
JP 4465399 B2 2010.5.19

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
支柱と該支柱に取り付けられる灯具を備える照明灯において、
　前記灯具が、発光部と該発光部を取り付けるケーシングと前記発光部の前面側に設置し
て前記発光部を保護する保護カバーとを備え、
　前記ケーシングの下面を断面Ｍ字状として、所定の複数方向に向けて前記発光部をそれ
ぞれ取り付け可能な複数の取付面を備える形状とし、
　前記取付面が、前記断面Ｍ字状の下面の中央部を境界部として、該境界部からそれぞれ
逆方向の上方に向けて傾斜している下面のそれぞれを第一取付面と第二取付面とする二つ
の取付面を備え、これらの二つの取付面にそれぞれ前記発光部を装着して、これらの二枚
の発光部によって下方に向けて広角に照射すると共に、それぞれの取付面の外側に下向き
に傾斜する下面を遮光面としたことを特徴とする照明灯。
【請求項２】
前記ケーシングに、前記保護カバーを装着する挿入溝を設け、前記境界部に、前記保護カ
バーに近接する当り面を形成したことを特徴とする請求項１に記載の照明灯。
【請求項３】
前記ケーシングを、その下面が断面Ｍ字状で、その上面が傘状に丸められた中空状枠体と
し、前記下面と前記上面とを前記中空状枠体内で連結する連結板を設けると共に、前記連
結板として、前記境界部に相当する下面と前記上面とを連結する中央連結板と、前記断面
Ｍ字状の二箇所の肩部に相当する下面と前記上面とを連結する右肩連結板と左肩連結板と
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を設け、前記中央連結板の下部に前記当り面を形成したことを特徴とする請求項２に記載
の照明灯。
【請求項４】
前記ケーシングが、前記取付面が予め形成された押出型材製であることを特徴とする請求
項１から３のいずれかに記載の照明灯。
【請求項５】
前記発光部が基板に複数の発光体を装着した面状発光部であって、前記取付面に、前記基
板を嵌め込んで装着するための基板嵌め込み部を予め形成したことを特徴とする請求項４
に記載の照明灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、屋外に設置する照明灯に関し、特に、広角に照射するのに適した発光部構成
とされる照明灯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、公園や街路などの屋外に設置される照明灯として、支柱の上部に下方を照らすよ
うに設置される灯具を配設して、灯具の下方の所定範囲を照明する照明灯が知られている
。また、電源が得られ難い地域や場所などではソーラーパネルや風力発電などの自然エネ
ルギーを用いて発電する発電部材と蓄電池を備えた照明灯も知られている。
【０００３】
　灯具を点灯して地面を照らす際に広く照らしたい場合には、灯具が備える発光部の前面
に設置する保護カバーを介して光を拡散したり、所定方向に向けて照明する発光部を、そ
の方向を変えて複数装着したりしていた。そのために、例えば、所定方向を照らす発光体
（例えば、ＬＥＤ）を多数備えた発光部を装着した灯具を複数用意して、それぞれの照ら
す方向を所定角度外側に傾けて取り付けることで、斜め下方に向けて広範囲に照らして、
広がりを持たせた照明を行うことができる。
【０００４】
　そのために、ケーシング内に多数の発光体を備えて所定の一方向を照らす灯具としては
、図７に示すような、多数の発光体２１を備える発光部２をケーシング１０Ｄの平坦な取
付面１１Ｄに取り付けて、照明方向の前面に保護カバー３を装着した構成の灯具１Ｄとな
る。また、この灯具１Ｄを用いて、図８に示すように、支柱の上部に所定角度傾けた状態
で二個の灯具１Ｄ、１Ｄを取り付けた照明灯ＳＴＢを用いて、それぞれの照明範囲Ｈ１を
異ならせることで広い照明範囲ＨＡを照明することができる。
【０００５】
　また、図６に示すように、ケーシング１０Ｃの平坦な取付面１１Ｃに、傾斜した発光部
取付面を有する二個の取付部材７、７を、互いの発光部２（２Ａ、２Ｂ）が外向きとなる
