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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
ソケット部と、
前記ソケット部に一側が連結するように円筒状に形成され、駆動回路及び電線が内蔵され
る内部空間を有する胴体部と、
前記胴体部の他側に連結され、円周部分が同じ間隔で離隔するように分離された複数の締
結部材を有するキャッピング部と、
前記複数の締結部材の間に回転するように締結された複数のヒンジを有するヒンジ部と、
一端が前記複数のヒンジにより前記キャッピング部に設けられている複数の締結部材に固
定され、他端が前記複数のヒンジにより前記複数の締結部材を中心として前記ヒンジ部と
共にそれぞれ円弧を描くように第１方向に回転する複数の発光素子が配列される複数の光
モジュールで構成される光源部と、
前記複数の光モジュールの下部とそれぞれ接するように形成された複数の放熱板を有する
放熱部と、を含む照明装置。
【請求項２】
前記胴体部は、中間部分の表面に長さ方向に半円に長く形成された安着溝が形成されたこ
とを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
前記キャッピング部と前記胴体部のソケット部と連結される部分に、それぞれ前記安着溝
を外部と空間的に連結する吸気通路と排気通路が形成されたことを特徴とする請求項２に
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記載の照明装置。
【請求項４】
前記キャッピング部の複数の締結部材は、それぞれ向かい合う側面に、相互対応する部分
に第１貫通孔が形成され、一側の側面の前記第１貫通孔と隣接する部分に第１突起が形成
されたことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項５】
前記ヒンジは、中央部分に前記第１貫通孔と対応する第２貫通孔と前記締結部材の一側の
側面と接触する面の円周部分に前記第１突起を収容する複数の第１凹溝が同じ間隔で形成
された半円板の第１部分と、
前記第１部分が直径上に直角を成して設けられ、下部表面の中央部分に回転軸と円周部分
に複数の第２凹溝が同じ間隔で形成された第２部分と、含むことを特徴とする請求項４に
記載の照明装置。
【請求項６】
前記ヒンジの第１部分が前記締結部材と第１及び第２貫通孔を通してボルト及びナットに
締結されることを特徴とする請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
前記ボルトの頭と前記第１部分との間に、前記ボルトの胴体を取り囲みながら前記第１貫
通孔内に挿入される、弾性力を有するばねが位置することを特徴とする請求項6に記載の
照明装置。
【請求項８】
前記ヒンジの第２部分は、前記回転軸が第１結合部材の中央部分に形成された第３貫通孔
を貫通した状態で、ナットによって締結されることを特徴とする請求項５に記載の照明装
置。
【請求項９】
前記第１結合部材とナットとの間に弾性力を有する第２ばねが位置することを特徴とする
請求項６に記載の照明装置。
【請求項１０】
前記複数の光モジュールを構成する複数の発光素子がＬＥＤまたはＯＬＥＤで形成される
ことを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項１１】
前記複数の発光素子は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の光を発生する素子
のうちいずれか一つが選ばれることを特徴とする請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１２】
前記複数の発光素子は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の光を発生する素子
が同じ印刷回路基板上に実装されることを特徴とする請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１３】
前記複数の発光素子は、それぞれ透明或いは半透明な合成樹脂で半球形に形成されたレン
ズによって密封されたことを特徴とする請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１４】
前記レンズは、前記光モジュールの前記ヒンジと締結された一側から他側にいくほど曲率
半径が小さくなるように形成されたことを特徴とする請求項１３に記載の照明装置。
【請求項１５】
