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(57)【要約】
【課題】
　本発明は、ＬＥＤ素子からの光をレンズで集光して照
度の高い光を遠距離まで到達することができ、フレーム
内に流体を充填することによって放熱を促進し、透水及
び透湿現象が発生せず、水中及び地上でも使用可能な流
体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオー
ド照明装置に関する。
【解決手段】
　本発明は、背面に空間部が形成され、前面には一定の
間隔で通孔が形成され、流体注入口が形成された前面フ
レームと、前記前面フレームの背面に締結されて前記空
間部を密閉させる板状の背面フレームと、前面に一定の
間隔でＬＥＤが実装されており、前記前面フレームの通
孔を介して光を発するように配置されるＰＣＢ基板と、
前記前面フレームの空間部に充填され、鉱油から抽出し
た高分子化合物である流体と、を含んで構成されること
を特徴とする流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持
つ発光ダイオード照明装置に関する。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　背面に空間部が形成され、前面には一定の間隔で通孔が形成され、流体注入口が形成さ
れた前面フレームと、
　前記前面フレームの背面に締結されて前記空間部を密閉させる板状の背面フレームと、
　前面に一定の間隔でＬＥＤが実装されており、前記前面フレームの通孔を介して光を発
するように配置されるＰＣＢ基板と、
　前記前面フレームの空間部に充填され、鉱油から抽出した高分子化合物である流体と、
　を含んで構成されることを特徴とする流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光
ダイオード照明装置。
【請求項２】
　前記前面及び背面フレームが結合されたフレームは、等間隔で２～６列に並べられ、各
フレームの両端を相互連結して一体に形成したことを特徴とする請求項１に記載の流体を
利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項３】
　前記各フレームに充填された流体が相互連通するように流路が形成されていることを特
徴とする請求項２に記載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照
明装置。
【請求項４】
　前記各ＬＥＤの前面には、レンズが装着されていることを特徴とする請求項１に記載の
流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項５】
　前記ＰＣＢ基板には、一定の温度で回路を遮断できるようにバイメタルが備えられてい
ることを特徴とする請求項１に記載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダ
イオード照明装置。
【請求項６】
　前記前面フレームの流体注入口を介して流体を注入した後、注入口を密閉させることを
特徴とする請求項１に記載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード
照明装置。
【請求項７】
　前記背面フレームの外側面には、アルミニウム放熱板がさらに設けられていることを特
徴とする請求項１に記載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照
明装置。
【請求項８】
　円筒形状であり、透光性のある材質から成る照明パイプと、
　前記照明パイプの内側に位置し、長手方向に沿って等間隔でＬＥＤ素子が実装されたＰ
ＣＢ基板と、
　前記照明パイプの内部に充填され、鉱油から抽出した高分子化合物である流体と、
　前記照明パイプの下端部と上端部とにそれぞれ締結される円筒状の下部フレーム及び上
部フレームと、
　を含んで構成されることを特徴とする流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光
ダイオード照明装置。
【請求項９】
　前記照明パイプの内側には、板状または平面多角形状である内部フレームがさらに備え
られ、前記ＰＣＢ基板は、内部フレームの板状または多角形状の外側面に取り付けられて