ように対向して設けた構成の灯具１Ｃを用いて、広い範囲を照明することができる。
【０００６】
　さらに、曲面形状のホルダーに多数の発光体を取り付けて照明範囲を広げることも行わ
れており、予め半割りの円筒状に形成した取付ホルダーに多数の発光体を取り付けて、照
明範囲を拡張する街路灯及び照明灯が既に公開されている（例えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００３－１５１３２０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　所定の一方向に向けて照明する灯具を用いて広く照らす場合には、複数方向に向かう灯
具を設置するので灯具が複数必要となって不経済である。また、一つのケーシング内にそ
れぞれ外向きに傾斜した発光部取付面を有する取付部材を用いる場合でも、ケーシング以
外の取付部材が必要となって不経済であると共に、複数の取付部材を装着する取付工数が
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増えるので好ましくない。
【０００８】
　そのために、ケーシング内に発光部を装着して、照明する方向の前面部に保護カバーを
装着する構成の灯具においては、使用する部品点数を少なくして、所定の広い角度範囲に
亘って照明する構成とすることが望まれている。さらには、ケーシングに発光部や保護カ
バーを取付容易とし、破損を防止して長期間に亘って安定した機能を発揮する構成である
ことが好ましい。
【０００９】
　そこで本発明は、上記問題点に鑑み、支柱と該支柱に取り付けられる灯具を備える照明
灯において、灯具を構成する発光部を、少ない部品点数で広い範囲を照らす位置に取付容
易とすると共に、取付後の部品の破損を防止する構成とされる照明灯を提供することを目
的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　　
　上記目的を達成するために本発明は、支柱と該支柱に取り付けられる灯具を備える照明
灯において、前記灯具が、発光部と該発光部を取り付けるケーシングと前記発光部の前面
側に設置して前記発光部を保護する保護カバーとを備え、前記ケーシングの下面を断面Ｍ
字状として、所定の複数方向に向けて前記発光部をそれぞれ取り付け可能な複数の取付面
を備える形状とし、前記取付面が、前記断面Ｍ字状の下面の中央部を境界部として、該境
界部からそれぞれ逆方向の上方に向けて傾斜している下面のそれぞれを第一取付面と第二
取付面とする二つの取付面を備え、これらの二つの取付面にそれぞれ前記発光部を装着し
て、これらの二枚の発光部によって下方に向けて広角に照射すると共に、それぞれの取付
面の外側に下向きに傾斜する下面を遮光面としたことを特徴としている。
【００１１】
　この構成によると、ケーシングに予め備えられている複数の取付面にそれぞれ発光体を
装着するので、この複数の取付面を、予め広い範囲を照明する方向に形成することで、発
光体を斜めに取り付けるための別部品を用いることなく、広い範囲を照明する照明灯を得
ることができる。また、発光部の前面側に保護カバーを装着しているので、発光体の破損
を防止することができる。また、断面Ｍ字状の中央部から上方に向けて傾斜している第一
、第二の取付面にそれぞれ発光部を装着し、それぞれの取付面の外側下向きに傾斜する下
面を遮光面としているので、照明光の横への拡散を抑制して、少ない部品点数で所定の広
い範囲を照明することができる。
【００１２】
　また本発明は上記構成の照明灯において、前記ケーシングに、前記保護カバーを装着す
る挿入溝を設け、前記境界部に、前記保護カバーに近接する当り面を形成したことを特徴
としている。この構成によると、ケーシングの挿入溝に保護カバーを挿入するだけで保護
カバーを正規の位置に装着することができる。また、取付面の境界部に当り面を形成して
いるので、保護カバーが内側に押圧されても、この当り面が当接部となって、衝撃を和ら
げるので、保護カバーの破損を防止することができる。
【００１３】
　また本発明は上記構成の照明灯において、前記ケーシングを、その下面が断面Ｍ字状で
