考慮に入れると同時に、発光素子２０ａおよび２０ｂが配置
される。前記明細によれば、２つの隣接する発光素子２０ａと２０ｂとの間の距離ｘ２０

ａｂは、一方の側面１４ａと最も近傍の発光素子２０ａとの間の距離ａ１４ａの約１．５
～２．５倍である。距離ａ１４ａ（２０ｂと１４ｂとの間）は、基準距離として取ること
ができることに留意すべきである。好適な実施形態によれば、距離ｘ２０ａｂは、距離ａ

１４ａおよび距離ａ１４ｂのそれぞれわずか１．９～２．１倍である。たとえ常に存在す
る製造公差に基づくにしても、これは不可能ではなく、むしろ目標であり、追加の実施形
態によれば、距離ｘ２０ａｂは、距離ａ１４ａおよびａ１４ｂのそれぞれ正確に２倍であ
る。距離に関する前記の状態すべてによって、特に、照明装置１０が追加の照明装置１０
’（本明細書では破線で描かれる）と併せて採用される場合、２つの照明装置１０および
１０’の隣接して配置された発光素子、本明細書では例えば、２０ｂ’と２０ａとの間の
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距離ｘ２０ａｂが、概ね距離ａ２０ａｂと同じである。これによって、発光素子２０ａ、
２０ｂ、２０ａ’、２０ｂ’の規則的配置または分配が得られる。したがって、均一な照
明が、有利なことに前記規則的配置によって達成され、追加的に、採用される照明装置１
０、１０’の数が変化するという事実によって、システム（１０＋１０’）のスケーラビ
リティが存在する。照明装置１０が、お互いに隣接して設定され、またはそれらが互いに
当接するように設定されるので、取扱いが非常に容易である。この点において、複数の照
明装置１０および１０’を跨いで規則的配置が通常は得られ、または側面１４ａおよび１
４ｂ’が互いに隣接する、または互いに接触する場合でも、規則的配置がより大きい程度
で得られるということに留意するべきである。
【００２２】
　追加の実施形態によれば、各照明装置、または詳細には、各細長い照明ユニットが複数
の照明素子を備える。前記照明素子は、すべてが長手方向延在部に沿って配置され得る。
上記に既に指摘したように、照明の分配の点から、規則的な配置が好ましい。したがって
、概ね一定の距離ａ２０ａｂが、照明ユニット１４の内部で所望される。本明細書では、
他の距離と比較して、一方の距離の０．７５～１．２５倍、または０．９～１．１倍でも
、本質的に一定であると見なされる。
【００２３】
　実施形態に応じて、枢動可能な細長い照明ユニット１４と基部１２との間の係合は、異
なって構成され得る。図１の実施形態では、係合が、基部１２の脚１２ａと照明ユニット
１４の領域１４ｔとの間に配置される回転自在の接合部という手段によって実行される。
【００２４】
　実施形態によれば、照明ユニット１４が領域１４ｔ内の凹所１４ｇを備え付け、その結
果、枢動軸１６が脚１２ａおよび領域１４ｔを通って延在し、脚１２ａおよび領域１４ｔ
は、照明装置１０の全体の寸法を減じることなく、互いに隣接して配置され得る。詳細に
は、長手方向の凹所１４ｇの深さは脚１２ａの幅を超えず、その結果、脚１２ａと側面１
４ａとが互いに同一平面で接合し、または脚１２ａの面が側面１４ａに関して後退してい
る。同一平面で接合することは、面（１４ａおよび脚１２ａの面）が１ｍｍまたは５ｍｍ
の最大オフセットで配置されるように接合することを意味することを理解されたい。前記
同一平面または後退した接合によって、複数の照明装置１０および１０’が、互いに直接
に隣接するように、互いに隣接して配置され得る。
【００２５】
　各照明装置は、必須ではないが、好適には２つの側方部品または側方に配置された脚１
２ａを含み、その間に照明ユニット１４の領域１４ｔが配置される。
【００２６】
　図２ａから図２ｃは、基部１２および細長い照明ユニット１４を備える照明装置１０の
側面図を示す。本明細書では基部１２は、支承ブロックと呼ぶこともできる、側方に配置
された脚１２ａをさらに含む。
【００２７】
　図２ａから図２ｃでは、照明装置は、各場合に異なる方向へ枢動されて、その結果、光
円錐２２が、左へ（図２ａ）、上方（図２ｂ）へ、または右へ（図２ｃ）いずれかの方へ
