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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　街灯面蓋付き電源アセンブリー主体と回路モジュールを含み、面蓋の一端がヒンジによ
り電源アセンブリー主体に接続され、電源アセンブリー主体が射出成形される際、両側に
側壁を有した電源キャビティ構造が形成され、前記電源キャビティが射出成形される際、
両側にそれぞれ外半側壁が形成され、面蓋の両側に該外半側壁の形状に対応する面蓋側壁
を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブが設けられ、外半側壁、補強リブ及
び側壁より中空体が形成され、面蓋側壁で覆って密閉される電源アセンブリーと、
　それぞれ前記電源キャビティ側壁に固定される2つの支持アームと該2つの支持アームの
間に固定される複数の光源モジュールを含み、2つの支持アームの一端がそれぞれ前記中
空体内に位置し、他端の端部が端部キャップを介して一体に固定されてなる光源アセンブ
リーと、
　前記電源アセンブリー主体と端部で回動可能に連結固定される街灯継ぎ手と、を含むこ
とを特徴とするLED街灯。
【請求項２】
　前記街灯継ぎ手は中空のT字形であり、端部両側にそれぞれ位置合わせ溝付き内歯リン
グが設けられ、電源アセンブリー主体は一端部に2つの固定板が設けられてそれぞれ外歯
リングを固定し、外歯リングは前記内歯リングにスリーブ接続され、外歯リングにおける
ねじ孔用ねじにより前記内歯リングの位置合わせ溝中に固定され、回転可能に位置合わせ
されることを特徴とする請求項1に記載のLED街灯。
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【請求項３】
　前記電源アセンブリーの面蓋の他端には開口を有し、電源アセンブリー主体の端部には
フック付き弾性片が固定され、面蓋を被せた時、弾性片のフックは開口に係合されて面蓋
を固定し、弾性片が内へ押し込まれた後、フックが解放され、上向きに回転して面蓋が開
けられることを特徴とする請求項1又は2に記載のLED街灯。
【請求項４】
　前記回路モジュールは、光制御モジュールと電源モジュールとを含み、光制御モジュー
ルは前記面蓋に設けられた貫通孔に固定され、電源モジュールは前記電源のキャビティ内
に固定されることを特徴とする請求項1に記載のLED街灯。
【請求項５】
　前記電源モジュールの両側には電源固定板が設けられ、電源キャビティ内には係合溝を
有し、電源固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に電源キャビティ
の底部に固定し、面蓋を被せた時、光制御モジュールは面蓋内側の一端に位置して電源モ
ジュールの上表面に当接されることを特徴とする請求項4に記載のLED街灯。
【請求項６】
　前記支持アームは1本の金属管であり、断面外側が半円形であり、支持アーム内側に支
持台が設けられ、支持台には複数の取付孔が設けられることを特徴とする請求項1に記載
のLED街灯。
【請求項７】
　前記支持アームは、内側が長方形であり、長方形断面の内側一端には電源アセンブリー
に取り付けるための複数の取付孔が設けられることを特徴とする請求項6に記載のLED街灯
。
【請求項８】
　前記光源モジュールは、レンズ圧板、レンズアレイ、LEDランプ板及び放熱器を含み、L
EDランプ板は放熱器の表面に粘着され、レンズアレイはLEDランプ板の電球に被せられ、
レンズ圧板は、レンズに被せられレンズの縁に押圧され、レンズ圧板の側辺付き縁は放熱
器の側面を囲み、放熱器端部には取付孔が設けられ、ねじにより前記支持台に固定される
ことを特徴とする請求項6に記載のLED街灯。
【請求項９】
　前記放熱器は、放熱器基板と基板に垂直に配列されて分布する複数の放熱板からなり、
基板は直方体構造であり、周辺に防水凸縁が設けられ、端部に取付孔が設けられることを
特徴とする請求項8に記載のLED街灯。
【請求項１０】
　面蓋付き電源アセンブリー主体と回路モジュールを含み、面蓋の一端はヒンジにより電
源アセンブリー主体に接続され、電源アセンブリー主体が射出成形される際、両側に側壁
を有した電源キャビティ構造が形成され、前記電源アセンブリーの電源キャビティが射出
成形される際、両側にそれぞれ外半側壁が形成され、面蓋の両側に該外半側壁の形状に対
応する面蓋側壁を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブが設けられ、外半側
壁、補強リブ及び側壁より中空体が形成され、面蓋側壁で覆って密閉されることを特徴と
するLED街灯の電源アセンブリー。
【請求項１１】
　ヒンジにより電源アセンブリー主体に接続する面蓋と、
　電源アセンブリー主体が射出成形される際、両側に側壁を有した電源キャビティ構造が
形成され、電源キャビティ両側にそれぞれ外半側壁が形成され、面蓋の両側に該外半側壁
の形状に対応する面蓋側壁を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブが設けら
れ、外半側壁、補強リブ及び側壁より中空体が形成され、面蓋側壁で覆って密閉される電
源アセンブリー主体と、
　端部で前記電源アセンブリー主体と回動可能に連結固定される街灯継ぎ手と、を含むこ
とを特徴とする回転可能な継ぎ手付きLED街灯の電源アセンブリー。