、その上面が傘状に丸められた中空状枠体とし、前記下面と前記上面とを前記中空状枠体
内で連結する連結板を設けると共に、前記連結板として、前記境界部に相当する下面と前
記上面とを連結する中央連結板と、前記断面Ｍ字状の二箇所の肩部に相当する下面と前記
上面とを連結する右肩連結板と左肩連結板とを設け、前記中央連結板の下部に前記当り面
を形成したことを特徴としている。この構成によると、第一、第二の取付面にそれぞれ発
光部を装着して、広い範囲を照明する照明灯を形成することができる。また、ケーシング
が中空状であっても、中央連結板と左右の肩連結板を備えているので、強固な枠体を形成
して、強度の高いケーシングとなる。さらには、中央連結板の下部に当り面を形成してい
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るので、保護カバーの略中央部に係合する当り面となって、保護カバーの変形を効果的に
防止することができる。
【００１４】
　また本発明は上記構成の照明灯において、前記ケーシングが、前記取付面が予め形成さ
れた押出型材製であることを特徴としている。この構成によると、断面Ｍ字状の下面と傘
状の上面と、中央連結板や左右の肩連結板や取付面を備えるケーシングを一体成型して製
造することができ、所定形状のケーシングを大量生産することができる。
【００１５】
　また本発明は上記構成の照明灯において、前記発光部が基板に複数の発光体を装着した
面状発光部であって、前記取付面に、前記基板を嵌め込んで装着するための基板嵌め込み
部を予め形成したことを特徴としている。この構成によると、発光体を備える基板をワン
タッチでケーシングの所定位置に装着することができ、発光部の取付作業が容易となる。
【発明の効果】
【００１６】
　本発明によれば、発光体と該発光体を取り付けるケーシングと前記発光体の前面側に設
置して前記発光体を保護する保護カバーとを備えた構成の灯具とし、前記ケーシングを、
所定の複数方向に向けて前記発光体をそれぞれ取り付け可能な複数の取付面を備える形状
とした照明灯としたので、発光体を斜めに取り付けるための別部品を用いることなく、少
ない部品点数で所定の配置に発光体を取付容易となると共に、保護カバーを介して取付後
の破損を防止する構成となる照明灯を得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１７】
　以下に本発明の実施形態を図面を参照して説明する。図１は本発明に係る照明灯が備え
るケーシングを示し、（ａ）は拡大断面図であり、（ｂ）は平面図である。図２は本発明
に係る照明灯が備える灯具を示し、（ａ）は第一実施形態の断面図であり、（ｂ）は第二
実施形態の断面図である。図３は第三実施形態の灯具の断面図である。図４は図３の灯具
に用いたケーシングの断面図である。図５は本発明に係る照明灯の一例を示し、（ａ）は
側面図であり、（ｂ）は正面図であり、（ｃ）はソーラーパネルを備える一例の側面図で
ある。図６は発光部を二個備える従来の灯具の一例を示す断面図である。図７は発光部が
一個の従来の灯具の他の例を示す断面図であり、図８に図７の灯具を用いた照明灯の要部
拡大図を示す。また、同一構成部材については同一の符号を用い、詳細な説明は適宜省略
する。
【００１８】
　図５（ａ）（ｂ）に示すように、本実施形態に係る照明灯ＳＴは、支柱４に灯具１を備
える構成とされていて、公園や街路などの屋外に設置され、支柱の上部に設置される灯具
１を点灯して下方の所定範囲を照明している。
【００１９】
　また、灯具１に供給する電力は、電源が容易に確保できる環境であれば、一般の家庭用
電力や商用電力を用いることができる。しかし、電源が得られ難い地域や場所などで設置
される場合であれば、太陽光発電や風力発電を行い自然エネルギーを用いて発電する発電
部材と蓄電池を備えた自家発電式の構成とすることができる。例えば、図５（ｃ）に示す
ように、支柱４の上部にソーラーパネル５を設け、支柱４の内部に、蓄電池５２や制御基
板５１などの電装部品を設ける構成として、日中の発電した電力を蓄電して、夜間に照明
を行う照明灯を構築することができる。
【００２０】