締結されることを特徴とする請求項８に記載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持
つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１０】
　前記照明パイプの上端と下端には、それぞれ蓋が締結され、蓋には前記内部フレームま
たはＰＣＢ基板の上端と下端が挿入される溝が形成されていることを特徴とする請求項９
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に記載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１１】
　前記上部フレームの上端部には、上部フレームの蓋がさらに締結され、前記上部フレー
ム蓋の内部にはバッテリーを内蔵できるように構成されたことを特徴とする請求項８に記
載の流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１２】
　前記ＰＣＢ基板には、カメラ、水深センサー、集魚用近接センサー、漏電センサーのい
ずれか一つ以上がさらに備えられていることを特徴とする請求項８に記載の流体を利用し
た放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１３】
　前記ＬＥＤ色のうち青色の波長は４００～５００ｎｍ、緑の波長は５００～５７０ｎｍ
、赤色の波長は６００～８００ｎｍであることを特徴とする請求項１または８に記載の流
体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１４】
　前記照明装置は、リモコンをさらに備え、前記ＬＥＤ素子の色を変換させたり、または
点滅させたりすることができるように構成されたことを特徴とする請求項８に記載の流体
を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１５】
　前記各ＬＥＤの前面には、レンズが装着されていることを特徴とする請求項８に記載の
流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置。
【請求項１６】
　円筒形状であり、透光性のある材質から成る照明パイプと、
　前記照明パイプの内側に位置し、平面が円形または多角形状である内部フレームがさら
に備えられ、前記内部フレームの外周面に取り付けられたノンネオンＬＥＤと、
　前記照明パイプの内部に充填され、鉱油から抽出した高分子化合物である流体と、
　前記照明パイプの下端部と上端部とにそれぞれ締結される円筒状の下部フレーム及び上
部フレームと、
　を含んで構成されることを特徴とする流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光
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に関し、より詳しくは、ＬＥＤ素子からの光をレン
ズで集光して照度の高い光を遠距離まで到達することができ、フレーム内に流体を充填す
ることによって、放熱を促進し、透水と透湿現象が発生せず、水中及び地上でも使用可能
な流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ照明灯は、ＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）の持っている
消費電力が少なく、寿命は半永久的であり、点灯に要する時間が少なく、自然な光を演出
できるという利点により、街灯、保安灯、トンネル灯、集魚灯、運動場の照明灯などの光
源に多く使われており、既存の光源で実現できなかった特別な単一の波長を利用して、動
植物や人体に影響を与えるという点で、従来の様々な光源を代替する需要が急激に増加し
ている。
【０００３】
　集魚灯を例にとると、魚類は光に対する反応に応じて、光刺激によく反応して移動する
走光性魚種と光刺激にさほど反応しない非走光性魚種とに分類されるが、イカ、カタクチ
イワシ、サバ、アジ、サンマ、タチウオ、ウナギ及びイワシなどのような走光性魚類を獲
るための操業方法として集魚灯を使用するのが一般的である。集魚灯としては、従来はメ
タルハライド（ｍｅｔａｌ　ｈａｌｉｄｅ）ランプを主に使用していたが、発光効率が低