向けられている。光円錐２２、またはその方向は、開口１４ｏ（やはり図１参照）によっ
て事前設定される。この点に関して、図１からも理解できるように、照明素子２０ａおよ
び２０ｂのすべてが前記開口１４ｏの方へ向いている。
【００２８】
　照明ユニット１４の上記に説明された凹所１４ｇから開始して、照明ユニット１４のあ
る種の突出部１４ｓが、開口１４ｏ（やはり図１参照）の領域の中に生じる。この突出部
１４ｓにより、照明ユニット１４の移動または枢動が制限される可能性がある。この制限
を回避するために、それに応じて脚１２ａは成形される。詳細には、前記脚が、一方で長
手軸１６を中心として湾曲した丸い形状を含み、その結果照明ユニット１４の枢動が可能
になる。脚１２ａは、他方でくびれ１２ｔをさらに備え、その結果、照明ユニット１４が
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枢動され得る角度の範囲が増加可能になる。次いで、角度の範囲は、好適には少なくとも
１８０度を含むことができるが、もしかするとそれ以上、例えば２１０度などを含むこと
ができる。
【００２９】
　図３および図４を参照して、上記の実施形態の２つの部分的な態様が以下に説明される
。図３ａは、図２の照明装置１０、基部１２、および／または特に、断面の様式で図示さ
れている脚１２ａを示す。前記脚１２ａは支承ブロックとして機能し、したがって、平軸
受または玉軸受である軸受１８を支持する。例えば、枢動軸１６に沿って延在し、照明ユ
ニット１４に結合されるシャフトが、その軸受の中に嵌合する。本明細書で記載するよう
に、手段は、長手軸１６を中心として照明ユニット１４の電動化された枢動を実施するた
めに提供される。手段は、駆動ベルト３２およびモータ３４を含むことができ、例えば、
その相互作用によって、照明ユニット１４が軸１６を中心として枢動することができる。
【００３０】
　したがって、照明ユニット１４は、係合部分３６、例えば、照明ユニット１４に固定式
に結合される滑車などを備える。モータ３４は、ステッパモータまたは高分解能を有する
ステッパモータとして構成され得る。ベルト３２は、滑車３６（出力ピニオン３６）およ
びモータピニオン３４を取り囲む。ベルト３２および滑車３６の配置／取り囲む作用によ
って、特に図３ａから明確になるように、くびれ１２ｔもまた事前設定される。モータ３
４、ベルト３２、および軸受１８によって支持されるピニオン３６の配置もやはり、図４
ａおよび図４ｂから明確になる。次いで、脚１２ａができる限り狭くなるように構成され
、特に軸受１８および／またはベルト３２の幅によって、本明細書で制限が設けられるこ
とを認識することができる。しかし、加えて、結局は脚１２ａの幅が基部によって減じら
れることがないので、基部内部にモータ３４を配置することが有利であるということもま
た理解することができる。言い換えれば、基部の内部のモータ３４の配置は、モータが正
面視の照明ユニット１４の要素１４ｔの下方に配置されるという事実によって説明され得
る。
【００３１】
　追加の実施形態によれば、照明装置または特に照明ユニット１４は、例えば、レンズま
たはレンズ列など光学系３８を備える。レンズ列３８は、例えば互いに隣接して配置され
る複数のレンズを含むことができ、各レンズは、発光素子２０ａ、２０ｂおよび２０ｃ（
図３ｂおよび図３ｃ、および／または図４ａおよび図４ｂ）に連結されている。レンズま
たはレンズ列３８は、発光素子２０ａ、２０ｂおよび２０ｃと開口１４ｏとの間に配置さ
れる。レンズ要素３８は、レンズ３８と発光素子２０ａ、２０ｂおよび２０ｃとの間の距
離を変化させることによって、光円錐２２の焦点を合わせることができる。このようにし
て、７°～５０°のズーム領域が達成可能であり、例えば、同じ調節が、レンズ列３８全
体が変更されるように電動化された様式で実行されることが好適である。図３ｂおよび図
４ａにズーム光学系３８の１つの設定がぞれぞれ示され、例えば、それによって、より広
い光円錐２２が可能になる。この設定は、高角度設定とも呼ぶことができる。図４ｂおよ