【請求項１２】
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　前記街灯継ぎ手は中空T字形であり、端部両側にそれぞれ位置合わせ溝付き内歯リング
が設けられ、前記電源アセンブリー主体は、一端部にそれぞれ2つの固定板が設けられて
外歯リングを固定し、外歯リングは前記内歯リングにスリーブ接続され、外歯リングにお
けるねじ孔用ねじにより前記内歯リングの位置合わせ溝中に固定され、回転可能に位置合
わせされることを特徴とする請求項11に記載のLED街灯の電源アセンブリー。
【請求項１３】
　前記電源アセンブリー主体は、電源モジュールと光制御モジュールを含み、光制御モジ
ュールは面蓋に設けられた貫通孔に固定され、電源モジュールは前記電源のキャビティ内
に固定されることを特徴とする請求項11又は12に記載のLED街灯の電源アセンブリー。
【請求項１４】
　前記電源モジュールの両側には電源固定板が設けられ、電源キャビティ内には係合溝を
有し、電源固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に電源キャビティ
の底部に固定し、面蓋を被せた時、光制御モジュールは面蓋内側の一端に位置して電源モ
ジュールの上表面に当接されることを特徴とする請求項13に記載のLED街灯の電源アセン
ブリー。
【請求項１５】
　前記面蓋の他端には開口を有し、電源キャビティの端部にはフック付き弾性片が固定さ
れ、面蓋を被せた時、弾性片のフックは開口に係合されて面蓋を固定し、弾性片が内へ押
し込まれた後、フックが解放され、上向きに回転して面蓋が開けられることを特徴とする
請求項14に記載のLED街灯の電源アセンブリー。
【請求項１６】
　前記面蓋の他端には開口を有し、電源アセンブリー主体の端部にはフック付き弾性片が
固定され、面蓋を被せた時、弾性片のフックは開口に係合されて面蓋を固定し、弾性片が
内へ押し込まれた後、フックが解放され、上向きに回転して面蓋が開けられることを特徴
とする請求項11に記載のLED街灯の電源アセンブリー。
【請求項１７】
　LED街灯の電源アセンブリー主体であって、前記電源アセンブリー主体が射出成形され
る際、両側に側壁を有した電源キャビティ構造が形成され、電源キャビティの両側にそれ
ぞれ外半側壁が形成され、面蓋の両側に該外半側壁の形状に対応する面蓋側壁を備え、外
半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブが設けられ、外半側壁、補強リブ及び側壁より
中空体構造が形成され、面蓋側壁で覆って密閉されることを特徴とするLED街灯の電源ア
センブリー主体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路の交通の照明ためのLED街灯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　LED街灯は、通常、電源モジュールと光源モジュールの2つの部分を含み、電源モジュー
ルは、故障率が高く、灯体の中で最も故障を起こしやすい部材である。従来の構造では、
光源モジュール又は電源モジュールをケーシング内に固定して、ケーシング面蓋をねじで
固定する方式が採用されている。操作の際、高空でねじを取り外してから灯体を開けるこ
とができ、操作が困難であり、メンテナンスが不便であり、メンテナンスコストが高い。
既存の光源モジュールは、通常、放熱器、LEDランプ板及びレンズから構成され、LED発光
チップが損害後、全体交換しかできないため、柔軟性が悪く、メンテナンスコストが高い
。既存の灯体継ぎ手は、回転が不可能で、実際の必要に応じて角度を調整することが出来
ない。光源モジュールは、通常、放熱器、LEDランプ板及びレンズから構成され、LED発光
チップが損傷後、全体交換しかできないため、柔軟性が悪く、メンテナンスコストが高い
。この種類の光源モジュールと電源モジュール一体型の構造は、構造が非常に不合理であ
り、メンテナンスに困難をもたらす。従来のLED街灯は、故障を起こすと、直ちにメンテ
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ナンスして供電を回復する必要がある。従来の構造光源モジュールは、組合性、汎用性が
悪く、一旦故障を起こすと、全部取り換える必要がある。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　本発明の目的は、前記の従来技術の不備を克服して、LED街灯、回転可能な継ぎ手付きL
ED街灯の電源アセンブリーとLED街灯光源モジュールの支持アームとLED街灯の電源アセン
ブリーを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　本発明の目的は、以下の技術案により実現することができる。
【０００５】
　本発明のLED街灯は、面蓋付き電源アセンブリー主体と回路モジュールを含み、面蓋の
一端がヒンジにより電源アセンブリー主体に接続され、電源アセンブリー主体が射出成形
される際、両側に側壁を有した電源キャビティ構造が形成され、前記電源キャビティが射
出成形される際、両側にそれぞれ外半側壁が形成され、面蓋の両側に該外半側壁の形状に
対応する面蓋側壁を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブが設けられ、外半