前記複数の光モジュールは、半円筒状に形成されて密封する蓋をさらに含むことを特徴と
する請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１６】
前記複数の光モジュールは、半円筒状に形成されて密封し、外部の前記発光素子と対応す
る部分にレンズ状に突出する蓋をさらに含むことを特徴とする請求項１０に記載の照明装
置。
【請求項１７】
前記光モジュールが前記ヒンジ部を中心として第２方向にも回転することを特徴とする請
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求項１に記載の照明装置。
【請求項１８】
前記光モジュールは、前記ヒンジに一端が締結された状態で、他端が円弧を描きながら第
１方向に１８０°回転し、軸方向の第２方向に３６０°回転することを特徴とする請求項
１７に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は照明装置に関するもので、特に、発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ）または有機発光ダイオード（Ｏｒｇａｎｉｃ　Ｌｉｇｈｔ　
Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＯＬＥＤ）などを光源として使用する照明装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、室内または屋外の照明灯として白熱灯や蛍光灯などが多く使われ、また、道路
上に設置される街路灯は、ナトリウム灯や一般メタル灯が道路に沿って大体３０ｍから５
０ｍの間隔で一定に配置するよう設置される。このような、照明の光源として使われる白
熱灯は、フィラメントを加熱して光を発生する方式であって、効率性に劣り、蛍光灯は、
蛍光体を発光する方式で光を発生するもので、白熱灯に比べて電力の消耗が少ないという
長所はあるが、内部に蛍光体として有害物質の水銀（ＡＧ）が使われている。また、街路
灯の光源として使われるナトリウム灯及びメタル灯も電力の消耗が大きく寿命が短いとい
う短所がある。
【０００３】
　これに、最近は光源としてＬＥＤまたはＯＬＥＤなどを使う照明装置が開発されつつあ
る。上記においてＬＥＤまたはＯＬＥＤ灯は、寿命が長く電力の消耗量が少ないが、特に
、一般の蛍光灯に比べて寿命が３倍以上長く、明るさにおいても蛍光灯に等しい明るさを
持つため照明素材として優れた性能を有している。
【０００４】
  しかし、ＬＥＤまたはＯＬＥＤなどを使う光源は明るさには優れているが、視野角が小
さく、光源の発熱問題により照明への利用が極めて限られているという問題がある。
【０００５】
　従って、光源としてＬＥＤまたはＯＬＥＤなどを使い、小さい視野角と光源の発熱問題
を解決した照明装置の開発の必要性が増大している。
【０００６】
　上述の問題を開発すべく、従来技術による照明装置は、大韓民国公開特許第２００９－
００４１４８０号（発明の名称：拡散構造を有するランプ型ＬＥＤ照明灯）に開示されて
いる。
【０００７】
　従来技術による照明装置は、表面にねじ山を有するソケット部と、前記ソケット部と接
触するケーシングと、前記ケーシングの内部に備えられ、前記ソケット部と電気的に接続
がなされ、電源の変換を通じた電源供給と電源制御及び放熱をする電源部と、前記ケーシ
ングの上部に結合して光を拡散する外部拡散レンズ部と、前記外部拡散レンズ部の内部に
備えられ、熱を放熱するヒートパイプと、前記電源部と電気的接続がなされ前記ヒートパ
イプと結合し、前記電源部の電源供給及び電源制御を通して光を発光するＬＥＤ装置部と
、で構成される。
【０００８】
　また、ＬＥＤ装置部によってヒートパイプの内部で発生する熱を外部へ放熱する放熱部
をさらに含む。
【０００９】
　さらに、ＬＥＤ装置部は、光を発光するＬＥＤで構成された複数の光モジュール、前記
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複数の光モジュールとそれぞれ結合する回路基板、前記複数の光モジュールの外部にそれ
ぞれ結合して前記ＬＥＤモジュールから出る光を１次拡散させる内部拡散レンズを含む。
【００１０】
　前記において放熱部は、複数のピン構造で放熱接触面積を広げる放熱板と、前記放熱板
に接触して回転方向と垂直して風を放出する放熱ファンとで構成され、複数の光モジュー
ルから発生する熱を効果的に外部へ放出する。
【００１１】
　さらに、外部拡散レンズ部は、六角形の断面状を有する複数の凹レンズが隣り合って連
結される構造で形成され、光モジュールから発光されて内部拡散レンズによって１次拡散
