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(57)【要約】
本発明は、電源部直結型エルイーディー照明装置に関し
、エルイーディー（ＬＥＤ）を実装した基板１２０が底
面側に挿入固定される載置空間部１５０が設けられ、上
部に多数の放熱フィン１４０が設けられている照明部１
００と、前記照明部１００の上部中央から上向きに突出
し、前記基板１２０に電源を供給するための電源連結口
３１０が設けられている電源連結部３００と、前記電源
連結部３００の上部に結合し、前記基板１２０に電源を
供給する定電源供給装置（ＳＭＰＳ）である電源部２０
０とを含む。本発明は、上部中央に電線連結部が設けら
れている照明部と、前記電線連結部に直接接して結合す
る電源部とを含むことから、電源部ハウジングを別に作
製する必要がないため、構造を単純化し、製造コストを
削減できるという効果がある。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　エルイーディー（ＬＥＤ）を実装した基板が底面側に挿入固定される載置空間部が設け
られ、上部に多数の放熱フィンが設けられている照明部と、
　前記照明部の上部中央から上向きに突出し、前記基板に電源を供給するための電源連結
口が設けられている電源連結部と、
　前記電源連結部の上部に結合し、前記基板に電源を供給する定電源供給装置（ＳＭＰＳ
）である電源部とを含む、電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項２】
　前記照明部と前記電源連結部とは一体に成形されていることを特徴とする、請求項１に
記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項３】
　前記電源連結部と前記電源部との間に結合し、
　前記電源部の定電源を前記電源連結部に供給可能であり、
　前記照明部の回転角度とチルト角度を調整するための角度調整部をさらに含む、請求項
１または２に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項４】
　前記角度調整部は、
　前記電源連結部に結合する第１の結合部と、
　前記電源部に結合する第２の結合部と、
　前記第２の結合部に挿入され、回転によって前記照明部の回転角度を調整できる回転調
整部と、
　前記回転調整部と前記第１の結合部との間に位置し、チルト角度を調整するチルト調整
部とを含み、
　前記第１の結合部、前記第２の結合部、前記回転調整部及び前記チルト調整部に、いず
れも前記電源部の電線が通過可能な貫通孔が形成されていることを特徴とする、請求項３
に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項５】
　前記電源連結口によって前記基板が露出せず、前記電源連結口に比べて直径がより小さ
い貫通口を介して前記基板が上向きに露出して電源の供給が可能であることを特徴とする
、請求項１または２に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項６】
　前記電源部の上部には、天井や照明用アームに結合するための締結リング部をさらに含
む、請求項５に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項７】
　前記貫通口と前記電源連結口に密着挿入され、前記電源部の電源を前記基板に供給する
電源接続部をさらに含む、請求項６に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項８】
　前記電源接続部は、前記貫通口と前記電源連結口に密着挿入される形状の本体と、前記
本体に上下に貫通して形成されている多数の電源連結端子部とを含むことを特徴とする、
請求項７に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項９】
　前記電源接続部は、前記貫通口と前記電源連結口に密着挿入される形状の本体と、前記
本体の上面と下面に一部が位置し、前記本体の側面に上下に位置する多数の電源連結端子
部とを含むことを特徴とする、請求項７に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【請求項１０】
　前記電源部の下部には前記電源連結部の一部が挿入されている状態で、ボルトの締結に
よって前記電源部と電源連結部とを結合できる挿入締結部をさらに含むことを特徴とする
、請求項１に記載の電源部直結型エルイーディー照明装置。
