
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
主幹に複数の枝を有し、これら主幹と枝は空洞になっており、かつ主幹と複数の枝の空洞
が連通しているクリスマスツリーにおいて、光ファイバーは、該クリスマスツリーの根元
から空洞を通して複数の枝先から露出しており、また該光ファイバーは枝先から複数個の
光ファイバーが露出すると共にこれらの光ファイバーの根元端部は、束ねられて光ファイ
バー束を形成しており、更にこの束ねられた光ファイバー束の端部に、

ＬＥＤ光源を有する光ファイバー装飾装置を設置したことを特徴
とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項２】
光ファイバー装飾装置が、複数のＬＥＤ光源と光ファイバー束との間に集光レンズを配置
したことを特徴とする請求項 に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー
。
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赤発光ＬＥＤ、青
発光ＬＥＤ及び緑発光ＬＥＤを有し、これらのＬＥＤ光源を前後、左右、斜め、上下に移
動、往復移動乃至規則、不規則に回転して１色又は多色乃至カラー色に発色し、これらの
ＬＥＤ光源と前記光ファイバー束の端部との距離Ｌが５～１００ｍｍであり、かつ前記Ｌ
ＥＤのランプ同士の照射角度は、該ランプの直径が２．５ｍｍ以上の場合には、１０～５
０度で、ランプ間の間隔は０～１５ｍｍとするか、又は前記ＬＥＤのランプ同士の照射角
度は、該ランプの直径が２．５ｍｍ以下の場合には、０～３５度で、ランプ間の間隔は０
～１５ｍｍであり、またＬＥＤランプの発光点から光ファイバーの入射面までの距離が、
照射光の交点以上である

１



【請求項３】
光ファイバー装飾装置が、単数もしくは複数のＬＥＤの発光量が少なくとも徐々に変化す
ることを特徴とする に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリス
マスツリー。
【請求項４】
光ファイバー装飾装置が、複数のＬＥＤの発光量が、それぞれ独立して変化させて加色混
合して多色を現出することを特徴とする請求項１乃至請求項 のいずれかに記載の光ファ
イバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項５】
光ファイバー装飾装置が、ＬＥＤの発光量をマイコンで制御することを特徴とする請求項
１乃至請求項 のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項６】
光ファイバー装飾装置が、手動により発光色又は発光量の変化を切り替えられることを特
徴とする請求項１乃至請求項 のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリス
マスツリー。
【請求項７】
光ファイバー装飾装置とＬＥＤ用電源とを一体化したユニットを用いたことを特徴とする
請求項１乃至請求項 のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリ
ー。
【請求項８】
ＬＥＤ用電源として太陽電池から得られた電源を用いることを特徴とする請求項１乃至請
求項 のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項９】
光ファイバー装飾装置の少なくとも一部を防水したことを特徴とする請求項１乃至請求項

のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項１０】
請求項１乃至請求項 のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を用いて装飾してなるこ
とを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項１１】
請求項 に記載のクリスマスツリーが、被装飾部と支持部とからなり、該支持部に電源
及びコントローラを収納し、かつ被装飾部の所要箇所にＬＥＤを配置し、前記コントロー
ラに接続されたリード線から電力を供給して、該ＬＥＤ光源を発光させることを特徴とす
る光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項１２】
ＩＣ基板とＬＥＤ光源とからなるＬＥＤ光源装置をクリスマスツリーのいずれかの場所に
配置し、かつ該場所においてＬＥＤ光源装置に光ファイバーの入光面を配置したことを特
徴とする請求項１乃至請求項 のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリ
スマスツリー。
【請求項１３】
前記 のクリスマスツリーが、前記第 項に記載の光ファイバー装飾装置の
ユニットを接続部を介して複数個接続することにより光ファイバーを枝先及び梢付近へ配
置したことを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【請求項１４】
前記第 項に記載のクリスマスツリーが、前記第 項に記載の光ファイバー装飾装置の
ユニットを２個以上組み合わせて接続し、クリスマスツリー形状に形成したことを特徴と
する光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、光ファイバー装飾装置 に関するもので、更に詳しく
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は本発明は、多色発光が可能で、寿命が長くかつ消費電力の少ない安全な、かつ幻想的に
表現ができる、光源にＬＥＤ（発光ダイオード）を使用した光ファイバー装飾装置