した光を２次拡散する。これにより、光モジュールから発光した光の拡散角が増加して光
均一度が向上する。
【００１２】
　しかし、従来技術による照明装置は、光モジュールから発生した熱がケーシングの内部
に長く形成されたヒートパイプを経て放熱板を通して放出されるだけでなく、複数のヒー
トパイプが隣接するため、放熱効率が低下するという問題点があった。また、光モジュー
ルが固定して、発生した光が拡散する程度が一定であるため、状況によって光均一度を調
節することができないという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　従って、本発明の目的は、光モジュールから発生した熱の外部放出効率を向上させる照
明装置を提供することにある。
【００１４】
　本発明の他の目的は、複数の光モジュールから発生した光の照射角度を変化して光均一
度を調節することができる照明装置を提供することにある。
【００１５】
　本発明のさらに他の目的は、一つの製品で照明灯だけでなく、飾り灯または間接照明な
どの様々な製品に使用できる照明装置を提供することにある。
【００１６】
　本発明のまた他の目的は、複数の光モジュールのうち故障したもののみ取り替えれば良
いため、メンテナンス費用が節約できる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】
【００１７】
　前記目的を達成すべく、本発明の一実施例による照明装置は、ソケット部と、前記ソケ
ット部に一側が連結するように円筒状に形成され、駆動回路及び電線が内蔵される内部空
間を有する胴体部と、前記胴体部の他側に連結され、円周部分が同じ間隔で離隔するよう
に分離された複数の締結部材を有するキャッピング部と、前記複数の締結部材の間に回転
するように締結された複数のヒンジを有するヒンジ部と、前記複数のヒンジにより前記複
数の締結部材を中心として前記ヒンジ部と共にそれぞれ第１方向に回転する複数の発光素
子が配列される複数の光モジュールで構成される光源部と、前記複数の光モジュールの下
部とそれぞれ接するように形成された複数の放熱板を有する放熱部と、を含む。
【００１８】
　前記において胴体部は、中間部分の表面に長さ方向に半円に長く形成された安着溝が形
成される。
【００１９】
　前記において安着溝は、前記光モジュールの背面が上部の入り口部分の表面と接触し、
下部の深い部分の表面とは接触せず空間をなすように形成される。
【００２０】
　前記においてキャッピング部と前記胴体部のソケット部と連結される部分に、それぞれ
前記安着溝を外部と空間的に連結する吸気通路と排気通路が形成される。
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【００２１】
　前記においてキャッピング部の複数の締結部材は、それぞれ向かい合う側面に相互対応
する部分に第１貫通孔が形成され、一側の側面の前記第１貫通孔と隣接する部分に第１突
起が形成される。
【００２２】
　前記においてヒンジは、中央部分に前記第１貫通孔と対応する第２貫通孔と前記締結部
材の一側の側面と接触する面の円周部分に前記第１突起を収容する複数の第１凹溝が同じ
間隔で形成された半円板の第１部分と、前記第１部分が直径上に直角を成して設けられ、
下部表面の中央部分に回転軸と円周部分に複数の第２凹溝が同じ間隔で形成された第２部
分と、を含む。
【００２３】
　前記においてヒンジの第１部分が前記締結部材と第１及び第２貫通孔を通してボルト及
びナットに締結される。
【００２４】
　前記においてボルトの頭と前記第１部分との間に、前記ボルトの胴体を取り囲みながら
前記第１貫通孔内に挿入される、弾性力を有するばねが位置する。
【００２５】
　前記においてヒンジの第２部分は、前記回転軸が第１結合部材の中央部分に形成された
第３貫通孔を貫通した状態で、ナットによって締結される。
【００２６】
　前記において第１結合部材とナットとの間に弾性力を有する第２ばねが位置する。
【００２７】
　前記において複数の光モジュールを構成する複数の発光素子がＬＥＤまたはＯＬＥＤで
形成される。
【００２８】
　前記において複数の発光素子は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の光を発
生する素子のうちいずれか一つが選ばれる。
【００２９】
　前記において複数の発光素子は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の光を発
生する素子が同じ印刷回路基板上に実装される。
【００３０】