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く、消費電力は大きく、定期的にランプを入替えなければならないため、多くの費用がか
かり、近年ではＬＥＤを利用した集魚灯を多く使用している。
【０００４】
　例えば、大韓民国公開特許第１０－２０１０－０１２９８００号公報「水圧の変化に能
動的に対応するＬＥＤ水中照明兼集魚灯」は、透光性を持つ２枚の薄板を締結手段で密封
締結して封筒型構造をした筐体内にＬＥＤが実装されたＰＣＢ基板を内蔵し、筐体の内部
を液状の絶縁性光透過物質で充填して液状放熱効果と様々な圧力条件にも防水効果を持つ
フレキシブル筐体から成る集魚灯である。
【０００５】
　しかしながら、前記集魚灯は、封筒型筐体の構造をしているので、集魚灯そのものの表
面積が広くて、水中に入った時に広い表面積に因り、集魚灯が海流に押されて筐体そのも
のが揺れ続ける。これに因り、照明の方向が一定していないため、集魚灯としての集魚効
率が劣り、水中で使用する集魚灯以外の用途としては全く使用できないという問題がある
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、上記のような問題を解決するために案出されたものであって、本発明の目的
は、筐体内に流体を充填することによって、冷却効果が優れるだけでなく、水中での透水
及び透湿現象を防止することができ、大きな水圧を受けてもフレームの形状が変形される
ことなく、水中及び地上でも使用可能な流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光
ダイオード照明装置を提供する。
【０００７】
　本発明のまた他の目的は、ＬＥＤ素子からの光をレンズで集光して照度の高い光を遠距
離まで到達することができ、フレームを貫通する空間部を形成しておくことによって、照
明装置を水中に入れても海流にによってフレームが揺れることなく一定の方向に光を照射
することができる。また、地上で強風が吹いても風圧によって照明装置が倒れたり、破損
されたりしない流体を利用した放熱・防水・防湿構造を持つ発光ダイオード照明装置を提
供する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　上記のような課題を解決するために、本発明に係る流体を利用した放熱・防水・防湿構
造を持つ発光ダイオード照明装置は、背面に空間部が形成され、前面には一定の間隔で通
孔が形成され、流体注入口が形成された前面フレームと、前記前面フレームの背面に締結
されて前記空間部を密閉させる板状の背面フレームと、前面に一定の間隔でＬＥＤが実装
されており、前記前面フレームの通孔を介して光を発するように配置されるＰＣＢ基板と
、前記前面フレームの空間部に充填され、鉱油から抽出した高分子化合物である流体を含
んで構成されることを特徴とする。
【０００９】
　また、本発明に係る発光ダイオード照明装置は、円筒形状であり、透光性のある材質か
ら成る照明パイプと、前記照明パイプの内側に位置し、長手方向に沿って等間隔でＬＥＤ
素子が実装されたＰＣＢ基板と、前記照明パイプの内部に充填され、鉱油から抽出した高
分子化合物である流体と、前記照明パイプの下端部と上端部とにそれぞれ締結される円筒
状の下部フレーム及び上部フレームを含んで構成されることを特徴とする。
【００１０】
　好ましくは、照明パイプの内側には、板状或いは平面が多角形状である内部フレームが
備えられ、ＰＣＢ基板は内部フレームに取り付けられて締結され、ＰＣＢ基板にはカメラ
、水深センサー、集魚用近接センサー、漏電センサーのうちいずれか一つさらに備えられ
ている。
【００１１】
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　好ましくは、ＬＥＤ色のうち青色の波長は４００～５００ｎｍ、緑の波長は５００～５
７０ｎｍ、赤色の波長は６００～８００ｎｍであり、照明装置はリモコンをさらに備えて
おり、ＬＥＤ素子の色を変換させたり、または点滅させることができるように構成される
。
【００１２】
　また、本発明に係る発光ダイオード照明装置は、円筒形状であり、透光性のある材質か
ら成る照明パイプと、前記照明パイプの内側に位置し、平面が円形または多角形状である
内部フレームがさらに備えられ、前記内部フレームの外周面に取り付けられたノンネオン
ＬＥＤ（ｆｌｅｘｉｂｌｅ　ｓｔｒｉｐ／ｒｏｐｅ－ｔｙｐｅｄ　ＬＥＤ）と、前記照明