　次に、本実施形態に係る灯具１について図１から図４を用いて説明する。灯具１は図２
（ａ）に示すように、ケーシング１０と、発光部２（２Ａ、２Ｂ）と保護カバー３とを備
えている。発光部２（２Ａ、２Ｂ）は、それぞれ、複数の発光体２１を基板２２に装着し
て一体構成された面状の発光部である。また、発光体２１としては、低消費電力で発光輝
度の明るいＬＥＤ発光体が好適であり、ＬＥＤ発光体を用いることで、低消費電力で夜間
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に公園や街路などの屋外を照明することが可能となる。
【００２１】
　保護カバー３は、発光部２を覆って保護するためのカバーであって、発光部２の前面側
に設置された透明もしくは半透明のカバーである。ケーシング１０は、これらの発光部２
（２Ａ、２Ｂ）と保護カバー３とを一体的に装着するように形成されていて、発光部２Ａ
を取り付ける第一取付面１１Ａと、発光部２Ｂを取り付ける第二取付面１１Ｂとの複数の
取付面１１が予め形成されている。
【００２２】
　取付面１１は、発光部２の照射方向を任意の方向に向ける取付面であって、発光体を斜
めに取り付けるための別部品を用いることなく、広い範囲を照明可能となる。そのために
、ケーシング１０に予め所定の角度で傾斜した取付面１１を設けておくことで、所定の範
囲を照明可能な照明灯を構成することができる。
【００２３】
　灯具１の下部を広い範囲で照明するためには、二個の発光部２Ａ、２Ｂをそれぞれ所定
角度外向きに傾けた形状とすればよく、二個の発光部２Ａ、２Ｂの境界部を下側として、
この境界部の両側の発光部がそれぞれ境界部の外側を向くように対向して傾斜させて灯具
１の下部を広い範囲で照明することができる。また、境界部を水平として、この水平部に
別の発光部を設けてもよく、二個以上の複数の取付面にそれぞれ発光部を装着することも
可能である。ただ、灯具１の下部を広角度に照明するには、二個の発光部２Ａ、２Ｂをそ
れぞれ所定角度外向きに傾けた形状とすることで十分である。さらに、保護カバー３を取
り付けるための挿入溝を予めケーシング１０に設けておくことが好ましく、このケーシン
グ１０について、図１を用いてさらに詳細に説明する。
【００２４】
　図１（ａ）に示すように、ケーシング１０は、その下面１１が断面Ｍ字状で、その上面
１２が傘状に丸められた中空状枠体とされている。また、前記Ｍ字状の下面１１の中央部
を境界部１１Ｇとして、該境界部１１Ｇからそれぞれ逆方向の上方に向けて下面１１を傾
斜させており、それぞれを第一取付面１１Ａと第二取付面１１Ｂとしている。
【００２５】
　上記したように、第一取付面１１Ａと第二取付面１１Ｂとの二つの取付面にそれぞれ前
記発光部２（２Ａ、２Ｂ）を装着して、これらの二枚の発光部２Ａ、２Ｂによって下方に
向けて広角に照射している。また、それぞれの取付面の外側に下向きに傾斜する下面を遮
光面１１Ｅ、１１Ｆとして用いて、照明光が横に拡散せず、下方に向かうようにしている
。さらに、前記下面１１と前記上面１２とを前記中空状枠体内で連結する連結板として、
前記境界部１１Ｇに相当する下面と前記上面とを連結する中央連結板１５と、前記断面Ｍ
字状の二箇所の肩部に相当する下面と前記上面とを連結する右肩連結板１６Ａと左肩連結
板１６Ｂとを設ける構成として、枠体としての強度を向上させている。
【００２６】
　上記のような構成のケーシング１０は、押出型材製として一体に押出成型することがで
きる。押出型材製であれば、前記取付面１１Ａ、１１Ｂを有する断面Ｍ字状の下面１１と
傘状の上面１２と、中央連結板１５や左右の肩連結板１６Ａ、１６Ｂなどを備える中空状
枠体とされるケーシング１０を一体成型して製造することができる。また、一体に押出成
型するので、所定形状の枠体強度に優れたケーシングを大量生産することができる。
【００２７】
　材質をアルミ押出型材製とすると、意匠性に優れた外観を呈するケーシングを製造する
ことが可能であって、コンパクトで見映えのよい灯具１を得ることができ、好適である。
さらに、アルミ押出型材製であれば、中空状内部の長手方向に連続した所定寸法の溝部を