　前記において複数の発光素子は、それぞれ透明或いは半透明な合成樹脂で半球形に形成
されたレンズによって密封される。
【００３１】
　前記においてレンズは、前記光モジュールの前記ヒンジと締結された一側から他側にい
くほど曲率半径が小さくなるように形成される。
【００３２】
　前記において複数の光モジュールは、半円筒状に形成されて密封する蓋をさらに含む。
【００３３】
　前記において複数の光モジュールは、半円筒状に形成されて密封し、外部の前記発光素
子と対応する部分にレンズの形状に突出する蓋をさらに含む。
【００３４】
　前記において光モジュールが前記ヒンジ部を中心として第２方向にも回転する。
【００３５】
　前記において光モジュールは、前記ヒンジに一端が締結された状態で他端が円弧を描き
ながら第１方向に１８０°回転し、軸方向の第２方向に３６０°回転する。
【発明の効果】
【００３６】
　従って、本発明は、複数の光モジュールから発生した光の照射角度を変えて光均一度を
調節することができるだけでなく、光モジュールから発生した熱の外部放出効率を向上さ
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せることができるという長所がある。また、その目的は、一つの製品で、照明灯だけでな
く、飾り灯または間接照明などの様々な製品として使用することができ、修理の際に複数
の光モジュールのうち故障したもののみ取り替えればいいので、メンテナンス費用が低減
できるという長所がある。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】図１は本発明による照明装置の側面図である。
【図２】図２は本発明による照明装置の光源部を広げた状態の一例を図示した斜視図であ
る。
【図３】図３は本発明による照明装置の光源部を構成する光モジュールがキャッピング部
の締結部材に一側が結合した状態で回転することを図示した側面図である。
【図４】図４は本発明による照明装置の光源部を構成する光モジュールのうち一つが軸方
向に回転した状態を図示した側面図である。
【図５】図５は図１のＡ部分の拡大断面図である。
【図６】図６は図５の分解図である。
【図７】図７はヒンジの側面図である。
【図８】図８はヒンジの第２部分の下部平面図である。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　以下、添付の図面を参照に本発明を詳しく説明する。
【００３９】
　図１は本発明による照明装置の側面図で、図２は本発明による照明装置の光源部を広げ
た状態の一例を図示した斜視図で、図３は本発明による照明装置の光源部を構成する光モ
ジュールがキャッピング部の締結部材に一側が結合した状態で回転することを図示した側
面図で、図４は本発明による照明装置の光源部を構成する光モジュールのうち一つが軸方
向に回転した状態を図示した側面図である。
【００４０】
　本発明による照明装置は、ソケット部１０、胴体部２０、キャッピング部３０、ヒンジ
部、光源部６０及び放熱部を含む。
【００４１】
　前記においてソケット部１０は、一般照明ランプの収容ソケット（未図示）に結合して
使用できるように表面にねじ山が形成される。
【００４２】
　胴体部２０は、一側がソケット部１０と連結するように円筒状に形成され、駆動回路（
未図示）及び電線（未図示）が内蔵される内部空間を有する。
【００４３】
　前記において胴体部２０の内部空間に内蔵された駆動回路は、ソケット部１０を通して
電源が入力され、電線を通して一定な電源を光源部６０に供給しながらこの光源部６０の
動作を制御する。また、胴体部２０は、ソケット部１０に連結された一側の部分が中間部
分より大きい直径を有して突出するように形成され、中間部分の表面に長さ方向に半円に
長く形成された安着溝２２が形成される。
【００４４】
　前記において安着溝２２は、後述の光源部６０を構成する光モジュール６２が安着する
。光モジュール６２は、ヒンジ４０に連結されて回転し、安着溝２２に安着または離隔す
ることができる。前記において半円に形成された安着溝２２は、安着する光モジュール６
２の背面が、上部、即ち、入り口部分の表面と接触するが、下部、即ち、深い部分の表面
と接触せず離隔して空間を成すように形成される。さらに、胴体部２０は、ソケット部１
０と連結される部分に、安着溝２２を外部と空間的に連結し、放出された熱を外部へ排気
する排気通路２４が形成される。
【００４５】
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　キャッピング部３０は、胴体部２０の他側に連結され、中間部分より大きい直径を有し