側壁、補強リブ及び側壁より中空体が形成され、面蓋側壁で覆って密閉される電源アセン
ブリーと、それぞれ前記電源キャビティ側壁に固定される2つの支持アームと該2つの支持
アームの間に固定される複数の光源モジュールとを含み、2つの支持アームの一端がそれ
ぞれ前記中空体内に位置し、他端の端部が端部キャップを介して一体に固定されてなる光
源アセンブリーと、前記電源アセンブリー主体と端部で回動可能に連結固定される街灯継
ぎ手と、を含むことを特徴とするLED街灯である。
【０００６】
　好ましくは、前記街灯継ぎ手は、中空のT字形であり、端部両側にそれぞれ位置合わせ
溝付き内歯リングが設けられ、電源アセンブリー主体は一端部に2つの固定板が設けられ
てそれぞれ外歯リングを固定し、外歯リングは前記内歯リングにスリーブ接続され、外歯
リングにおけるねじ孔用ねじにより前記内歯リングの位置合わせ溝中に固定され、回転可
能に位置合わせることを特徴とするLED街灯である。
【０００７】
　好ましくは、前記電源アセンブリーの面蓋の他端には開口を有し、電源アセンブリー主
体の端部にはフック付き弾性片が固定されており、面蓋を被せた時、弾性片のフックは開
口に係合して面蓋を固定し、弾性片が内へ押し込まれた後、フックが解放され、上向きに
回転して面蓋が開けられることを特徴とするLED街灯である。
【０００８】
　好ましくは、前記回路モジュールは、光制御モジュールと電源モジュールとを含み、光
制御モジュールは前記面蓋に設けられた貫通孔に固定され、電源モジュールは前記電源の
キャビティ内に固定されることを特徴とするLED街灯である。
【０００９】
　好ましくは、前記電源モジュールの両側には電源固定板が設けられ、電源キャビティ内
には係合溝を有し、電源固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に電
源キャビティの底部に固定し、面蓋を被せた時、光制御モジュールは面蓋内側の一端に位
置して電源モジュールの上表面に当接されることを特徴とするLED街灯である。
【００１０】
　好ましくは、前記支持アームは、1本の金属管であり、断面外側が半円形であり、支持
アーム内側に支持台が設けられ、支持台には複数の取付孔が設けられることを特徴とする
LED街灯である。
　好ましくは、前記支持アームは、内側が長方形であり、長方形断面の内側一端には電源
アセンブリーに取り付けるための複数の取付孔が設けられることを特徴とするLED街灯で
ある。
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【００１１】
　好ましくは、前記光源モジュールは、レンズ圧板、レンズアレイ、LEDランプ板及び放
熱器を含み、LEDランプ板は放熱器の表面に粘着され、レンズアレイはLEDランプ板の電球
に被せられ、レンズ圧板は、レンズに被せられてレンズの縁に押圧され、レンズ圧板の側
辺付き縁は放熱器の側面を囲み、放熱器端部には取付孔が設けられ、ねじにより前記支持
台に固定されることを特徴とするLED街灯である。
　好ましくは、前記放熱器は、放熱器基板と基板に垂直に配列されて分布する複数の放熱
板からなり、基板は直方体構造であり、周辺に防水凸縁が設けられ、端部に取付孔が設け
られることを特徴とするLED街灯である。
【００１２】
　本発明のLED街灯の電源アセンブリーは、面蓋付き電源アセンブリー主体と回路モジュ
ールを含み、面蓋の一端はヒンジにより電源アセンブリー主体に接続され、電源アセンブ
リー主体が射出成形される際、両側に側壁を有した電源キャビティ構造が形成され、前記
電源アセンブリーの電源キャビティが射出成形される際、両側にそれぞれ外半側壁が形成
され、面蓋の両側に該半側壁の形状に対応する面蓋側壁を備え、外半側壁と側壁との間の
中部位置に補強リブが設けられ、外半側壁、補強リブ及び側壁より中空体が形成され、面
蓋側壁で覆って密閉されることを特徴とするLED街灯の電源アセンブリーである。
【００１５】
　本発明の目的はさらに以下の技術方案により実現することができる。
【００１６】
　本発明の回転可能な継ぎ手付きLED街灯の電源アセンブリーは、ヒンジにより電源アセ
ンブリー主体に接続する面蓋と、電源アセンブリー主体が射出成形される際、両側に側壁
を有した電源キャビティ構造が形成され、電源キャビティ両側にそれぞれ外半側壁が形成
され、面蓋の両側に該半側壁の形状に対応する面蓋側壁を備え、外半側壁と側壁との間の
中部位置に補強リブが設けられ、外半側壁、補強リブ及び側壁より中空体が形成され、面
蓋側壁で覆って密閉される電源アセンブリー主体と、端部で前記電源アセンブリー主体と
回動可能に連結固定される街灯継ぎ手と、を含むことを特徴とする回転可能な継ぎ手付き
LED街灯の電源アセンブリーである。
【００１７】
　好ましくは、前記街灯継ぎ手は、中空T字形であり、端部両側にそれぞれ位置合わせ溝
付き内歯リングが設けられ、前記電源アセンブリー主体は、一端部にそれぞれ2つの固定
板が設けられて外歯リングを固定し、外歯リングは前記内歯リングにスリーブ接続され、
外歯リングにおけるねじ孔用ねじにより前記内歯リングの位置合わせ溝中に固定され、回
転可能に位置合わせることを特徴とするLED街灯の電源アセンブリーである。
【００１８】
　好ましくは、前記電源アセンブリー主体は、電源モジュールと光制御モジュールを含み
、光制御モジュールは面蓋に設けられた貫通孔に固定され、電源モジュールは前記電源の