形成することは容易であって、所定の幅寸法Ｗを備える長尺な押出型材を製造した後で、
図１（ｂ）に示す所望の長さＬに切断して、大量のケーシング１０を容易に製造すること
ができる。このように、ケーシング１０は、長さ方向に連続して溝部や連結板などが形成
されているので優れた枠体強度を発揮する。また、表面にアルマイト処理や塗装を施して
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さらに耐食性を向上させることができる。
【００２８】
　１７Ａ、１７Ｂ、１７Ｃはネジ固定部であって、側面の開口部に蓋を取り付けて閉止す
る際に利用される。そのために、灯具１の外観は、押出型材製の上面１２と下面側の保護
カバー３と、左右の両端部に装着される蓋とからなるので、見映えの良い蓋を装着して意
匠性に優れた灯具を作製することができる。
【００２９】
　次に、ケーシングに発光部と保護カバーを装着して構成される灯具について図２及び図
３を用いて説明する。
【００３０】
　図２（ａ）に示すように、灯具１は、前述したケーシング１０に、発光部２（２Ａ、２
Ｂ）と保護カバー３を装着した構成であって、第一取付面１１Ａに発光部２Ａを取り付け
て、第二取付面１１Ｂに発光部２Ｂを取り付けている。また、挿入溝１４、１４に保護カ
バー３を挿通させて装着している。この際に境界部１１Ｇが保護カバー３に近接している
ので、この保護カバー３に外力が作用して外側から内側に向けて押圧された場合に、内側
に曲がろうとする保護カバー３に境界部１１Ｇが当接して緩衝部となる。そのために、こ
の当接する部分に平坦な当り面を形成することで、保護カバー３に面当りして該カバーの
破損をさらに効果的に防止可能となる。図２（ｂ）に、境界部１１Ｇに当り面１３を形成
したケーシング１０Ａを示す。
【００３１】
　ケーシング１０Ａは、中央連結板の下部に前記当り面１３を形成した構成とされている
ので、保護カバー３が内側に押圧されても、この当り面１３が当接部となって、衝撃をさ
らに効果的に和らげることができるので、保護カバー３の破損を防止可能な灯具１Ａを作
製することができる。
【００３２】
　図３に示すケーシング１０Ｂは、当り面１３に加えて前記取付面２に、発光部２の基板
２２を嵌め込んで装着するための基板嵌め込み部１８を予め形成したものである。この構
成であれば、発光体２１を備える基板２２をワンタッチでケーシング１０Ｂの所定位置に
装着することができ、発光部２の取付作業を容易に行うことができる。
【００３３】
　上記したケーシング１０Ｂの断面図を図４に示す。ケーシング１０Ｂは、前述したケー
シング１０と同様に、傘状に丸められた上面１２と、下方の所定範囲を照明するように所
定角度傾斜した第一取付面１１Ａ、第二取付面１１Ｂと、遮光面１１Ｅ、１１Ｆと、中央
連結板１５と左右の肩連結板１６Ａ、１６Ｂなどを備えている。また、当り面１３に加え
て、第一、第二取付面にそれぞれ基板嵌め込み部１８が予め一体成型されている。
【００３４】
　基板嵌め込み部１８は、Ｌ字状の引っ掛け部を相対向して一対設けて、発光部２を構成
する基板２２を挿入可能な形状とされていて、挿入する基板２２の固定位置を規定するた
めに、差込ピン３０を装着可能な構成としている。例えば、装着した基板２２の挿入方向
の前後の適当な位置に差込孔１９を設け、この前後二箇所の差込孔１９に差込ピン３０を
装着することで、発光部２を所定の位置に配置することができる。
【００３５】
　上記のように、ケーシング１０Ｂは、傘状に丸められた上面１２と、断面Ｍ字状に屈曲
した下面１１とを備える中空状枠体とされ、その内部に、中央連結板１５と左右の肩連結
板１６Ａ、１６Ｂ備えているので、枠体として強度のあるケーシングとなる。そのために
、この下面１１に発光部２を装着し、さらに保護カバー３を装着して構成される灯具１Ｂ
も、大きな枠体強度を有する。
【００３６】
　また、発光部２の取り付けや保護カバー３の取り付けを、それぞれ予め形成された溝部
に嵌め込むようにして装着できるので、それぞれワンタッチ装着可能となり、取り付け作
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業が容易となる。