て突出するように形成される。前記においてキャッピング部３０は、円周部分が同じ間隔
で離隔するように分離された複数の締結部材３２を有する。さらに、複数の締結部材３２
は、隣接するものと対応する部分にそれぞれ第１貫通孔３４が形成される。また、キャッ
ピング部３０は、胴体部２０に形成された安着溝２２を外部と空間的に連結し、外部空気
を吸入する吸気通路（未図示）が形成される。前記において吸気通路（未図示）は、安着
溝２２内の加熱された空気を排気通路２４を通して外部へ排気するとき、外部の冷たい空
気を安着溝２２内に吸気する。
【００４６】
　光源部６０は、複数の光モジュール６２で構成され、この複数の光モジュール６２それ
ぞれは、ヒンジ部を構成する複数のヒンジ４０によって一端がキャッピング部３０の複数
の締結部材３２に回転するように締結される。複数の光源部６０それぞれは、狭い幅に長
く形成された印刷回路基板６４上に複数の発光素子６６が、好ましくは１～２４個くらい
の発光素子６６が１～２列で実装される。前記において複数の発光素子６６は、ＬＥＤま
たはＯＬＥＤなどで構成され得る。前記において光源部６０が複数の光モジュール６２で
形成されるため、修理の際に複数の光モジュールのうち故障したもののみ取り替えること
ができるため、メンテナンス費用を低減することができる。
【００４７】
　前記において複数の光モジュール６２を構成する複数の発光素子６６は、赤（Ｒ）、緑
（Ｇ）、青（Ｂ）及び白（Ｗ）の光を発生する素子のうちいずれか一つが選ばれる。また
、複数の光モジュール６２を構成する複数の発光素子６６は、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（
Ｂ）及び白（Ｗ）の光を発生する素子が同じ回路基板６４上に実装されることもできる。
【００４８】
　前記において複数の光モジュール６２は、それぞれ締結された複数のヒンジ４０に固定
され、キャッピング部３０の締結部材３２を中心として第１方向、即ち、他端が円弧を描
きながら１８０°回転する。また、複数の光モジュール６２それぞれは、締結された複数
のヒンジ４０によって第２方向、即ち、軸方向に３６０°回転する。前記において複数の
光モジュール６２を回転して光源部６０から発生した光の照射角度を変えることができる
ため、光均一度を向上させることができる。
【００４９】
　また、本発明は、光源部６０を構成する複数の光モジュール６２を、図２のように、締
結部材３２を中心として第１方向、即ち、他端が円弧を描きながら９０°回転させて光源
部６０の下部の光輝度を増加させることができる。さらに、本発明は、光源部６０を構成
する複数の光モジュール６２を、図２のように、締結部材３２を中心として第１方向、即
ち、他端が円弧を描きながら９０°回転した後、再び第２方向、即ち、軸方向に１８０°
回転して光モジュール６２から発生した光が天井などを照らすようにすることによって間
接照明として使用することもできる。
【００５０】
　前記において光源部６０を構成する光モジュール６２は、使用目的に応じて光の照射角
度を変えたり、光が天井などを照らすようにすることができ、また、複数の光モジュール
６２を構成する複数の発光素子６６を選ぶことができるため、一つの製品で、照明灯だけ
でなく、飾り灯または間接照明などの様々な製品として使用することができる。
【００５１】
　さらに、複数の光モジュール６２を構成する複数の発光素子６６それぞれは、レンズ６
８によって密封される。前記においてレンズ６８それぞれは、複数の発光素子６６から発
光した光を拡散するもので、透明な合成樹脂で半球形に形成される。また、レンズ６８そ
れぞれは、複数の発光素子６６から発光した光によって眩しくなることを防ぐため、半透
明な合成樹脂で形成されることもできる。
【００５２】
　半球形のレンズ６８は、それぞれの発光素子６６において発生した光が遠くまで照射さ
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れるように、複数の光モジュール６２の一側から他側にいくほど曲率半径が小さく形成さ
れる。これにより、本発明による照明装置は、街路灯などに使われるとき、隣接する照明
装置と境を成す部分で光の均一度をさらに向上させることができる。
【００５３】
　また、複数の光モジュール６２それぞれは、蓋７０によって密封される。前記において
複数の蓋７０は、透明な合成樹脂で半円筒状に形成される。
【００５４】
　前記において複数の光モジュール６２は、それぞれの発光素子６６を覆う半球形のレン
ズ６８とそれぞれの蓋７０を含んでいるが、本発明においてレンズと蓋が一つの胴体で形