パイプの内部に充填され、鉱油から抽出した高分子化合物である流体と、前記照明パイプ
の下端部と上端部とにそれぞれ締結される円筒状の下部フレーム及び上部フレームを含ん
で構成されることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　上記のような構造的特徴を持つ本発明に係る流体を用いた放熱・防水・防湿構造を持つ
発光ダイオード照明装置は、水中及び地上でも使用可能で、照明装置の筐体内に流体を充
填したので、冷却効果が優れるだけでなく、水中及び地上でも透水と透湿現象を防止する
ことができ、深い海の中で照明装置のフレームに大きな水圧が加わっても、フレーム内に
充填された流体の非圧縮性に因り、フレームの形状は変形されない。また、樹木照明灯、
噴水照明灯、景観照明灯、歩道ブロック照明灯のような地上の湿った場所で使用される照
明灯は、いくら防水を徹底して作製したとしても、照明灯の内部と外部との温度差のため
、透湿現象が発生して照明灯の内部に水滴が生じ照度が弱くなったり、回路の損傷で使用
が不可能になるが、本発明の照明装置は、フレーム内部に流体を充填したので、上記のよ
うな透湿現象は発生しない。
【００１４】
　また、本発明の照明装置は、ＬＥＤ素子からの光をレンズで集光して照射するので、照
度の高い光を遠距離まで到達することができ、筐体を貫通する空間部を形成して置いたの
で、照明装置を水中に入れても海流が空間部を貫通して通るため、海流の流れにもフレー
ムが揺れることなく、一定の方向に光を照射することができ、集魚灯として使用する場合
は集魚効率が優れており、照明装置を地上に設ける場合には強風が吹いても風圧によって
照明装置が倒れたり、破損したりすることはない。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明に係る照明装置の第１の実施形態の正面図と側面図である。
【図２】図１のＡ－Ａに切った断面図である。
【図３】図２において放熱フィンを設けた例を示す図である。
【図４】本発明に係る照明装置の第２の実施形態を示す図である。
【図５】本発明に係る照明装置の第３の実施形態を示す図である。
【図６】本発明に係る照明装置の第４の実施形態の組立図である。
【図７】図６の分解図である。
【図８】本発明に係る照明装置の第４の実施形態において、照明パイプと照明部とを示す
図である。
【図９】図８において照明部の分解図のうち一部を示す図である。
【図１０】本発明に係る照明装置の第５の実施形態において、照明パイプと照明部とを示
す図である。
【図１１】本発明に係る照明装置においてノンネオンＬＥＤを使用した第６の実施形態の
組立図である。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１６】
　本発明に係る発光ダイオード照明装置の技術的特徴は、照明装置のフレーム（筐体）内
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に流体を充填させることによって冷却効果が優れ、水中で透水及び透湿現象防止され、大
きな水圧を受けてもフレーム内に充填された流体の非圧縮性に因り、フレームの形が変わ
らないようにしたという点と、筐体を貫通する空間部を形成して置くことにより、水中で
は海流によって照明装置が揺れることなく一定の方向に光を照射することができ、地上で
は強風が吹いても風圧によって照明装置が倒れたり、破損されたりしないようにしたとい
う点である。
【００１７】
　本発明の発光ダイオード照明装置（１０、２０）は、地上で使用する照明灯用のものは
もとより、水中で使用する集魚灯のような用途でも使用することができ、照明装置（１０
、２０）のフレームは、前面フレーム（１１、２１）と、前面フレーム（１１、２１）の
背面に結合される背面フレーム（１２、２２）、照明のために光を発するＬＥＤが実装さ
れたＰＣＢ基板１３及びフレームの空間部に充填された流体１８を含んで構成されるが、
フレームは金属はもちろん、ガラスやプラスチックなどを使用して作製することができる
。
【００１８】
　前面フレーム（１１、２１）は、背面に空間部が形成され、前面には一定の間隔で通孔
が形成され、上面や下面または側面には、流体注入口（１１ａ、２１ａ）が形成されてお
り、空間部に流体１８を充填させる時に使用される。
【００１９】
　背面フレーム（１２、２２）は、板状部材であり、前面フレーム（１１、２１）の背面