に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
近年、光を用いる装飾品は、その光源として電球又はランプを用い、またランプと光ファ
イバーとを組み合わせてクリスマスツリーや広告板を装飾することが行われているが、例
えば、クリスマスツリーでは、極一般的なものとして、生木や造木の枝や梢に色の付いた
豆電球を取付け点灯し、又は点滅等の手段で装飾効果を挙げている。またこの色を変える
ために、光源のランプと光ファイバー端部の入射口との間に色ガラスや着色セロファン等
の色付き透明体を挿入し、この透明体を光が通過して光ファイバーに入射する手段が採用
されていた。
【０００３】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、前述の如き では、ランプを用いる点で、消費電力が大き
く、したがって、ランプの発熱やアダプターの発熱等により火災の発生する危険があり、
防水設計が複雑となるばかりかコストアップの原因となる。また小型化に際し、電池等を
用いることが困難でかつ携帯性に乏しい。ランプ寿命が短くかつ輸送中の破壊事故による
不良品の発生率が高い等の欠点を有している。このようなに、ランプを光源として用いた
光ファイバー装飾装置は、用途や使用場所等において非常に制約を受けるという問題を有
している。一方、大型の装飾品を製作刷る場合、例えば、クリスマスツリーにおいて、光
源にランプを用いる場合には、光源の配置場所として、光ファイバーの長さが長くなるの
で、光ファイバー内を通過中に光の減衰が起こるために、他端から発せられる光量が低下
するという問題が
【０００４】
そこで、本発明者等は、これらの種々の問題点を鋭意検討した結果、ランプに代えてＬＥ
Ｄ光源を用いることにより前記問題点が解決されることを見出し、ここに本発明をなすに
至った。
【０００５】
　したがって、本発明が解決しようとする課題は、消費電力が小さく、したがって、ラン
プの発熱やアダプターの発熱等により火災の発生する危険がなく、防水設計が簡単でかつ
経済的であり、電池等を用いることができ、携帯性に優れていると共に、光源の寿命が長
くかつ輸送中の破壊事故がない優れ 光ファイバー装飾装置 を
提供することにある。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
本発明の上記課題は、以下の各発明によってそれぞれ達成される。
【０００７】
　（１）主幹に複数の枝を有し、これら主幹と枝は空洞になっており、かつ主幹と複数の
枝の空洞が連通しているクリスマスツリーにおいて、光ファイバーは、該クリスマスツリ
ーの根元から空洞を通して複数の枝先から露出しており、また該光ファイバーは枝先から
複数個の光ファイバーが露出すると共にこれらの光ファイバーの根元端部は、束ねられて
光ファイバー束を形成しており、更にこの束ねられた光ファイバー束の端部に、
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赤発光Ｌ
ＥＤ、青発光ＬＥＤ及び緑発光ＬＥＤを有し、これらのＬＥＤ光源を前後、左右、斜め、
上下に移動、往復移動乃至規則、不規則に回転して１色又は多色乃至カラー色に発色し、
これらのＬＥＤ光源と前記光ファイバー束の端部との距離Ｌが５～１００ｍｍであり、か
つ前記ＬＥＤのランプ同士の照射角度は、該ランプの直径が２．５ｍｍ以上の場合には、
１０～５０度で、ランプ間の間隔は０～１５ｍｍとするか、又は前記ＬＥＤのランプ同士
の照射角度は、該ランプの直径が２．５ｍｍ以下の場合には、０～３５度で、ランプ間の
間隔は０～１５ｍｍであり、またＬＥＤランプの発光点から光ファイバーの入射面までの