【発明の詳細な説明】
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【技術分野】
【０００１】
　本発明は、電源部直結型エルイーディー照明装置に関し、より詳細には、簡単な構造を
使用しており、別の電源部ハウジングを必要としないことから製造コストを削減できる電
源部直結型エルイーディー照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、既存の光源手段が有している高電力消費、短い寿命などの問題に鑑みて、エ
ルイーディーを光源として用いる照明装置が開発されている。エルイーディーを光源とし
て使用する場合、照明装置の寿命が既存の光源に比べて格段に増加し、これにより、廃棄
物の放出量が著しく減少し、環境汚染を防止することができ、低電力消費による省エネル
ギーにも役立つと期待されている。
【０００３】
　かかるエルイーディー照明装置は、エルイーディーを実装した基板に直流電源を供給す
るための定電源供給装置（ＳＭＰＳ）を含むことになる。従来、エルイーディー照明装置
は、定電源供給装置を照明部と一体に構成したものと、照明部とは分離して別のハウジン
グ内に設けたものとに分けられる。
【０００４】
　例えば、韓国登録実用新案２０‐０４５１０９０号（２０１０年１１月１８日登録、Ｓ
ＭＰＳが組み込まれたエルイーディー景観照明）には、ＳＭＰＳが、基板が取り付けられ
るケースの背面に接するように位置する構造について記載されている。
【０００５】
　しかし、ＳＭＰＳが、基板が取り付けられるケースに接しており、そのＳＭＰＳの周辺
がブラケットによって密閉される構成であり、かかる構成では、それぞれ熱が発生するＳ
ＭＰＳとエルイーディーを実装した基板の間に相互熱交換が起こることになり、ＳＭＰＳ
とエルイーディー両方の寿命を短縮するという問題があった。
【０００６】
　さらに、ＳＭＰＳから発生する熱がブラケットによって閉じ込められ、放熱が容易でな
くなる。
【０００７】
　かかる構造は、韓国登録特許１０‐１１３２７８３号（２０１２年３月２７日登録、エ
ルイーディー街灯）からも確認することができる。前記登録特許の図４を参照すると、エ
ルイーディーが実装された基板が取り付けられるフレームの反対側には放熱フィンが形成
されており、その放熱フィンの上部の一部にＳＭＰＳが固定され、前記フレームを基準と
して下部カバーと上部カバーとが取り付けられる。
【０００８】
　前記登録特許は、前記登録実用新案とは異なり、放熱フィン上にＳＭＰＳが取り付けら
れるという点で差があるが、実質的に上部カバーにより前記放熱フィンとＳＭＰＳが外部
から遮断されているため放熱効率が低下し、ＳＭＰＳとエルイーディーとの熱交換を防止
することが難しい構造である。
【０００９】
　このように、従来、ＳＭＰＳを一体に備えるエルイーディー照明装置は、エルイーディ
ーとＳＭＰＳとの熱交換の問題と、ＳＭＰＳが取り付けられる側にも別のカバーを形成す
る必要があり製造コストが上がる問題があった。
【００１０】
　かかる問題を解消するために、ＳＭＰＳを照明部と完全に分離して熱交換の問題を解決
するための照明装置が提案された。本発明の出願人の韓国登録特許１０‐１３９９３８１
号（２０１４年５月２０日登録、エルイーディー照明装置）では、照明部と離れる別の電
源部ハウジングを設けることで、照明部と電源部との熱交換の発生を完全に遮断し、ＳＭ
ＰＳとエルイーディーそれぞれの寿命短縮を防止することができるエルイーディー照明装
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置について記述している。
【００１１】
　かかる構成は、放熱効率が高く、照明部と電源部との間に熱の相互伝達が発生しないも
のの、電源部ハウジングを別に設ける必要があるため、製造コストが上がり、重量が増加
することになる。
【００１２】
　また、上述の従来技術は、外部から供給されるＡＣ電源ケーブルをＳＭＰＳに結線し、
また、ＳＭＰＳから提供される直流定電源を基板に連結するために複雑なハウジング構造
を有しており、加工が難しく、製品の組立にかかる時間が相対的に長いため生産性が低下
する問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　前記のような問題に鑑みて、本発明が解決しようとする課題は、別の電源部ハウジング
無しで構成することができる電源部直結型エルイーディー照明装置を提供することである
。
【００１４】
　また、本発明が解決しようとする他の課題は、放熱効率に優れ、特に照明部と電源部と