び図３ｃは、それぞれいわゆる「スポット設定」を図示しており、高度に焦点を合わされ
た光円錐２２を可能にする。個々のレンズまたはレンズ列３８全体の拡散ディスクが、交
換可能であることもまた可能になる。
【００３２】
　特に図４から、照明ヘッドの回転の中心（軸１６参照）を光学系に関してさらに後部へ
ずらし、その結果、それによって調整機構（図示せず）を含めて光学系のための十分な設
置空間を提供するようにすることが有利であることが明確になる。その結果、レンズ列３
８のレンズが部分的に脚１２ａと重なることもまた可能になる（少なくとも側面視で）。
このようにして、光学系の領域が縁部（側面１４ａ）に近接して突出し、その結果、複数
の照明装置が一体に配列される（図１参照）場合でさえも、光の隙間を全く生じずに、突
出が可能になる。一連の最後のＬＥＤの光ビームが、ズームレンズの全幅まで広くなるの
は明らかにスポット設定の場合のみであることが明らかなので、レンズ列３８の配置が脚
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１２ａと重なることに起因して、発光素子（ＬＥＤ）が、広げられた突出する照明ヘッド
区分の中ではなく、脚の間に配置される照明ユニットの領域１４ｔの中にやはり配置され
ることが可能になる。筐体１４によって分離することがない高角度の設定で、突出がやは
り可能になるように、開口１４ｏの寸法または幅が選択される。
【００３３】
　追加の実施形態によれば、レンズ列３８のレンズ距離は一定である。したがって、この
ことは、２つのレンズ間の距離が、好適には２つの追加のレンズ間のレンズ距離の０．７
５～１．２５倍、またはさらに０．９～１．１倍に相当することを意味する。側面１４ａ
および／または側面１４ｂからの発光素子２０ａの距離に関連して上記にも説明したよう
に、側面１４ａから縁部上に配置されるレンズのレンズ距離は、２つのレンズ間の距離の
約０．５（０．３５～０．６５）であるように選択される。
【００３４】
　図５ａは、連続して配置される、合計１０個の照明素子を含む細長い照明ユニット１４
を備える照明装置１０の応用の第１の実施例を示す。例えば、高出力ＲＧＢＷ　ＬＥＤで
あってよい前記照明素子は、それらがレンズ列３８の背後に配置されているので、本明細
書では見ることができない。基部１２もまた、２つの脚１２ａを含む細長い要素として構
成される。理解され得るように、基部１２の長手方向延在部が、せいぜい照明ユニット１
４と同じ大きさであるが、しかしより小さいことが好適である可能性がある。構成に応じ
て、照明されるグラフィックスディスプレイ４３、および／または電流供給および／また
は遠隔制御のためのインターフェイス（例えば、ＤＭＸ－５１２などのプロトコルを経て
）を備える制御装置が、基部１２の内部に設けられ得る。この実施形態では、遠隔制御の
ためのインターフェイス４５が、凹所領域４７の中に配置されて、その結果、幅の拡張が
接続され得る任意のケーブルによって影響を受けることはない。例えば、枢動作用、ズー
ムの調節、またはストロボスコープ効果、パルス効果など追加の効果の活性化または非活
性化、個々のピクセルまたはＬＥＤの個別の活性化または非活性化、各ＬＥＤ用の色彩変
化、ならびにフィードバックおよび／または可能なエラーメッセージなどが、制御パネル
４３を経て、および／または遠隔制御プロトコルを経て実行される。
【００３５】
　図５ｂは、２倍の長さ、および２倍の数の発光素子を含む追加の照明装置１０を示す。
追加の特徴に関連して、図５ｂの照明装置は、図５ａの照明装置に相当する。図５ｃは背
面図を示し、この図では図５ｂの照明装置の背面図を示す。この背面図では、基部１２は
、制御パネル４３および／または端子４５を含まないが、しかし駆動部３４（図示せず）
を冷却することに役立つ冷却開口４９を含む。この図から理解され得るように、特に、基
部１２および照明ユニット１４の両方が、ネジで取り付けられた構造として構成される。
【００３６】
　図１を参照して、本発明の追加の実施形態、すなわち少なくとも２つの照明装置１０お
よび１０’を含むシステムもまた本明細書で説明されることに留意されたい。