ＬＥＤ光源を有する光ファイバー装飾装置を設置したこ
とを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置が、複数のＬＥＤ光源と光ファイバー束との間に集光レン
ズを配置したことを特徴とする に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリス
マスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置が、単数もしくは複数のＬＥＤの発光量が少なくとも徐々
に変化することを特徴とする に記載の光ファイバー装飾装置を有す
るクリスマスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置が、複数のＬＥＤの発光量が、それぞれ独立して変化させ
て加色混合して多色を現出することを特徴とする前記第１項乃至第 項のいずれかに記載
の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置が、ＬＥＤの発光量をマイコンで制御することを特徴とす
る前記第１項乃至第 項のいずれかに記載のクリスマスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置が、手動により発光色又は発光量の変化を切り替えられる
ことを特徴とする前記第１項乃至第 項のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有す
るクリスマスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置とＬＥＤ用電源とを一体化したユニットを用いたことを特
徴とする前記第１項乃至第 項のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリス
マスツリー。
　（ ）ＬＥＤ用電源として太陽電池から得られた電源を用いることを特徴とする前記第
１項乃至第 項のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）光ファイバー装飾装置の少なくとも一部を防水したことを特徴とする前記第１項
乃至第 項のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）前記第１項乃至第 項のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を用いて装飾
してなることを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）前記第 項に記載のクリスマスツリーが、被装飾部と支持部とからなり、該
支持部に電源及びコントローラを収納し、かつ被装飾部の所要箇所にＬＥＤを配置し、前
記コントローラに接続されたリード線から電力を供給して、該ＬＥＤ光源を発光させるこ
とを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）ＩＣ基板とＬＥＤ光源とからなるＬＥＤ光源装置をクリスマスツリーのいずれ
かの場所に配置し、かつ該場所においてＬＥＤ光源装置に光ファイバーの入光面を配置し
たことを特徴とする前記第１項乃至第 項のいずれかに記載の光ファイバー装飾装置を
有するクリスマスツリー。
　（ ）前記第 項に記載のクリスマスツリーが、前記第８項に記載の光ファイバー
装飾装置のユニットを接続部を介して複数個接続することにより光ファイバーを枝先及び
梢付近へ配置したことを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
　（ ）前記第 項に記載のクリスマスツリーが、前記第８項に記載の光ファイバー
装飾装置のユニットを２個以上組み合わせて接続し、クリスマスツリー形状に形成したこ
とを特徴とする光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリー。
【０００８】
本発明の光ファイバー装飾装置は、各種の装飾の用途に使用される。光ファイバー装飾装
置を用いた一例を挙げるが、特に限定されるものではない。例えば、看板、屋外装飾、公
園等の屋外装飾、環境のファッション化、車載広告、バイク、バス広告、自転車、玩具（
例えば、ライトセイバー等）、室内装飾、水槽内装飾、仏壇、クリスマスツリー、ユニッ
ト式クリスマスツリー、デコレーション、アクセサリー、ぬいぐるみ、本、衣類、公共敷
設等が挙げられる。ここで、クリスマスツリーとしては、木形式の普通のクリスマスツリ
ーやリース（環状型）のクリスマスツリー等を含む意味に用いている。
【０００９】
【発明の実施の形態】
以下、本発明を図面を参照しながら更に具体的に説明する。図１は、本発明の光ファイバ