成されることもできる。即ち、複数の光モジュール６２それぞれを覆う蓋は、外部表面の
それぞれの発光素子６６が形成された部分にレンズ形状に突出するように形成されること
もできる。
【００５５】
　放熱部は、複数の放熱板７２で構成されるが、この複数の放熱板７２は、熱伝達の特性
に優れた銅、アルミニウムまたはマグネシウムや、セラミック、または、これらの合金で
形成されて複数の光モジュール６２を構成する発光素子６６の動作の際に発生する熱を外
部へ放出する。前記において複数の放熱板７２それぞれは、複数の光モジュール６２を構
成し、発光素子６６が実装されたそれぞれの印刷回路基板６４の下部とそれぞれ接するた
め、発光素子６６から発生した熱を安着溝２２または外部へ効果的に放出することができ
る。
【００５６】
　前記において複数の光モジュール６２が、図１に図示されたように、安着溝２２に安着
している場合、発生した熱は放熱板７２を通して安着溝２２の下部へ放出され、この安着
溝２２の下部へ放出された熱は、排気通路２４を通して外部へ排出される。この際、吸気
通路（未図示）を通して外部の冷たい空気が安着溝２２に吸気する。
【００５７】
　前記において複数の光モジュール６２と複数の放熱板７２は、それぞれ接するもの同士
の両側端が第１及び第２結合部材７４、７９によって締結される。前記において、それぞ
れの第１結合部材７４は、複数の光モジュール６２と複数の放熱板７２がそれぞれ接した
ものを締結しながら、それぞれのヒンジ４０と第２方向、即ち、軸方向に３６０°回転す
るように連結される。これにより、複数の光モジュール６２は、ヒンジ４０と共にキャッ
ピング部３０の締結部材３２を回転軸にして第２方向、即ち、軸方向に３６０°回転する
ことができる。
【００５８】
　前記において複数の放熱板７２も、第１及び第２結合部材７４、７９によって接するよ
うに結合された複数の光モジュール６２それぞれと共に第１方向、即ち、他端が円弧を描
きながら１８０°回転したり、または第２方向、即ち、軸方向に３６０°回転することが
できる。これにより、複数の放熱板７２は、胴体部２０に長さ方向に半円に長く形成され
た複数の安着溝２２から離脱して胴体部２０と接触せずに露出することがあるため、発光
素子６６から発生した熱が蓄積されず、外部へ容易に放出されるため熱放出効率が向上す
る。
【００５９】
　図５は図１のＡ部分の拡大断面図で、図６は図５の分解図で、図７はヒンジの側面図で
、図８はヒンジの第２部分の下部平面図である。
【００６０】
　図５及び図６に図示されたように、キャッピング部３０の締結部材３２と第１結合部材
７４がヒンジ４０によって連結される。
【００６１】
　前記においてキャッピング部３０の複数の締結部材３２は、それぞれ向かい合う側面の
対応する部分に第１貫通孔３４が形成され、一側の側面の第１貫通孔３４と隣接する部分
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に第１突起３６が形成される。また、光モジュール６２と放熱板７２を結合する第１結合
部材７４は、ヒンジ４０の第２部分４８の下部に形成された回転軸５２と対応する中央部
分に第３貫通孔７６が形成され、上部の円周部分に第２突起７８が形成される。
【００６２】
　前記においてヒンジ４０は、第１部分４２と第２部分４８とで構成される。前記におい
て第１部分４２は、図７に図示されたように、第２部分４８の直径上に半円板が直角をな
すように形成される。さらに、第１部分４２は、中央部分に第１貫通孔３４と対応する第
２貫通孔４６が形成され、円周部分に第１突起３６を収容する複数の第１凹溝４４が同じ
間隔で形成される。
【００６３】
　前記において第１部分４２は、キャッピング部３０の締結部材３２とボルト８０及びナ
ット８２によって第１突起３６と第１凹溝４４がそれぞれ形成された一側面が接触すると
共に、形成されていない他面側が分離される。前記においてキャッピング部３０の締結部
材３２との間に、第１部分４２を、第１及び第２貫通孔３４、４６が一致するように位置
した状態で、ボルト８０とナット８２を介して締結する。
【００６４】
　この際、第１ばね８６がボルト８０の胴体を取り囲みながら第１貫通孔３４内に挿入さ
れるようにする。即ち、ボルト８０の頭部分と第１部分４２の他側面との間に位置するよ
うにする。これにより、第１ばね８６は、弾性力によって、ヒンジ４０を、第１部分４２
の第１凹溝４４がそれぞれ形成された一側面が、締結部材３２の第１突起３６が形成され
た側面と接するようにする。前記において第１部分４２に形成された第１凹溝４４内に、
締結部材３２に形成された第１突起３６が収容されることによって、ヒンジ４０が固定す