【００３７】
　さらに、一旦装着した、発光部や保護カバー３の取り外しも容易となるので、部品交換
も容易であり、メンテナンスを容易に行うことができる。
【００３８】
　また、ソーラーパネルを備える構成の照明灯であれば、自然エネルギーを用いて発電す
ることができ、電源が得られ難い地域や場所などに設置可能な照明灯となる。さらに、自
然エネルギーを用いて発電する発電部材として風力発電を用いることも可能であり、風力
発電を採用する場合には、前述したソーラーパネル５に替えて風車発電装置を設ければよ
い。また、ソーラーパネルと風車発電装置とを併設して、無風快晴時にはソーラーパネル
を、風のある時には風車発電装置を、それぞれ重用して、全天候型の照明灯を構成するこ
とも可能である。
【００３９】
　上記したように、本発明によれば、発光体と該発光体を取り付けるケーシングと前記発
光体の前面側に設置して前記発光体を保護する保護カバーとを備えた構成の灯具とし、前
記ケーシングを、所定の複数方向に向けて前記発光体をそれぞれ取り付け可能な複数の取
付面を備える形状とした照明灯としたので、発光体を斜めに取り付けるための別部品を用
いることなく、少ない部品点数で所定の配置に発光体や保護カバーを広い角度に照明する
姿勢に取付容易な照明灯を得ることができる。
【００４０】
　また、前記ケーシングに、保護カバーを装着する挿入溝を設けると共に、複数の取付面
の境界部に、前記保護カバーに近接する当り面を形成する構成としたので、ケーシングの
装着が容易となり、保護カバーが内側に押圧されても、この当り面が当接部となって、衝
撃を和らげるので、保護カバーの破損を防止することができる。
【００４１】
　また、ケーシングを内部が中空状のアルミ押出型材製とすると、意匠性に優れた外観を
呈する灯具を製造することが可能であって、コンパクトで見映えのよい照明灯１を得るこ
とができ、好適である。さらに、ケーシングがアルミ押出型材製であれば、内部に所定寸
法の溝部や仕切り板部を形成することは容易であって、所定形状の中空状枠体が形成され
た長尺な押出型材を製造して、所望の長さに切断することで、大量のケーシングを容易に
製造することができる。
【産業上の利用可能性】
【００４２】
　本発明に係る照明灯は、少ない部品点数で広い範囲に照射できると共に組立作業が容易
となる照明灯となるので、より広い範囲を照明したい屋外に設置する照明灯に好適に利用
可能となる。
【図面の簡単な説明】
【００４３】
【図１】本発明に係る照明灯が備えるケーシングを示し、（ａ）は拡大断面図であり、（
ｂ）は平面図である。
【図２】本発明に係る照明灯が備える灯具を示し、（ａ）は第一実施形態の断面図であり
、（ｂ）は第二実施形態の断面図である。
【図３】第三実施形態の灯具の断面図である。
【図４】図３の灯具に用いたケーシングの断面図である。
【図５】本発明に係る照明灯の一例を示し、（ａ）は側面図であり、（ｂ）は正面図であ
り、（ｃ）はソーラーパネルを備える一例の側面図である。
【図６】発光部を二個備える従来の灯具の一例を示す断面図である。
【図７】発光部が一個の従来の灯具の他の例を示す断面図である。
【図８】図７の灯具を用いた照明灯の要部拡大図を示す。
【符号の説明】



(8) JP 4465399 B2 2010.5.19

10

【００４４】
　　　１　　灯具
　　　２　　発光部
　　　３　　保護カバー
　　　４　　支柱
　　　５　　ソーラーパネル
　　　６　　点検蓋
　　１０　　ケーシング
　　１１　　下面
　　１１Ａ　第一取付面
　　１１Ｂ　第二取付面
　　１２　　上面
　　１３　　境界部
　　１４　　挿入溝
　　２１　　発光体（発光部）
　　２２　　基板（発光部）
　　ＳＴ　　照明灯

【図１】 【図２】
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【図５】
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【図７】

【図８】
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