10

20

30

40

50

(4) JP 3927130 B2 2007.6.6

距離が、照射光の交点以上である

２
前記第１項

３
前記第１項又は第２項

４
３

５
４

６
５

７
６

８
７

９
８

１０ ９

１１ １０

１２

１１

１３ １２

１４ １１



ー装飾装置の基本的なものを示す断面図である。図１において、本発明の第１項に記載の
光ファイバー装飾装置は、光ファイバーの端部に、少なくとも一色又は多色に発光するＬ
ＥＤが複数個配置され、これらは一部重ね合わせて色の合成を可能としたＬＥＤ光源を有
することを特徴とし、この光ファイバー装飾装置Ｉは、ＬＥＤ光源ユニット２と光ファイ
バー１ａとから構成されている。ＬＥＤ光源２が、発光するためには、このＬＥＤにコン
トローラ（図５参照）が接続されている必要があり、したがって、ＬＥＤ光源が発光する
という場合は、コントローラが用いられることを意味するばかりでなく、ＬＥＤ光源にコ
ントローラが一体に組み込まれていることをも意味する。
【００１０】
本発明に用いられる光ファイバー１は、このファイバー内を光が通過し、一端から入射し
た光は、他端から光射するものである。光ファイバー１の直径は、０．４～０．５ｍｍで
あり、好ましくは０．１～０．３ｍｍがよい。またこの光ファイバー１を束ねた光ファイ
バー束１ａは、１０～３００００本の光ファイバー１からなる。好ましくは１００～３０
０００本であり、更に好ましくは１００～２００００本である。光ファイバーは、通常は
、この光ファイバーの外周壁から光は漏れないように形成されているが、本発明では、こ
の外周壁から光が規則的又は不規則的に漏れるように構成したものも用いられる。例えば
、外周壁に傷を付けてそこから光が漏れるようにしてもよく、点、線、螺旋状線であって
もよい。このＬＥＤユニット２と光ファイバー１ａとの間の距離は、Ｌとすることが好ま
しく、Ｌは５～１００ｍｍがよいが、ＬＥＤの種類や光量により異なるので、使用に際に
は、最適値を簡単なテストで決定することが望ましい。またこの距離Ｌを保つための構成
及びＬＥＤユニット２と光ファイバー１ａとの接続の一例は、光ファイバー束の端部１ｂ
を接着剤で接着し接着部４を形成した後、Ｌの距離を保つように配置するのが好ましい。
【００１１】
更に本発明の光ファイバー装飾装置Ｉは、ＬＥＤを１個以上配置することができるが、好
ましくは３個の色の異なるＬＥＤを配置することが好ましい。もっとも好ましい例を図３
に示す。図３は、赤、青及び緑の加色混合の例を示す斜視図である。図３において、３個
の赤発光ＬＥＤ２ｃ、青発光ＬＥＤ２ａ及び緑発光ＬＥＤ２ｂを容器５に収納してＬＥＤ
ユニット２を形成する。このユニット２は、三原色に発光し、赤２ｃと緑２ｂで黄色２ｂ
ｃを発光し、青２ａと緑２ｂで青緑（シアン）２ａｂを発光し、更に赤２ｃと青２ａで赤
紫（マゼンタ）２ａｃを発光する。本発明の例では、三原色の発光形態について説明した
が、これらに限定されることなく、色の異なる二色以上を一部重ね合わせてもよく、これ
により無数の混合色が得られる。ＬＥＤ光源として使用されるＬＥＤランプ（以下、単に
ランプと称する場合もある。）の照射角度（θ）は、該ＬＥＤランプの直径にもよるが、
例えば、該ランプの直径が２．５ｍｍ以上ある場合には、その照射角度は１０～５０度が
好ましく、この際、複数配置されるＬＥＤランプの間隔は、０～１５ｍｍが好ましく、ま
たＬＥＤランプの発光点から光ファイバーの入射面までの距離は、照射光の交点以上の距
離にすることにより多色乃至カラー色に表現することができる。この場合は、光源を固定
した場合の例であるが、ＬＥＤ光源を前後に移動させるか、移動乃至回転させた場合には
、その動きによって照射光は交点以下の距離であっても無数の色に表現することができる
（図１５のｂ参照）。
【００１２】
一方、ＬＥＤランプの直径が、例えば、２．５ｍｍ以下の場合は、照射角度は０～３５度
が好ましく、複数配置した場合のＬＥＤランプの間隔は、０～１５ｍｍにおいて、前記Ｌ
ＥＤランプの直径が２．５ｍｍ以上の場合と同様に、ＬＥＤランプの発光点から光ファイ
バーの入射面までの距離は、照射光の交点以上の距理にすることにより多色乃至カラー色
に表現することができる。この場合は、光源を固定した場合の例であるが、ＬＥＤ光源を
回動させた場合には、その動きによって照射光は交点以下の距理であっても無数の色に表
現することができる。特に、ＬＥＤランプを前後左右に移動乃至回転した場合、即ちＬＥ
Ｄランプを上下、左右、斜め等の適宜の角度をもって移動、往復移動、規則・不規則に回
転することによって１色又は多色乃至カラー色に表現することができる。また本発明では
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、光ファイバー装飾装置に発光制御装置を組み合わせることにより、点滅制御、二色制御