る。前記においてボルト８０と第１ばね８６との間に第１捻りウォッシャー８４が挿入さ
れる。
【００６５】
　前記において複数の光モジュール６２は、複数のヒンジ４０の第１部分４２とキャッピ
ング部３０の締結部材３２を連結するボルト８０を回転軸にして、第１方向、即ち、他端
が円弧を描きながら１８０°回転する。即ち、複数の光モジュール６２それぞれを弾性力
を有する第１ばね８６が圧縮するように力を加えると、複数のヒンジ４０それぞれの第１
部分４２が締結部材３２の第１突起３６が形成された側面と分離される。
【００６６】
　この際、ヒンジ４０の第１部分４２に形成された第１凹溝４４から締結部材３２に形成
された第１突起３６も分離される。従って、複数の光モジュール６２は、図２及び図３の
ように、ボルト８０を回転軸にして第１方向、即ち、他端が円弧を描きながら１８０°回
転することができる。この際、ヒンジ４０の第１部分４２に形成された複数の第１凹溝４
４のうちいずれか一つが締結部材３２に形成された第１突起３６と締結されるようにする
ことによって、光モジュール６２の第１方向の回転角度を調節することができる。
【００６７】
　前記において光モジュール６２の第１方向の回転角度を調節するため、ヒンジ４０の第
１部分４２に形成された第１凹溝４４と締結部材３２に形成された第１突起３６を使用し
たが、本発明の他の実施例として、ヒンジ４０の第１部分４２及び締結部材３２の周辺部
分に連続する凸凹を相互対応するように形成して、小さい回転角度を調節することができ
るなど、様々な構造で形成されることもできる。
【００６８】
　また、ヒンジ４０の第２部分４８は、図８に図示されたように、円形板で形成され、下
部面の中央部分に回転軸５２が突出する。前記において第２部分４８は、下部面の円周部
分に複数の第２凹溝５０が同じ間隔で形成される。
【００６９】
　前記において第２部分４８は、回転軸５２が第３貫通孔７６を貫通した状態で、ナット
８８によって第１結合部材７４と締結される。前記において第２ばね９２がナット８８と
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結合部材７４の第２突起７８が形成された面を、ヒンジ４０の第２部分４８の第２凹溝５
０が形成された下部表面と接触するようにする。前記において第２部分４８に形成された
第２凹溝５０内に第２ 結合部材７９に形成された第２突起７８が収容することによって
、光モジュール６２及び放熱板７２は回転せず固定する。前記においてナット８８と第２
ばね９２との間に第２捻りウォッシャー９０が挿入される。
【００７０】
　前記において光モジュール６２は、ヒンジ４０の第２部分４８の回転軸５２を中心とし
て第２方向、即ち、回転軸５２方向に３６０°回転する。即ち、複数の光モジュール６２
それぞれを、弾性力を有する第２ばね９２が圧縮するように力を加えると、第１結合部材
７４が複数のヒンジ４０それぞれの第２部分４８から分離される。
【００７１】
　この際、第２部分４８の下部表面に形成された第２凹溝５０から第１結合部材７４に形
成された第２突起７８も分離される。従って、複数の光モジュール６２は、図４に図示さ
れたように、回転軸５２を中心として第２方向、即ち、回転軸５２方向に３６０°回転す
ることができる。
【００７２】
　前記において光モジュール６２の第２方向の回転角度を調節するために、ヒンジ４０の
第２部分４８の下部表面に形成された第２凹溝５０と、締結部材３２に形成された第２突
起７８とを使用したが、本発明の他の実施例として、ヒンジ４０の第２部分４８の下部表
面及び締結部材３２の周辺部分に、連続する凸凹を相互対応するように形成して、小さい
回転角度を調節することができるなど、様々な構造で形成されることもできる。
【００７３】
　上記の説明したように、本発明は一つの実施例に過ぎないもので、本発明は上記の実施
例に限定されず、本発明の技術的思想内で当分野の通常の知識を有する者により様々な変
形が可能である。
【産業上の利用可能性】
【００７４】
　本発明は、複数の光モジュールから発生した光の照射角度を変えて光均一度を調節する
ことができるだけでなく、光モジュールから発生した熱の外部放出効率が向上することが
できるという長所がある。また、その目的は、一つの製品で、照明灯だけでなく、飾り灯
または間接照明などの様々な製品として使用することができ、修理の際に複数の光モジュ
ールのうち壊れたもののみ取り替えるため、メンテナンスの費用を低減することができる
という長所がある。
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