キャビティ内に固定されることを特徴とするLED街灯の電源アセンブリーである。
【００１９】
　　好ましくは、前記電源モジュールの両側には、電源固定板が設けられ、電源キャビテ
ィ内には係合溝を有し、電源固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向
に電源キャビティの底部に固定し、面蓋を被せた時、光制御モジュールは面蓋内側の一端
に位置して電源モジュールの上表面に当接されることを特徴とするLED街灯の電源アセン
ブリーである。
【００２０】
　　好ましくは、前記面蓋の他端には開口を有し、電源キャビティの端部にはフック付き
弾性片が固定され、面蓋を被せた時に、弾性片のフックは開口に係合されて面蓋を固定し
、弾性片が内へ押し込まれた後、フックが解放され、上向きに回転して面蓋が開けられる
ことを特徴とするLED街灯の電源アセンブリーである。
【００２１】
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　　好ましくは、前記面蓋の他端には開口を有し、電源アセンブリー主体の端部にはフッ
ク付き弾性片が固定され、面蓋を被せた時に、弾性片のフックは開口に係合されて面蓋を
固定し、弾性片が内へ押し込まれた後、フックが解放され、上向きに回転して面蓋が開け
られることを特徴とするLED街灯の電源アセンブリーである。
【００２２】
　電源アセンブリー主体であって、前記電源アセンブリー主体が射出成形される際、両側
に側壁を有した電源キャビティ構造が形成され、電源キャビティの両側にそれぞれ外半側
壁が形成され、面蓋の両側に該外半側壁の形状に対応する面蓋側壁を備え、外半側壁と側
壁との間の中部位置に補強リブが設けられ、外半側壁、補強リブ及び側壁より中空体構造
が形成され、面蓋側壁で覆って密閉される電源アセンブリー主体である。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の一部の技術案の有益な効果は、1、面蓋がヒンジと留め金により灯体に固定さ
れ、留め金を解放すると面蓋が上向きに回転して開けることができ、メンテナンスに便利
である。電源モジュールは、電源固定板により電源キャビティの係合溝内に固定され、面
蓋における光制御モジュールにより面蓋内側の一端から押込んで固定され、ねじにより締
め付ける必要がなく、電源を取り換える際に、まず面蓋を開けて、さらに電源を係合溝内
から抜き出して便利に操作することができ、2、街灯継ぎ手と電源アセンブリーは内外歯
リングにより接続され、ねじが位置合わせ溝と位置合わせ孔を貫通することにより位置合
わせを行い、継ぎ手と灯体をある一定の角度で保持し、又は角度を調整する時に、容易に
回転でき、3、光源アセンブリーが複数の光源モジュールからなり、モジュールが並んで2
つの支持アームの間に位置し、2つの支持アームの支持台上に架設され、各モジュールの
両端はねじで支持台に固定され、モジュールの間は如何なるつながりもなく、ほかのモジ
ュールに影響せずにメンテナンスすることができる。支持アームの長さは設計の際、変更
することができ、要求に従って支持アームの長さを決め、支持アームは長い場合は、更に
多くのモジュールを取り付けることができ、異なる場所の要求に適合する。
【００３５】
　本発明の部分の技術案の有益な効果は、1、面蓋がヒンジと留め金により灯体に固定さ
れ、留め金を解放すると、面蓋が上向きに回転して開けることができ、メンテナンスに便
利であり、2、電源モジュールは電源固定板により電源キャビティの係合溝内に固定され
、面蓋における光制御モジュールにより面蓋内側の一端から押込で固定され、ねじにより
締め付ける必要がなく、電源を取り換える際に、まず面蓋を開けて、さらに電源を係合溝
内から抜き出して便利に操作することができ、2、街灯継ぎ手と電源アセンブリー主体は
内外歯リングにより接続され、ねじが位置合わせ溝と位置合わせ孔を貫通することにより
位置合わせを行い、継ぎ手と灯体をある一定の角度で保持し、又は角度を調整する時、容
易に回転でき、3、電源アセンブリー主体の外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブ
が設けられ、外半側壁、補強リブ及び側壁で光源アセンブリーの支持アームを取り付ける
ための中空体を形成し、面蓋側壁で覆って密閉される。光源アセンブリーと組立てる時、
柔軟性が強く、メンテナンスに便利である。
【００３６】
　本発明の部分の技術案の有益な効果は、支持アームは支持台により複数の光源モジュー
ルを2つの支持アームの間に架設し、端部内側の取付孔により光源モジュールと一体に取
り付けられ、外円周内側の取付孔により端部キャップに接続し、取り付けが非常に安定し
ており、損傷した光源モジュールの交換に便利であり、環境の必要に応じて、異なる長さ
の支持アームを使用して異なるパワーの必要を満足させ、製品の構成は非常に合理的で、
柔軟性が強く、市場の需要が強い。
【００３７】
　本発明の部分の技術案の有益な効果は、光源アセンブリーが複数の光源モジュールから
なり、モジュールが並んで2つの支持アームの間に位置し、2つの支持アームの支持台上に
架設され、各モジュールの両端はねじで支持台に固定され、モジュールの間は如何なるつ
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ながりもなく、ほかのモジュールに影響せずにメンテナンスすることができる。支持アー