の相互熱伝逹現象を防止することができる電源部直結型エルイーディー照明装置を提供す
ることである。
【００１５】
　さらに、本発明が解決しようとするさらに他の課題は、電源部の構成を単純化して製造
コストを削減し、エルイーディー照明の構造を単純化し、結合要素を最小化して生産性を
向上させることができる電源部直結型エルイーディー照明装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１６】
　前記のような課題を解決するために、本発明の電源部直結型エルイーディー照明装置は
、エルイーディー（ＬＥＤ）を実装した基板１２０が底面側に挿入固定される載置空間部
１５０が設けられ、上部に多数の放熱フィン１４０が設けられている照明部１００と、前
記照明部１００の上部中央から上向きに突出し、前記基板１２０に電源を供給するための
電源連結口３１０が設けられている電源連結部３００と、前記電源連結部３００の上部に
結合し、前記基板１２０に電源を供給する定電源供給装置（ＳＭＰＳ）である電源部２０
０とを含む。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明に係る電源部直結型エルイーディー照明装置は、上部中央に電線連結部が設けら
れている照明部と、前記電線連結部に直接接して結合する電源部とを含むことから、電源
部ハウジングを別に作製する必要がないため、構造を単純化し、製造コストを削減できる
という効果がある。
【００１８】
　また、本発明は、前記電線連結部を前記照明部から上向きに長く形成して、前記照明部
と電源部との距離を十分に保つことで、照明部と電源部との間において相互熱伝達を防止
し、相互熱伝逹によるそれぞれの寿命短縮を防止できるという効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００１９】
【図１】本発明の好ましい実施形態に係る電源部直結型エルイーディー照明装置の分解斜
視図である。
【図２】図１の結合状態を示す斜視図である。
【図３】図２のＡ‐Ａ断面構成図である。
【図４】本発明の他の実施形態に係る電源部直結型エルイーディー照明装置の断面構成図
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である。
【図５】図４における電源接続部の構成図である。
【図６】電源接続部の他の実施形態の構成図である。
【図７】本発明の他の実施形態に係る電源部直結型エルイーディー照明装置の断面構成図
である。
【図８】図７における角度調整部の構成図である。
【図９】図７の一部の斜視図である。
【発明を実施するための形態】
【００２０】
　以下、本発明に係る電源部直結型エルイーディー照明装置について添付の図面を参照し
て詳細に説明する。
【００２１】
　図１は本発明の好ましい実施形態に係る電源部直結型エルイーディー照明装置の分解斜
視図であり、図２は図１の結合状態を示す斜視図でであり、図３は図２のＡ‐Ａ断面構成
図である。
【００２２】
　図１～図３をそれぞれ参照すると、本発明の好ましい実施形態に係る電源部直結型エル
イーディー照明装置は、エルイーディー（ＬＥＤ）を実装した基板１２０が底面側に挿入
固定される載置空間部１５０が設けられ、上部に多数の放熱フィン１４０が設けられてい
る照明部１００と、前記照明部１００の上部中央から上向きに突出し、前記基板１２０に
電源を供給するための電源連結口３１０が中央に設けられている電源連結部３００と、前
記電源連結部３００の上部に結合し、前記基板１２０に電源を供給する電源部２００とを
含んで構成される。
【００２３】
　以下、前記のように構成される本発明の好ましい実施形態に係る電源部直結型エルイー
ディー照明装置の構成と作用についてより詳細に説明する。
【００２４】
　先ず、照明部１００は、下向きに載置空間部１５０が設けられている円板型の本体部１
１０と、前記本体部１１０の上部に設けられている多数の放熱フィン１４０と、前記載置
空間部１５０内の前記本体部１１０の内側上面に載置され、多数のエルイーディー（ＬＥ
Ｄ）が実装されている基板１２０と、前記載置空間部１５０を覆うカバー部１３０とを含
んで構成され得る。
【００２５】
　前記照明部１００の放熱フィン１４０は、前記照明部１００の上部中央に位置する電源
連結部３００の縁部から前記本体部１１０の縁部側に放射状に形成された構造であっても
よい。
【００２６】
　前記本体部１１０と放熱フィン１４０は一体に成形されるものであり、また、説明の便
宜上、本体部１１０を含む照明部１００と前記電源連結部３００とに分けて説明するが、