、三色制御などの制御ができる。また配列したＬＥＤランプの一部分が規則的・不規則的
に点滅もしくはだんだん照射光を弱めたり又は強めたりして、暗くしたりあかるくしたり
することができ、このようなＬＥＤ光源を用いて光ファイバーから発する色をさまざまに
変化させることができる。この制御装置としては、機械的な制御、例えば、制御棒をモー
ターで回転させ、電気的に接触と非接触を起こさせる。また電気的素子を用いて、制御す
ることもできる。
【００１３】
本発明の第２項に記載の光ファイバー装飾装置は、光ファイバーの端部とＬＥＤの頭部と
が一体化されていることを特徴とする。図２は、本発明の第２項に記載の光ファイバー装
飾装置を示す断面図である。図２において、ＬＥＤの頭部に円筒５をはめ込み固定すると
共に、円筒５の上部に光ファイバー束１ａの入射光口を挿入して光ファイバー装飾装置を
一体化することにより形成する（ＩＩ参照）。また別の形態としては、ＬＥＤ２を円筒５
にはめ込み更に光ファイバー１の束１ａを接着剤で接着して接着部４を形成する。この際
ＬＥＤの上面が円い場合には、光ファイバー１の束１ａはその円形面に沿って接着しても
よい。またＬＥＤは、一色に発光するものであっても三原色に発光するものであってもよ
く、更には２色以上の混色により任意の色に発光することが装飾の面で好ましい。このよ
うな構成にすることにより装飾品の必要な部分に任意の色を任意に配置することができる
。
【００１４】
本発明の第３項に記載の光ファイバー装飾装置は、複数のＬＥＤ光源と光ファイバー束と
の間に集光レンズを配置したことを特徴とするもので、これによりＬＥＤ光源の発光量を
多くする又は光ファイバー束へ挿入されるＬＥＤ光の量を多くすることができる。図４は
、集光レンズを有する光ファイバー装飾装置を示す断面図である。図４において、ＬＥＤ
２の数を多くして発光量を多くし、このＬＥＤ光をレンズ３０を光ファイバー束１ａとＬ
ＥＤ光源２との間に配置する。このレンズ３０で光ファイバー束１ａの入射光口１ｂへ集
光する。その結果、光ファイバーの入射光口の光量が多くなり、したがって、光ファイバ
ーの先端から放出されるＬＥＤ光が非常に明るくなる。このようにレンズの種類によって
、ＬＥＤ光源の明るさを増したり、又は光束の幅や照射角度を変えて明るさを調整をする
ことができる。またレンズとして、特殊レンズ、例えば、レンズを表面をカットして多面
化することにより光を散乱させ、光の変化を実現することもできる。レンズでＬＥＤラン
プから照射される光束を制御すると共に、更に前述の制御装置を用いて１個又はそれ以上
のＩＣ基盤とそれらに設置されているＬＥＤランプとが連動し、ＬＥＤランプを点滅させ
たり、変色させたりし、更にこれらと音楽のリズムが連動して音と共に点滅や変色を惹起
するように構成されていてもよい。
【００１５】
本発明の第４項に記載の光ファイバー装飾装置は、単数もしくは複数のＬＥＤの発光量が
少なくとも徐々に変化することを特徴とする。また本発明の第５項に記載の光ファイバー
装飾装置は、複数のＬＥＤの発光量が、それぞれ独立して変化させて加色混合して多色を
現出することを特徴とする。これらの第４項及び第５項に記載の発明は、ＬＥＤ発光を制
御する発光制御装置を用いて、二種以上のＬＥＤの発光量を少なくしたり又は多くするこ
とにより発光色（混合色）を調整することができる。具体的には、ＬＥＤを点滅させるこ
とにより装飾効果を向上させたり、点滅は、一色の場合、二色の場合及び三色の場合、更
には多色の場合と各種の色との組合せによって形成することもできる。
【００１６】
本発明の第６項に記載の光ファイバー装飾装置は、ＬＥＤの発光量をマイコンで制御する
ことを特徴とするもので、前記第４項及び第５項に記載の光ファイバー装飾装置で発光量
の増減及び点滅操作をマイコン技術を用いて行うことができ、この制御回路は、機械的又
は電気的のいずれにおいて行ってもよく、この技術分野において周知の技術を使用するこ
とができる。また本発明の第７項に記載の光ファイバー装飾装置のように、手動により発
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光色又は発光量の変化を切り替えることができる。この場合には、手動スイッチにより発
光制御回路を変えたり、マイコンを制御してソフトウエアを変えることにより発光量の変
化パターンを切替えることができる。例えば、赤発光ＬＥＤ、青発光ＬＥＤ及び緑発光Ｌ
ＥＤの各色がそれぞれ一部重なるようにＬＥＤを配置し、これらのＬＥＤにスイッチを設
けておき、スイッチを入れたり切ったりするスイッチ操作により希望する色を現出させる
ことができる。赤発光ＬＥＤのスイッチを切れば、青発光ＬＥＤと緑発光ＬＥＤとこれら