ムの長さは設計の際、変更することができ、要求に従って支持アームの長さを決め、支持
アームは長い場合は、更に多くのモジュールを取り付けることができ、異なる場所の要求
に適合する。メンテナンスに便利である。
【図面の簡単な説明】
【００３８】
以下、図面を参照して本発明の技術案を更に説明する。
【００３９】
【図１】本発明LED街灯の外形図である。
【図２】面蓋が開けられた構造図である。
【図３】面蓋が取り外された構造図である。
【図４ａ】電源アセンブリー主体の構造模示図である。
【図４ｂ】電源が取り外された構造模示図である。
【図５ａ】街灯継ぎ手が取り外された構造模示図である。
【図５ｂ】街灯継ぎ手が取り付けられた構造模示図である。
【図６】光源アセンブリーの取り付け模示図である。
【図７】光源アセンブリー支持アームの固定構造模示図である。
【図８】単一の光源モジュールの外観図である。
【図９ａ】単一の光源モジュールの立体分解図である。
【図９ｂ】圧板の断面模示図である。
【発明を実施するための形態】
【００４０】
　当業者に、本発明を理解して本発明を実現させるために、以下、図面を参照して本発明
を詳しく説明する。
【００４１】
　図1を参照して、LED街灯は、街灯継ぎ手10と電源アセンブリー20と光源アセンブリー30
とを含む。
【００４２】
　図5aと図5bを参照して、その街灯継ぎ手10は中空のT字形であり、端部の両側にそれぞ
れ位置合わせ溝11を有した内歯リング12、13が設けられている。
【００４３】
　図2、図3を参照して、電源アセンブリー20は、面蓋21を有した電源アセンブリー主体と
回路モジュールとを含み、面蓋21の一端がヒンジ23により電源アセンブリー主体に接続さ
れ、ユニット主体がキャビティ構造22を有する。図5a、図5bを参照して、電源アセンブリ
ー主体は、一端部の両側に固定板24、25がそれぞれ設けられて外歯リング26、27を固定し
、外歯リング26、27はそれぞれ前記内歯リング12、13にスリーブ接続され、外歯リングに
おけるねじ孔用ねじ28により前記内歯リングの位置合わせ溝11中に固定され回転可能に位
置合わせされる。
【００４４】
　図6を参照して、光源アセンブリー30は、それぞれ前記電源キャビティ側壁200、201に
固定される2つの支持アーム31、32と該2つの支持アームの間に固定される複数の光源モジ
ュール33を含み、2つの支持アーム31、32の他端の端部が端部キャップ34で一体に固定さ
れてなる。
【００４５】
　図4a、図4b、図7を参照して、電源アセンブリー20の電源キャビティ22が射出成形され
る際に、両側にそれぞれ外半側壁202、203が形成され、面蓋21の両側に該外半側壁の形状
に対応する面蓋側壁204、205を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブ206、2
07が設けられ、支持アーム32の側壁上に固定される一端は外半側壁203、補強リブ207及び
側壁201で形成される空間内に位置し、面蓋側壁205で覆って密閉固定され、支持アーム31
は同様の取付構造を有して、他側に対称的に取り付けられる。
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【００４６】
　図3、図4a、図4bを参照して、回路モジュールは、光制御モジュール208と電源モジュー
ル209とを含み、光制御モジュール208は前記面蓋21に設けられた貫通孔210に固定され、
電源モジュール209は前記電源のキャビティ22内に固定される。前記電源モジュール209の
両側には電源固定板211、212が設けられ、電源キャビティ内には係合溝213を有し、電源
固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に電源キャビティ22の底部に
固定し、面蓋21を被せた時、光制御モジュール208は面蓋21内側の一端に位置して電源モ
ジュール209の上表面に当接される。
【００４７】
　図2、図3を参照して、面蓋21の他端には開口215を有し、電源アセンブリー主体の端部
にはフック付き弾性片214が固定され、面蓋21を被せた時、弾性片214のフックは開口215
に係合され面蓋21を固定し、弾性片214が内へ押し込まれた後、フックが解放され、上向
きに回転して面蓋21が開けられる。
【００４８】
　図6を参照して、支持アーム31は1本の金属管であり、断面外側が半円形であり、支持ア
ーム内側には支持台35が設けられ、支持台35上に複数の取付孔が設けられる。
【００４９】
　図8、図9a、図9bを参照して、前記光源モジュール33はレンズ圧板301、レンズアレイ30
2、LEDランプ板303及び放熱器304を含み、LEDランプ板303は放熱器304の表面に粘着され
、レンズアレイ302はLEDランプ板303の電球に被せられ、レンズ圧板301はレンズに被せら
れてレンズの縁に押圧され、レンズ圧板301の側辺付き縁305は放熱器304の側面を囲み、
放熱器端部は取付孔306が設けられ、ねじにより前記支持台35に固定され、図6を参照する
。
【００５０】
　以下、具体的に本発明の構造特点を詳しく説明する。
【００５１】
　面蓋には光制御モジュールが設けられ、光源モジュールのケーシングは直接外に露出し
ていない。
【００５２】
　電源キャビティ内には電源モジュールを固定して取り付け、面蓋により密閉する。面蓋