にガスケットなどを挿入し、ボルトのような締結手段で締結されて空間部を密閉させる役
割をする。もちろん、接着剤で接着させて密閉させることもできる。
【００２０】
　ＰＣＢ基板１３は、前面に一定の間隔でＬＥＤ１４が実装されて照明のための光を発し
、前面フレーム（１１、２１）の前面に形成された通孔を介して光を発するように配置さ
れるが、必要に応じてＬＥＤ１４の代わりに赤外線チップを実装することもでき、ＬＥＤ
１４の代わりにカメラを装着して地上及び水中の状況を見てみる用途にも使用することが
できる。ＰＣＢ１３は、ＬＥＤ１４の前面に位置した前面フレーム（１１、２１）にＰＣ
Ｂ固定ボルト１３ａに固定させ、特に背面放熱板の無い場合には、回路部１３ｂにバイメ
タル１３ｃが備えられていてＬＥＤ１４から発する熱が一定の温度以上に上昇すると、回
路を遮断して回路を保護できるようにすることが好ましい。
【００２１】
　前面フレーム（１１、２１）の空間部（ＰＣＢ基板と背面フレームとの間の空間を言う
）には流体１８が充填されるが、流体１８を充填させた理由は、第一に、ＬＥＤから発生
する熱を吸収して放出するためであり、第二に、流体固有の非圧縮性を利用して水中や地
上用に使用する時に機構物にかかる大気圧、水圧または温度変化から機構物の圧力変化、
温度変化による変形や破損を防止するためであり、第三に、外部の衝撃から機構物を保護
する緩衝材の役割をするためである。
【００２２】
　流体１８は、鉱油から抽出した高分子化合物を使用するのが好ましいが、流体１８は、
透明な色で流動性の範囲は－５０～２００℃であり、光と熱に対して変色されることなく
水分離性が優れていなければならない。このように流体１８をＰＣＢ基板１３と背面フレ
ーム１２との間の空間部に充填するため、充填された流体がＬＥＤから発生する熱を吸収
して放出させるだけでなく、フレームの内部に透水及び透湿現象が発生しなくなる。
【００２３】
　フレームは、前面及び背面フレーム（１１、１２、２１、２２）が結合された一列に形
成されたものを使用しても良いが、フレームは前面及び背面フレーム（１１、１２、２１
、２２）を横または縦に等間隔で２～６列に配列し、各フレームの両端を相互連結して一
体に形成されるようにして構成するのも好ましい。フレームを複数に配列した時に、各フ
レーム毎にそれぞれ充填しても良いが（図４を参照）、各フレームに充填された流体が互
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いに連通するように流路１１ｂを形成することもできる（図１、５を参照）。流路１１ｂ
を介しては電源を供給するための電線も挿入される。
【００２４】
　フレームは、図１、４、５に示したように、複数の列（複数で形成されたフレームの数
を言う）に形成された間に空間があるので、水中で使用する時にも海流が列間に形成され
た空間を貫通して通るので、海流が流れても照明装置が揺れなくなり、地上で使用する時
にも強風が吹いても強風が列間に形成された空間を貫通して通るので、照明装置が倒れた
り、破損されたりすることはない。フレームは、前記図面に示した形態の他に、いくらで
も変更することができる。
【００２５】
　図２に示すように、前面フレーム１１の流体注入口１１ａを介して流体１８を注入した
後、注入口１１ａを密閉させなければならないが、前面フレーム１１に形成された流体注
入口１１ａにシーリングボールフレーム１１ｃを挿入し、シーリングボール（ｓｅａｌｉ
ｎｇ　ｂａｌｌ、１１ｄ）を挿入するが、この時、シーリングボールフレーム１１ｃがシ
ーリングボール１１ｄによって前面フレーム１１に圧着密封される。
【００２６】
　また、前面フレーム１１に形成された通孔とレンズ１５の前面との間にＯリング（Ｏ－
ｒｉｎｇ、１６）を挿入し、前面フレーム１１のレンズ１５が挿入される部分にナット（
雌ねじ）を形成してレンズ１５の背面からレンズ押下ボルト１７を締結してレンズ１５を
固定させ、レンズ押下ボルト１７の背面にＰＣＢ基板１３を配置してＰＣＢ基板１３をＰ
ＣＢ固定ボルト１３ａで前面フレーム１１に固定結合させる。勿論、Ｏリング１６を使用
することなく接着剤で接着させることもできる。
【００２７】
　各ＬＥＤ１４の前面には、透明な樹脂板またはガラス板を設けることもできるが、各Ｌ
ＥＤ１４毎に前面にレンズ１５を装着するのが好ましい。レンズ１５の色は、様々な色相
にすることができ、レンズの形状も前面フレーム１１に形成された通孔の形状に合わせて