実質的に前記本体部１１０と電源連結部３００も一体に成形されることが、本発明の目的
に鑑みて好ましい。
【００２７】
　前記電源連結部３００は、前記本体部１１０の上部中央から上向きに突出した構造であ
り、円筒状または多角筒状の構造を有するものとする。すなわち、内側には電源連結口３
１０が設けられることで、後述する電源部２００の電源が前記照明部１００の基板１２０
に供給されるための通路を提供する。
【００２８】
　前記電源連結口３１０は、前記電源連結部３００の上面から下向きに形成された孔であ
り、この際、電源連結口３１０は、前記電源連結部３００の上面から下向きに形成され、
前記載置空間部１５０まで貫通する構成であってもよい。
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【００２９】
　しかし、このように相対的に大きな電源連結口３１０が前記載置空間部１５０まで貫通
する場合、その電源連結口３１０を介して露出する基板１２０の面積が大きくなり、当該
部分の基板１２０には熱を直接放出する手段がないため、前記電源連結口３１０の直径に
比べてより小さい直径の貫通口３２０が前記電源連結口３１０と載置空間部１５０を貫通
するようにすることが好ましい。
【００３０】
　前記電源連結口３１０は、その中で、前記基板１２０から提供される電線または接点部
と、電源部２００から提供される電線２４０または接点部とが互いに連結される空間であ
る。
【００３１】
　前記電源部２００は、ＳＭＰＳであり、ＳＭＰＳを覆う別のハウジングを有していない
ことを特徴とする。前記電源部２００は、ＳＭＰＳを構成する電子素子２２１を実装した
基板２２２を収容する筐体部２２０と、前記筐体部２２０の下部から突出し、前記電源連
結部３００の上部の一部が挿入されている状態で、ボルト２１１で締結固定される挿入締
結部２１０とを含んで構成される。
【００３２】
　前記挿入締結部２１０は、円板型の構造であり、直方体状の前記筐体部２２０の側面に
一部が突出した構造であり、ボルト２１１は、その挿入締結部２１０の突出した部分から
下向きに締結され、前記電源連結部３００の上部の端部に締結される。
【００３３】
　また、本発明は、電源部２００そのものが、照明部１００を天井やその他の照明用アー
ムに結合させる手段となり、上部に締結リング部２３０がさらに設けられてもよい。
【００３４】
　図面に示されてはいないが、前記電源部２００の筐体部２２０内には前記電子素子２２
１の放熱のためにモールドが充填された構造が一般的である。
【００３５】
　かかる構成の電源部２００と照明部１００を連結するためには、前記電源部２００の挿
入締結部２１０に前記電源連結部３００を挿入した後、前記挿入締結部２１０と電源連結
部３００とが重なった部分にボルト２１１を締結して固定する。
【００３６】
　したがって、エルイーディー照明装置の作製のための組立工程が非常に単純化し、製造
コストを削減し、生産性を向上させることができる。
【００３７】
　図４は本発明の他の実施形態に係る電源部直結型エルイーディー照明装置の断面構成図
であり、図５は図４における電源接続部４００の斜視図である。
【００３８】
　図４と図５をそれぞれ参照すると、本発明の他の実施形態に係る電源部直結型エルイー
ディー照明装置は、前記図１～図３を参照して説明した構成の例に加え、前記電源連結口
３１０及び貫通口３２０に挿入される電源接続部４００をさらに含んで構成される。
【００３９】
　前記電源接続部４００は、前記電源連結口３１０及び貫通口３２０に密着挿入可能な形
状の本体４１０と、前記本体４１０に上下に挿入されている導電体電源連結端子部４２０
とを含んで構成される。
【００４０】
　かかる構成の電源接続部４００は、前記電源連結口３１０と貫通口３２０に挿入されて
流動が発生せず、前記基板１２０と電源部２００の電源端子を電源連結端子部４２０でそ
れぞれ連結することで、別の結線作業を必要としないことを特徴とする。
【００４１】
　図６は本発明に係る電源部直結型エルイーディー照明装置に適用される電源接続部４０
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０の他の実施形態の構成図である。
【００４２】
　図６を参照すると、本発明に係る電源部直結型エルイーディー照明装置に適用される電
源接続部４００は、前記電源連結口３１０及び貫通口３２０に密着挿入可能な形状の本体
４１０と、前記本体４１０の側面に沿って上下に位置し、本体４１０の上面と下面にそれ
ぞれの一部が位置する導電体電源連結端子部４３０とを含んで構成される。
【００４３】