には1つの光制御モジュールがあり、光がある時は照明器具を点灯させず、光がない時に
点灯させる。面蓋の一端はヒンジ方式により灯体に固定され、他端には開口を有し、灯体
にフック付き弾性片が固定され、面蓋を被せた時、弾性片のフックは開口に係合されて面
蓋を固定し、図1の通りである。開ける時、弾性片を内へ押し込み、フックが解放され、
上向きに回転して面蓋が開けられる。
【００５３】
　図4に示すように、電源モジュール両側には電源固定板が設けられ、電源キャビティ内
には係合溝を有し、電源固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に固
定し、面蓋を被せた時、光制御モジュールは面蓋内側の一端において電源モジュールの上
表面に当接され、電源モジュールの下表面は電源キャビティの底部に置かれて灯体と接触
し、従って、電源は直立方向上にも固定され、このように、電源と灯体は一体に固定され
る。同様に、ねじにより締め付ける必要がなく、電源を取り換える時、まず面蓋を開けて
から電源を係合溝から引き抜けばよい。
【００５４】
　図5に示すように、街灯継ぎ手と灯体との間の接続構造は、街灯継ぎ手における内歯リ
ングと、独立の外歯リング及び灯体における外歯リング固定板を含む。内歯リングと街灯
継ぎ手は一体構造であり、外歯リング固定板と灯体は一体構造である。取り付ける時、外
歯リングをボルトにより外歯リング固定板に固定し、さらに内歯リングを外歯リングにカ
バーし、ボルトが位置合わせ溝と位置合わせ孔を貫通することにより位置合わせを行い、
継ぎ手と灯体をある一定の角度に保持し、又は、まず内歯リングを外歯リングにカバーし
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てボルトにより固定した後、さらに外歯リングを外歯リング固定板に固定する。内歯リン
グの内径は外歯リングの外径よりやや大きく、これらの角度を調整する際、容易に回転で
きる。内歯リングと外歯リングはその頂部で互いの噛み合いにより固定される。
【００５５】
　図6に示すように、光源アセンブリーは複数のモジュールからなり、モジュールが並ん
で2つの支持アームの間に位置し、2つの支持アームの支持台上に架設される。各モジュー
ルの両端はねじにより支持台に固定され、モジュールの間はいずれのつながりもなく、ほ
かのモジュールに影響せずにメンテナンスすることができる。端部はねじにより支持アー
ムに固定される。図7に示すように、支持アームは1本の金属管であり、断面が半円形であ
り、ボルトにより電源キャビティ側壁に固定される。端部キャップ外表面及び電源キャビ
ティの外半側壁、面蓋の外半側壁も適応する曲面形状を有し、支持アームの固定を非常に
安定させ、強度を高くする。支持アームの長さは設計の際に、変更することができ、要求
に従って支持アームの長さを決め、支持アームは長い場合は、更に多くのモジュールを取
り付けることができる。メンテナンスコストが低い。
【００５６】
　図8、図9a、図9bに示すように、モジュールはレンズ圧板、レンズアレイ、LEDランプ板
及び放熱器を含む。LEDランプ板は放熱器の表面に粘着され、レンズはLED電球に被せられ
、レンズ圧板はレンズに被せられてレンズの縁に押圧され、レンズ圧板の側辺付き縁は放
熱器の側面を囲み、防水性能を強くすることができる。
【００５７】
　電源アセンブリーはさらに単独で実施例を構成することができる。
【００５８】
　図1を参照し、LED街灯は街灯継ぎ手10と電源アセンブリー20と光源アセンブリー30とを
含む。
【００５９】
　図5a、図5bを参照して、その街灯継ぎ手10は中空のT字形であり、端部両側にそれぞれ
位置合わせ溝11付き内歯リング12、13が設けられる。
【００６０】
　図2、図3を参照して、電源アセンブリー20は、面蓋21付き電源アセンブリー主体と回路
モジュールを含み、面蓋21の一端はヒンジ23により電源アセンブリー主体に接続される。
図5a、図5bを参照して、電源アセンブリー主体は一端部両側に固定板24、25がそれぞれ設
けられて、外歯リング26、27を固定し、外歯リング26、27はそれぞれ前記内歯リング12、
13にスリーブ接続され、外歯リングにおけるねじ孔用ねじ28により前記内歯リングの位置
合わせ溝11中に固定され回転可能に位置合わせされる。
【００６１】
　図6を参照して、光源アセンブリー30は、それぞれ前記電源キャビティ側壁200、201に
固定される2つの支持アーム31、32と該2つの支持アームの間に固定される複数の光源モジ
ュール33を含み、2つの支持アーム31、32の他端の端部が端部キャップ34で一体に固定さ
れてなる。
【００６２】
　図4a、図4b、図7を参照して、電源アセンブリー20の電源キャビティ22が射出成形され
る際、両側にそれぞれ外半側壁202、203が形成され、面蓋21の両側に該外半側壁の形状に
対応する面蓋側壁204、205を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブ206、207
が設けられ、支持アーム32の側壁上に固定される一端は外半側壁203、補強リブ207及び側
壁201で形成される空間内に位置し、面蓋側壁205で覆って密閉固定され、支持アーム31は
同様の取付構造を有して、他側に対称的に取り付けられる。
【００６３】
　図3、図4a、図4bを参照して、回路モジュールは、光制御モジュール208と電源モジュー