様々な形にして装着し、本発明では、レンズを装着することによって光を集光して照射す
るので、照度の高い光を遠距離まで到達することができる。
【００２８】
　照明装置（１０、２０）を水中で使用する時は、水中なことから自然に冷却させるため
、放熱のことは問題ないが、地上で使用する時は、ＬＥＤが光を発しながら発生する熱の
放熱のために、背面フレーム１２の外側面に発泡エポキシ樹脂１２ａを一定の厚さに塗布
して発泡させ、等間隔で放熱フィン１２ｂを立てた背面放熱板を設けて熱を放出すること
が好ましい（図３を参照）。勿論、背面の放熱板は発泡エポキシ樹脂を使用せず、アルミ
ニウム放熱板を使用することもできる。
【００２９】
　本発明の第４の実施形態による発光ダイオード照明装置は、透光性の高い材質から成る
照明パイプ３４と、照明パイプ３４の下端と上端とにそれぞれ締結される下部フレーム３
１と上部フレーム３２、照明パイプ３４の内部に充填される流体及びＬＥＤ素子４２が実
装されて照明パイプ３４内に位置するＰＣＢ基板４１を基本的な構成要素として備える。
流体を充填させず、エポキシ樹脂を充填させても良い。
【００３０】
　照明パイプ３４は、円筒形状であり、内部に位置する照明部４０から発光された光が投
光されるよう、プラスチック系またはガラスのような透光性の高い材質で作製され、上端
と下端でそれぞれ蓋（３４１、３４２）を締結して内部フレーム３５が照明パイプ３４の
中央に固定させるが、照明パイプ３４は円筒ではなく多角形状の柱にしても構わない。ま
た、図示されてはいないが、冷却効果を考慮して照明パイプ３４を二重管に作製して、照
明パイプ３４の長手方向の中心に沿って中空状に作製することもできる。
【００３１】
　照明パイプ３４の上端と下端とに締結される蓋（３４１、３４２）には、ＰＣＢ基板４
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１または内部フレーム３５の上端と下端が挿入されるように溝を形成して置くのが好まし
い（図８を参照）。また、図示してはいないが、下部フレーム３１と上部フレーム３２の
内部の方にＰＣＢ基板４１または内部フレーム３５の上端と下端が挿入されるように溝を
形成して置けば、蓋（３４１、３４２）を締結しなくても良い。
【００３２】
　内部フレーム３５は、照明パイプ３４の内側全長にわたって挿入されるが、内部フレー
ムは板状部材でも良いが、全ての方向への照明のために平面形状を多角形状にすることが
好ましく、多角形状の外側面にＰＣＢ基板４１を取り付けられて締結する（図８及び図９
を参照）。若し、照明装置の長さが長くない場合には、内部フレーム３５を挿入せず、Ｐ
ＣＢ基板４１を蓋（３４１、３４２）に直接挿入して固定したり（図１０を参照）、蓋（
３４１、３４２）を締結しない場合には、下部フレーム３１と上部フレーム３２に直接固
定して設けることもできる。
【００３３】
　ＰＣＢ基板４１は、内部フレーム３５の外側面に取り付けられて締結され、前面には長
手方向に沿って等間隔でＬＥＤ素子４２が実装されており、遠距離までの照射のために各
ＬＥＤ素子４２の前面には、レンズ（図示せず）を装着して構成することもできる。また
、必要に応じてＬＥＤ素子４２の代わりに赤外線チップを実装したり、カメラを装着して
地上及び水中の状況を見てみる用途にも使用することができる。
【００３４】
　ＰＣＢ基板４１の背面板には、水深センサー、集魚用近接センサー、漏電センサーのう
ちいずれか一つ以上を制御回路及びセンサー部４３に備えるが、水深センサーは水圧を測
定して水深を測定するためのセンサーであり、集魚用近接センサーは集魚灯として使用す
る場合、対象魚種の集魚程度を把握するためのセンサーであり、漏電センサーは、漏電に
因る異常作動を感知するためのものである。また、回路部には、バイメタルを備えてＬＥ
Ｄ素子４２から発する熱が一定の温度以上に上昇すると、回路を遮断して回路を保護する
ことができるようにするのが好ましい。
【００３５】
　照明パイプ３４の内部には、ＬＥＤ素子４２から発生する熱の放出のために流体を充填
させるが、流体はＬＥＤ素子４２から発生する熱を吸収して放出させ、流体固有の非圧縮
性を利用して、水中や地上用に使用する時に機構物にかかる圧力の変化または温度の変化
から機構物の変形と破損を防止し、外部の衝撃から機構物を保護する緩衝材の役割をする
。
【００３６】