の重なった色、即ち黄色に制御できる。
【００１７】
　本発明の第８項に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーは、第７項に
記載の手動スイッチによるスイッチの切替えをセンサーからの信号によって行うことがで
き、この際に用いられるセンサーは、音、光を検出し発光を変化させることを特徴とする
。例えば、光ファイバー装飾装置に音や光を検出するセンサーを取付け、センサーが検出
した信号によりマイコンのプログラムに従って発光パターンを制御する。本発明の
に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーは、光ファイバー装飾装置とＬ
ＥＤ用電源とを一体化したユニットを用いたことを特徴とする。図１に示されるごとき光
ファイバー装飾装置Ｉ、図２に示されるごとき光ファイバー装飾装置ＩＩ又は図４に示さ
れる光ファイバー装飾装置は、図５に示されるごときブロック図から明らかなように、光
ファイバー装飾装置ＩＩには、コントローラ６、発光制御装置８及び電源７を接続して使
用される。このうち、コントローラ６は、光ファイバー装飾装置に組み込まれて一体化さ
れている場合と光ファイバー装飾装置とコントローラ６は、別々に配置される場合とがあ
る。ここで、コントローラ６は、光ファイバー装飾装置のＬＥＤ光源を発光させるために
用いられるものであり、また発光制御装置８は、ＬＥＤ光源が発光した際、その発光量を
事後的に制御するための装置であり、例えば、発光量を少なくしたり多くしたりして制御
するか、又は点滅させたりする制御を行う。したがって、光ファイバー装飾装置ＩＩと電
源７とを一体化することは、当然、コントローラ６及び発光制御装置８と電源７とを一体
化することである。
【００１８】
電源７としては、電池又は蓄電池等のＬＥＤ電源を用いることができる。ユニット化する
場合には、光ファイバー装飾装置、コントローラ６、発光制御装置８及び電源７を一体化
して用いることが好ましい。一体化は、例えば、容器乃至筐体中に、光ファイバー、ＬＥ
Ｄ、コントローラ、発光制御装置及び電源を組み込んでユニット化する。またこれらには
光ファイバー装飾装置へ電力を供給したり絶ったりするためのスイッチが設けられている
ことは言うまでもない。
【００１９】
本発明の第１０項に記載の光ファイバー装飾装置は、ＬＥＤ用電源として太陽電池から得
られた電源を用いることを特徴とするもので、発光ダイオードは、電力消費量が少ないた
め電源として太陽電池が有利に使用できる。太陽電池を用いる場合には、直接電源として
は、蓄電池を用い、蓄電池の補充には、太陽電池から充電することが好ましい。図６は、
太陽電池を電源に用いた例を示す回路図である。図６において、光ファイバー装飾装置Ｉ
Ｉは、蓄電池９と太陽電池１０が接続されている。この光ファイバー装飾装置ＩＩは、蓄
電池９から電力が供給され、更にこの蓄電池９へは太陽電池１０から日中に供給されて蓄
電する。
【００２０】
本発明の第１１項に記載の光ファイバー装飾装置は、この少なくとも一部を耐防水性とす
ることができる。防水の仕方は、ＬＥＤ光源部を樹脂等を充填又は被覆して水密化するこ
とにより防水構造とすることができる。例えば、光ファイバー装飾装置の光ファイバー部
分を除いたＬＥＤ光源全体を防水構造とするものであり、このＬＥＤ光源は全体を樹脂で
覆う。図７は、本発明の光ファイバー装飾装置の防水構造の一例を示す断面図である。図
７は、図１乃至図４に示される光ファイバー装飾装置の防水を示す断面図である。図７に
おいて、光ファイバー装飾装置の光ファイバー部分を除いたＬＥＤ光源の下部を防止コネ
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クター１１に挿入し、該コネクター１１から伸びるコード１２が防水ケース１３に接続さ
れる。この防水ケース１３中には、発光制御装置８と電源７が収納されている。電源７が
電池等の場合には、電池の交換のために、防水ケースに蓋を設けて必要に応じて蓋を開け
て電池交換することができる。この際、蓋の開閉部は水密化されていることはいうまでも
ない。
【００２１】
本発明の第１２項に記載の光ファイバー装飾装置は、前記第１項乃至第１１項のいずれか
に記載の光ファイバー装飾装置を用いて装飾してなることを特徴とする装飾品であり、こ
こにクリスマスツリーを例に挙げて説明する。図８は、光ファイバー装飾装置で装飾した
クリスマスツリーを示す側面図である。図８において、クリスマスツリーＩＩＩは、支持
部として鉢を用い、この鉢の台座１７には、クリスマスツリー用の造木１４を有しており
、この木は枝１５、葉１６を有している。更にこの主幹１４及び枝１５の内部は、空洞１
４ａを有し、この空洞１４ａには光ファイバー束が枝１５の数に応じて分配されてそれぞ