【００３７】
　図１を参照して、脚１２ａおよび／または接合部１８は必ずしも側方に配置される脚と
して構成される必要はなく、中央に配置される脚としてもまた構成可能であることに留意
されたい。
【００３８】
　図１に関連して、面１４ａ、１４ｂ、１４ｂ’がそれぞれ、平面、または曲面であるこ
とができ、あるいは異なる形状を有することができることにさらに留意されたい。
【００３９】
　実施形態によれば、照明装置１０および１０’は、配置を促進することに役立つために
、互いに結合されることも可能である。結合は、脚１２ａ／１２ｂの側面を経て、または
面１４ａから面１４ｂ’までを経て実施され得る。この目的に向けて、フランジまたはピ
ンまたは追加の結合手段が、前記面上に構成され得る。
【００４０】
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　前述の実施形態に関連して、複数の照明装置が長手方向延在部に沿って、すなわち共通
の軸上に延在しなければならない様式で、複数の照明ユニットの配置が常に説明されたが
、しかし、これは必ずしも当てはまるのではないことに留意されたい。例えば、発光素子
の配置は、複数の列、例えば各場合のオフセットに、または複数の列の中で、および各場
合に平行にもまた実施され得る。加えて、発光素子は、複数のＬＥＤなど、複数の発光ユ
ニットによってもまた形成され得る。個々の発光ユニット間の距離を決定するために、目
的とすることは、発光素子の構成に応じて、常に照明分配の最大強度の点および／または
発光素子／レンズの中心点である。したがって、スポット型ではない、または平坦な発光
素子を配置するための上記に示す要求を満たすこともまた容易に可能である。
【００４１】
　図２に関連して、実施形態によれば、基部は垂直操作のために主に構成され、したがっ
て足／ゴム製足２４を含む。別法として、締付けは、クランプ（または他の締め付け点）
によってもまた実施され得る。追加的に、固定式締付けのための突起がさらに設けられる
ことが可能である。追加の実施形態によれば、足２４の代わりに紐もまた提供されること
ができ、その結果、吊設式取付けもまた可能である。締付けのタイプに関わらず、ピクセ
ル距離（発光素子２０ａおよび２０ｂの規則的な配置）を維持すると同時に、複数の照明
装置１０および１０’を途切れなく一体に配列することが可能である。
【００４２】
　図３ｂおよび図３ｃを参照して、開口１４ｏが、アクリルガラス板またはガラス板など
、透明なガラス板によって閉じられることが可能であることに留意されたい。
【００４３】
　実施形態によれば、冷却ユニットが、領域１４ｔの内部、好適には、発光素子を冷却す
るために領域１４ｔの全体の面に亘って設けられることが可能である。一般的に、発光ユ
ニットおよび／または制御装置および／または枢動機構を冷却するために、例えばファン
による能動冷却が設けられることもまた可能である。
【符号の説明】
【００４４】
１０　照明装置
１０’　照明装置
１２　基部
１２ａ　脚（支承ブロック）
１２ｔ　くびれ
１４　照明ユニット
１４ａ　側面
１４ｂ　側面
１４ｂ’　側面
１４ｇ　凹所
１４ｏ　開口
１４ｓ　突出部
１４ｔ　領域（冷却ユニット）
１６　長手軸
１８　接合部（軸受）
２０ａ　照明素子（発光素子）
２０ｂ　照明素子（発光素子）
２０ａ’　照明素子（発光素子）
２０ｂ’　照明素子（発光素子）
２０ｃ　照明素子（発光素子）
Ｘ２０ａｂ　距離
ａ１４ａ　距離
ａ１４ｂ　距離
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ａ２０ａｂ　距離
２２　光円錐
２４　足
３２　駆動ベルト
３４　モータ
３６　係合部分（ピニオン）
３８　レンズ（レンズ列、光学系）
４３　制御パネル
４５　接続端子
４７　凹部
４９　冷却開口

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５ａ－ｂ】 【図５ｃ】
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