　流体は、鉱油から抽出した高分子化合物を使用することが好ましいが、流体は透明な色
で流動性の範囲が－５０～２００℃であり、光と熱に対して変色されることなく水分離性
が優れていなければならない。このような流体を下部フレーム３１に形成された流体注入
孔３１３を介して照明パイプ３４の内部に流体を注入した後、流体注入孔３１３を密閉さ
せる。このように充填された流体がＬＥＤ素子４２から発生する熱を吸収して放出させる
だけでなく、照明パイプ３４の内部に透水及び透湿現象が発生しないようにする役割及び
機構物を保護する緩衝材の役割をする。
【００３７】
　下部フレーム３１及び上部フレーム３２は、円筒状（照明パイプと同一の形状）に照明
パイプ３４の下端部と上端部とで接合して締結した後、これを補完するために、ボルト孔
（３１２、３２２）を介してボルトでそれぞれ締結したり、螺合またはＯリングを挿入し
て締結することもできるが、上部フレーム３２を介して照明部４０に供給される電源を供
給する電線が引き込まれて密封され、上部フレーム４２に引き込まれる電線部などを保護
するために、上部フレーム３２の上端部には、上部フレーム蓋３３を締結するのが好まし
く、若し電源をバッテリーを使用する場合には、上部フレーム蓋３３の内部にバッテリー
を内蔵することができるように構成する。
【００３８】
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　本発明の照明装置を集魚灯として使用する場合には、魚種毎に好む光の波長が異なるた
め、ＬＥＤ色のうち青色の波長は４００～５００ｎｍ、緑色の波長は５００～５７０ｎｍ
、赤色の波長は６００～８００ｎｍのものを使用する。
【００３９】
　照明パイプ３４が円筒形状であるため、その下端と上端に締結される下部フレーム３１
と上部フレーム３２の一面または両側面には、平面部（３１１、３２１）を形成して置く
のが好ましいが、このように平面部を形成して置くことによって本照明装置が床から転が
るのを防止することができる。
【００４０】
　本発明に係る照明装置にリモコン（図示せず）をさらに備えてＬＥＤ素子４２から発す
る光の色を変換させたり、または点滅させることができるように構成するのが好ましい。
また、下部フレーム３１の下端には、錐や銛形状のアタッチ３６を取り付けることもでき
るが、このようなアタッチ３６を利用して本照明装置を地面或いは一定の場所に垂直に固
定して置き、照明を受けながら夜間に野外活動をするのにも活用することができる。
【００４１】
　これまでは、照明灯として本発明の照明装置一つのみを設けたものを例えにして説明し
たが、本発明の照明装置を直列に複数本連結して使用することもできる。
【００４２】
　また、図１１に示されたように、照明パイプの内側に位置する内部フレームの外周面に
ＰＣＢ基板を取り付けず、市販しているノンネオンＬＥＤを接着剤で取り付けて照明装置
を構成することもできる。ノンネオンＬＥＤは、ＬＥＤ素子が一定の間隔で実装された線
であるため、内部フレームの外周面に螺旋状に巻いて接着させる。
【００４３】
　以上の説明は、本発明を例示的に説明したものであり、明細書に開示された実施形態は
、本発明の技術思想を限定するためのものではなく説明するためのものであって、本発明
の属する技術分野において通常の知識を持つ者であれば、本発明の技術思想を外れない範
囲で様々な修正及び変形が可能である。従って、本発明の保護範囲は、特許請求の範囲に
記載された事項によって解釈され、それと均等な範囲内にある技術的事項も本発明の権利
範囲に含まれるものと解釈しなければならない。
【符号の説明】
【００４４】
１０、２０：照明装置
１１、２１：前面フレーム
１２、２２：背面フレーム
１３：ＰＣＢ基板
１４：ＬＥＤ（発光ダイオード）
１５：レンズ
１６：Ｏリング（Ｏ－ｒｉｎｇ）
１７：レンズ押下ボルト
１８：流体
３０：フレーム
３１：下部フレーム
３２：上部フレーム
３３：上部フレーム蓋
３４：照明パイプ
３５：内部フレーム
３６：アタッチ
４０：照明部
４１：ＰＣＢ基板
４２：ＬＥＤ素子
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４３：制御回路及びセンサー部

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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