れの枝１５を通り、枝の先端から光ファイバーの先端が露出している。この露出部は、朝
顔の花形状１９に広がっていることが好ましい。一方、台座１７内には、ＬＥＤ光源２、
発光制御装置８及び電源７を収納している。このＬＥＤ光源２の上部には、該光源からＬ
＝１０ｍｍの位置に光ファイバーの束（１０００本／束）１８ａを設置し、該光ファイバ
ー束１８ａの先端部は、各枝に沿って適宜の数が配分されて設けられ、更に枝の先端で４
０～５０本配置される。
【００２２】
図９は、本発明のクリスマスツリーの別の例を示す断面図である。図９において、クリス
マスツリーＩＶは、鉢の台座１７には、クリスマスツリー用の造木１４を有しており、こ
の木は枝１５、葉１６を有している。更にこの主幹１４及び枝１５の内部は、空洞１４ａ
を有し、この空洞１４ａにはリード線２０が台座１７から各枝１５、１５・・・の先端部
に到るまで設置され、このリード線の端部には接続部を有し、この接続部に光ファイバー
装飾装置ＩＩを嵌合して接続する。光ファイバー装飾装置ＩＩは、図１０のａに示される
。図１０のａの光ファイバー装飾装置ＩＩは、図１又は図２に示される光ファイバー装飾
装置のいずれでもよく、好ましくは図１に示されるタイプがよい。即ち、図１０のａにお
いて、コンセント２１とＬＥＤ光源２と光ファイバー束１ａとからなっており、この光フ
ァイバー装飾装置ＩＩは、２種類の態様があり、その一つは図１０のｂに示されるタイプ
で、これはＬＥＤ２が円筒２４を有しており、更にＬＥＤ２とコンセント２１とが一体化
されており、これに環状体２３で束ねられた光ファイバー束１ａが嵌合されるタイプとも
う一つは、図１０のｃに示されるタイプで、コンセント２１に光ファイバー装飾装置Ｉ又
はＩＩを入れるタイプである。好ましくは後者がよい。
【００２３】
一方、本発明の光ファイバー装飾装置は、前述のごとき、図１、図２又は図４のタイプに
限らず、家を装飾するタイプでもよく、その一例として、図９の符号２５で示されるもの
が挙げられる。図９の符号２５の拡大断面図が図１１に示される。図１１において、家形
状２５の屋根に沿って光ファイバー装飾装置の光ファイバー先端を配置する。本発明にお
いては、光ファイバー装飾装置の実施の形態を図８と図９でそれぞれ説明したが、クリス
マスツリーの木に図８と図９の光ファイバー装飾装置の実施の形態を組み合わせて用いて
もよい。図１２は、本発明の別の実施形態を示す断面図である。図１２において、木の枝
先２６には、コンセント２１が設けられており、このコンセント２１に、光ファイバー装
飾装置ＩＶが挿入される。この光ファイバー装飾装置ＩＶは、図８に示されているものと
同様の光ファイバー装飾装置Ｉが設けられる。したがって、光ファイバー装飾装置ＩＶは
、円筒からなる本体部に、ＬＥＤ光源２、空隙及び光ファイバー端部を有し、光ファイバ
ー束１ａは、それぞれの光ファイバー１が固定されることなく自由に形成されている。し
たがって、各枝先１５では、これらの光ファイバー束１ａの先端部は、通常、朝顔の花び
ら形１９に広がって設けられている。また台座１７内に発光制御装置８を設け、そこから
リード線で各光ファイバー装飾装置ＩＶへ接続することによって、各種のソフトウエアの
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種類によって、異なるパターンの光装飾模様を現出させることができる。このように、台
座１７中のＬＥＤ光源から配色された光とそれぞれの各枝及び葉に設けられた光ファイバ
ー装飾装置ＩＶからの光が適宜配合され、幻想的な光を現出するクリスマスツリーが得ら
れる。
【００２４】
　本発明の第１３項に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーは、前記第
１２項に記載の装飾品が、被装飾部と支持部とからなり、該支持部に電源及び発光制御装
置を収納し、かつ被装飾部の所要箇所にＬＥＤを配置し、前記発光制御装置に接続された
リード線から電力を供給し、光ファイバーのみを、該ＬＥＤを光源として用いることを特
徴とする装飾品（図１２参照）。この実施の形態は、市販されているクリスマスツリーの
装飾品、例えば、各色の豆電球を木や枝、葉の部分に設置し、電源としてリード線を用い
て台座内の電源（交流電源）を用いるクリスマスツリーにおいて、更に、図２に示される
ような電源を内蔵した光ファイバー装飾装置ＩＩを木や枝、葉の部分に設置するものであ
る。これにより豆電球の効果と光ファイバー装飾装置の効果とが相乗的に発揮され、いっ
そう幻想的なクリスマスツリーが得られる。これまでに説明してきた、一例として挙げた
クリスマスツリーでは、図８では、ＬＥＤ光源２が台座１７の中に収納されており、また
図９及び図１２では、分岐枝の部分にＬＥＤ光源２が配置されている例を示したが、更に