ル209を含み、光制御モジュール208は前記面蓋21に設けられた貫通孔210に固定され、電
源モジュール209は前記電源のキャビティ22内に固定される。電源モジュール209の両側に
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は電源固定板211、212が設けられ、電源キャビティ内には係合溝213を有し、電源固定板
は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に電源キャビティ22の底部に固定し
、面蓋21を被せた時、光制御モジュール208は面蓋21内側の一端に位置して電源モジュー
ル209の上表面に当接される。
【００６４】
　図2、図3を参照して、面蓋21の他端には開口215を有し、電源アセンブリー主体の端部
にはフック付き弾性片214が固定され、面蓋21を被せた時、弾性片214のフックは開口215
に係合されて面蓋21を固定し、弾性片214が内へ押し込まれた後、フックが解放され、上
向きに回転して面蓋21が開けられる。
【００６５】
　図6を参照して、支持アーム31は1本の金属管であり、断面外側が半円形であり、支持ア
ーム内側には支持台35が設けられ、支持台35上に複数の取付孔が設けられる。
【００６６】
　以下、具体的に本発明の構造特徴を詳しく説明する。
【００６７】
　面蓋には光制御モジュールが設けられ、光源モジュールのケーシングは直接外に露出し
ていない。
【００６８】
　電源キャビティ内には電源モジュールを固定して取り付け、面蓋により密閉する。面蓋
には1つの光制御モジュールがあり、光がある時は照明器具を点灯させず、光がない時に
点灯させる。面蓋の一端はヒンジ方式により灯体に固定され、他端には開口を有し、灯体
にフック付き弾性片が固定され、面蓋を被せた時、弾性片のフックは開口に係合されて面
蓋を固定し、図1の通りである。開ける時、弾性片を内へ押し込み、フックが解放され、
面蓋が上向きに回転して開けられる。
【００６９】
　図4に示すように、電源モジュール両側には電源固定板が設けられ、電源キャビティ内
には係合溝を有し、電源固定板は係合溝内に嵌め込まれて電源モジュールを水平方向に固
定し、面蓋を被せた時、光制御モジュールは面蓋内側の一端において電源モジュールの上
表面に当接され、電源モジュールの下表面は電源キャビティの底部に置かれ灯体と接触し
、従って、電源は直立方向上にも固定され、このように、電源と灯体は一体に固定される
。同様に、ねじにより締め付ける必要がなく、電源を取り換える時、まず面蓋を開けてか
ら電源を係合溝から引き抜けばよい。
【００７０】
　図5に示すように、街灯継ぎ手と灯体との間の接続構造は、街灯継ぎ手における内歯リ
ングと、独立の外歯リング及び灯体における外歯リング固定板を含む。内歯リングと街灯
継ぎ手は一体構造であり、外歯リング固定板と灯体は一体構造である。取り付ける時、外
歯リングをボルトにより外歯リング固定板に固定し、さらに内歯リングが外歯リングにカ
バーされ、ボルトが位置合わせ溝と位置合わせ孔を貫通することにより位置合わせを行い
、継ぎ手と灯体をある一定の角度に保持し、又は、まず内歯リングが外歯リングにカバー
されてボルトにより固定した後、さらに外歯リングを外歯リング固定板に固定する。内歯
リングの内径は外歯リングの外径よりやや大きく、これらの角度を調整する際、容易に回
転できる。内歯リングと外歯リングはその頂部で互いの噛み合いにより固定される。
【００７１】
　図6に示すように、光源アセンブリーは複数のモジュールからなり、モジュールが並ん
で2つの支持アームの間に位置し、2つの支持アームの支持台上に架設される。各モジュー
ルの両端はねじにより支持台に固定され、モジュールの間はいずれのつながりもなく、ほ
かのモジュールに影響せずにメンテナンスすることができる。端部はねじにより支持アー
ムに固定される。図7に示すように、支持アームは1本の金属管であり、断面が半円形であ
り、ボルトにより電源キャビティ側壁に固定される。端部キャップ外表面及び電源キャビ
ティの外半側壁、面蓋の外半側壁も適応する曲面形状を有し、支持アームの固定を非常に
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安定させ、強度を高くする。支持アームの長さは設計の際に変更することができ、要求に
従って支持アームの長さを決め、支持アームは長い場合は、更に多くのモジュールを取り
付けることができる。メンテナンスコストは低い。
【００７２】
　支持アームも単独で実施例を構成する。
【００７３】
　図1を参照し、LED街灯は街灯継ぎ手10と電源アセンブリー20と光源アセンブリー30とを
含む。
【００７４】
　図2を参照して電源アセンブリー20の電源キャビティ22が射出成形される際に、両側に
それぞれ外半側壁202、203が形成され、灯具面蓋21の両側に該外半側壁の形状に対応する
面蓋側壁204、205を備え、外半側壁と側壁との間の中部位置に補強リブ206、207が設けら
れ、支持アーム32の側壁上に固定される一端は外半側壁203、補強リブ207及び側壁201で
形成される空間内に位置し、面蓋側壁205で覆って密閉固定され、支持アーム31は同様の
取付構造を有して、他側に対称的に取り付けられる。
【００７５】
　図6を参照して、光源アセンブリー30は、それぞれ前記電源キャビティ側壁200、201に
固定される2つの支持アーム31、32と該2つの支持アームの間に並んで固定される複数の光