　この際、電源連結端子部４３０もまた前記基板１２０と電源部２００の電源端子をそれ
ぞれ連結して、作業者が結線作業を行わなくても済むようにし、生産性を向上させること
ができる。
【００４４】
　図７は本発明の他の実施形態に係る電源部直結型エルイーディー照明装置の断面構成図
であり、図８は図７における角度調整部５０の断面構成図である。
【００４５】
　図７と図８をそれぞれ参照すると、本発明の他の実施形態に係る電源部直結型エルイー
ディー照明装置は、照明部１０に一体に設けられる電源連結部３０と、前記電源連結部３
０を介して前記照明部１０に電源を供給する電源部２０とを含み、且つ前記電源部２０と
連結部３０との間に結合し、照明部１０の角度を調整するための角度調整部５０をさらに
含んで構成される。
【００４６】
　前記照明部１０の形状は、上記で図１～図４を参照して説明した照明部１００の形状と
は差があるが、これは、本発明が様々な実施形態を有し得るということを説明するためで
ある。
【００４７】
　前記照明部１０には、基板１２が収容される載置空間部１５を有する本体部１１が設け
られており、その本体部１１の背面側中央には、連結部３０が一体に設けられている。前
記連結部３０と前記基板１２が収容される載置空間部１５は、連結部３０に設けられた電
源連結口３１と連通している。
【００４８】
　放熱フィン１４は、前記本体部１１の外側全体に設けられている。
【００４９】
　図７は本発明に適用される放射状放熱フィン３２の形状を示す一部の斜視図であり、上
記の実施形態とは異なり、前記連結部３０の外側に放射状に放射状放熱フィン３２が多数
形成されており、これは、前記本体部１１と連結部３０が一体に設けられている構造にお
いて前記基板１２に取り付けられているエルイーディーから発生する熱をより効果的に放
熱するためである。
【００５０】
　前記電源連結部３０には、角度調整部５０が結合する。
【００５１】
　前記角度調整部５０は、前記電源連結部３０に結合する第１の結合部５１と、前記電源
部２０に結合する第２の結合部５２と、前記第２の結合部５２に挿入され、回転によって
前記照明部１０の回転角度を調整できる回転調整部５３と、前記回転調整部５３と前記第
１の結合部５１との間に位置し、チルト角度を調整するチルト調整部５４とを含んで構成
される。
【００５２】
　前記第１の結合部５１と第２の結合部５２は、それぞれ管状の構造であり、第１の結合
部５１は、前記電源連結部３０の上端にボルトなどの締結手段によって結合固定される。
前記第１の結合部５１は、電源部２０の電線２４が通過するように内側に貫通孔Ｈ１が設
けられている。
【００５３】
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　第１の結合部５１と同様、第２の結合部５２は、電源部２０に締結され、回転調整部５
３の一端が挿入されるための孔が設けられている。前記第２の結合部５２の側面には、前
記第２の結合部５２に挿入されている回転調整部５３の側面を露出する貫通孔Ｈ５が設け
られており、この貫通孔Ｈ５を介してストッパを挿入することで回転調整部５３が離脱す
ることを防止することができ、ストッパを取り外した状態で回転角度を調整することがで
きる。
【００５４】
　チルト角度調整部５４は、実質的に前記第１の結合部５１と回転調整部５３それぞれの
他端が互いの側面で結合しており、その結合位置に締結孔Ｈ４が設けられて、ヒンジ結合
した状態となる。
【００５５】
　前記ヒンジの周縁には円筒状の貫通孔Ｈ３が形成されており、電線２４が前記回転調整
部５３の貫通孔Ｈ２を経て前記第１の結合部５１の貫通孔Ｈ１を介して前記電源連結部３
０の電源連結口３１に連結されるようにする。
【００５６】
　したがって、本発明の他の実施形態のように、角度調整部５０を追加しても前記電源部
２００の電源を電源連結部３０を介して照明部１０の基板１２に容易に連結することがで
きる。
【００５７】
　かかる実施形態もまた前記電源連結口３１の直径より小さい貫通口を介して前記載置空
間部１５と電源連結口３１とが連結され得、上述の電源接続部４００を使用してもよい。
【００５８】
　本発明は、前記実施形態に限定されず、本発明の技術的要旨から逸脱しない範囲内で多
様に修正、変形して実施してもよいことは、本発明が属する技術分野において通常の知識
を有する者にとって明らかである。
【産業上の利用可能性】
【００５９】
　本発明は、エルイーディー照明の電源連結構造を単純化してコストを削減することがで
き、産業上の利用可能性がある。
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