源モジュール33を含み、2つの支持アーム31、32の他端の端部が端部キャップ34で一体に
固定されてなる。
【００７６】
　支持アーム31の支持アーム主体は管状であり、断面外側が半円形であり、内側が長方形
であり、長方形断面の上部には凹部が設けられて光源モジュールを取り付けるための支持
台が形成され、支持台上には光源モジュールを取り付けるための複数の取付孔が等間隔に
設けられ、長方形断面の内側一端には電源アセンブリーに取り付けるための複数の取付孔
が設けられる。支持アーム31は金属管を使用してもよい。
【００７７】
　支持アームの端部は前記半円形の円周内側に端部キャップを取り付けるための取付孔が
設けられる。
【００７８】
　以下、具体的に本発明の構造特徴を詳しく説明する。
【００７９】
　面蓋には光制御モジュールが設けられ、光源モジュールのケーシングは直接外に露出し
ていない。
【００８０】
　光源モジュールはレンズ圧板、レンズアレイ、LEDランプ板及び放熱器を含み、LEDラン
プ板は放熱器の表面に粘着され、レンズアレイはLEDランプ板の電球に被せられ、レンズ
圧板はレンズに被せられてレンズの縁に押圧され、レンズ圧板の側辺付き縁は放熱器の側
面を囲み、放熱器端部には取付孔が設けられ、ねじにより前記支持台に固定される。
【００８１】
　図6に示すように、光源アセンブリーは複数のモジュールからなり、モジュールが並ん
で2つの支持アームの間に位置し、2つの支持アームの支持台上に架設される。各モジュー
ルの両端はねじにより支持台に固定され、モジュールの間はいずれのつながりもなく、ほ
かのモジュールに影響せずにメンテナンスすることができる。端部はねじにより支持アー
ムに固定される。支持アームは1本の金属管であり、断面が半円形であり、ボルトにより
電源キャビティ側壁に固定される。端部キャップ外表面及び電源キャビティの外半側壁、
面蓋の外半側壁も適応する曲面形状を有し、支持アームの固定を非常に安定させ、強度を
高くする。支持アームの長さは設計の際に変更することができ、要求に従って支持アーム
の長さを決め、支持アームは長い場合は、更に多くのモジュールを取り付けることができ
る。メンテナンスコストは低い。
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【００８２】
　光源アセンブリーも単独で実施例を構成する。
【００８３】
　図1を参照し、LED街灯は街灯継ぎ手10、電源アセンブリー20、光源アセンブリー30を含
む。
【００８４】
　図6を参照して、光源アセンブリー30は、それぞれ前記電源キャビティ側壁200、201に
固定される2つの支持アーム31、32と該2つの支持アームの間に固定される複数の光源モジ
ュール33を含み、2つの支持アーム31、32の他端の端部が端部キャップ34で一体に固定さ
れてなる。
【００８５】
　図6を参照して、支持アーム31は1本の金属管であり、断面外側が半円形であり、支持ア
ーム内側には支持台35が設けられ、支持台35上に複数の取付孔が設けられる。
【００８６】
　図8、図9a、図9bを参照して、光源モジュール33はレンズ圧板301、レンズアレイ302、L
EDランプ板303及び放熱器304を含み、LEDランプ板303は放熱器304の表面に粘着され、レ
ンズアレイ302はLEDランプ板303の電球に被せられ、レンズ圧板301はレンズに被せられて
レンズの縁に押圧され、レンズ圧板301の側辺付き縁305は放熱器304の側面を囲み、放熱
器端部には取付孔306が設けられ、ねじにより前記支持台35に固定され、図6を参照する。
【００８７】
　以下、具体的に本発明の構造特徴を詳しく説明する。
【００８８】
　図6に示すように、光源アセンブリーは複数のモジュールからなり、モジュールが並ん
で2つの支持アームの間に位置し、2つの支持アームの支持台上に架設される。各モジュー
ルの両端はねじにより支持台に固定され、モジュールの間はいずれのつながりもなく、ほ
かのモジュールに影響せずにメンテナンスすることができる。端部はねじにより支持アー
ムに固定される。図7に示すように、支持アームは1本の金属管であり、断面が半円形であ
り、ボルトにより電源キャビティ側壁に固定される。端部キャップ外表面及び電源キャビ
ティの外半側壁、面蓋の外半側壁も適応する曲面形状を有し、支持アームの固定を非常に
安定させ、強度を高くする。支持アームの長さは設計の際に変更することができ、要求に
従って支持アームの長さを決め、支持アームは長い場合は、更に多くのモジュールを取り
付けることができる。メンテナンスコストは低い。
【００８９】
　図8、図9a、図9bに示すように、モジュールはレンズ圧板、レンズアレイ、LEDランプ板
及び放熱器を含む。LEDランプ板は放熱器の表面に粘着され、レンズはLED電球に被せられ
、レンズ圧板はレンズに被せられてレンズの縁に押圧され、レンズ圧板の側辺付き縁は放
熱器の側面を囲み、防水性能を強くすることができる。放熱器は放熱器基板と垂直に基板
が並んで分布する複数の放熱板からなる。基板は直方体構造である。
【産業上の利用可能性】
【００９０】
　以上の実施例は三種類の好ましい実施形態に過ぎず、本発明の請求の範囲内において光
源アセンブリー、電源アセンブリー、支持アームに対して行なった簡単な変更はいずれも
本発明の請求の包括範囲に属する。
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