クリスマスツリーの中心部の中央部や横部にＩＣ回路及びＬＥＤ光源を配置し、ＬＥＤ光
源が光ファイバー中を通過する距離を短くして光ファイバー先端から出る照射光を明るく
することができる また本発明の第 項の発明は、ＩＣ基板とＬＥＤ光源とからなるＬ
ＥＤ光源装置を装飾品のいずれかの場所に配置し、かつ該場所においてＬＥＤ光源装置に
光ファイバーの入光面を配置したことを特徴とする前記第１項乃至第 項のいずれかに
記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーである 以下に説明する。図１４
は、ＩＣ回路及びＬＥＤ光源を組み合わせたＬＥＤ光源装置を示す略断面図である。図１
４において、ＬＥＤ光源装置３３は、円筒２２内にＩＣ基板２８を有し、このＩＣ基板２
８の両面にＬＥＤランプ即ちＬＥＤが設けられている。具体的には、ＩＣ基板２８の上面
に、第１段として基板付近にＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃが適宜に配置され、ついでその上部
に第２段としてＬＥＤ２ｄ，２ｅ，２ｆが設けられている。また該ＩＣ基板２８の裏面に
も同様に第１段としてＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃが適宜に配置され、ついでその上部に第２
段としてＬＥＤ２ｄ，２ｅ，２ｆが設けられている。これらのＬＥＤの照射角度は、θで
あり、これらの上部に配置された光ファイバー（図示していない。図１参照）に向かって
θ角度にそれぞれの色が照射され、例えば、この場合には、ＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃから
照射されたそれぞれの光２ａ，２ｂ，２ｃと第２段に設けられてＬＥＤ２ｄ，２ｅ，２ｆ
から照射されたそれぞれの光２ｄ，２ｅ，２ｆが、一部混合して混色を示している。具体
的には混色２ａｄ，２ｃｆ，２ａｆ，２ｂｄ，２ｂｆ，２ａｂｄ，２ａｂｅ，２ａｂｆ，
・・・が得られる。またＩＣ基板２８の裏面においても上面と同様に各色の混色が照射さ
れる。この例では、ＩＣ基板に設けられたＬＥＤが２段に設けられて例について説明した
が、第１段のみ設けたものを使用するものでもよいことは明らかである（図１５のｄ参照
）。更に図１５は、ＬＥＤ光源装置３３の実施の形態を示した略斜視図である。ＬＥＤ光
源装置３３の形態には、各種のものがあり、図１５のｄは、円筒２２内に３個の赤発光Ｌ
ＥＤ２ｃ、青発光ＬＥＤ２ａ及び緑発光ＬＥＤ２ｂを容器５に収納してＬＥＤユニット２
を形成する。このユニット２は、三原色に発光し、赤２ｃと緑２ｂで黄色２ｂｃを発光し
、青２ａと緑２ｂで青緑（シアン）２ａｂを発光し、更に赤２ｃと青２ａで赤紫（マゼン
タ）２ａｃを発光する。図１５のｂは、ＩＣ基板２８の上面にＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃが
適宜に配置され、更にその裏面にもＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃが適宜に配置されている。こ
れらのＬＥＤから照射された各色が混色されて光ファイバーへ導入される。この例では、
ＩＣ基板２８の両面にＬＥＤを設けた例を示したが、これに代えＩＣ基板２８を２個背中
合わせにして固定具、例えばネジとボルトで固定してよい（図示していない。）。図１５
のｃは、ＩＣ基板２８ａ上にＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃを有し、更にその上に透明基板から
なるＩＣ基板２８ｂに、ＬＥＤ２ａ，２ｂ，２ｃ（これらのＬＥＤは異なった色を発光す
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るものでもよい。）を有するものである。この場合は、ＩＣ基板２８ａとＩＣ基板２８ｂ
とが、固定されていても回動するものでもまた移動又は回転するものでもよい。これらの
ＬＥＤ光源装置３３は、前述の制御装置と組み合わせ、更に透明基板３１が回転又は循環
移動して光を各種の色に周期的に変化させている。言い換えれば、これらの動作によって
各色に混色が起こり幻想的な世界が演出される。図１５のｄは、ＩＣ基板２８ａ上にＬＥ
Ｄ２ａ，２ｂ，２ｃを有する。
【００２５】
図１６は、クリスマスツリーにＬＥＤ光源装置を配置した断面図であり、図１６のａは、
クリスマスツリーの幹の中に組み込んだところを示す断面図であり、図１６のｂは、複数
のＬＥＤ光源装置を組み込んだところを示す断面図である。図１６のａにおいて、ＬＥＤ
光源装置３３は、クリスマスツリーＶＩの中心部の幹の部分にＬＥＤ光源装置３３ｗを組
み込み、その上部と下部にクリスマスツリーの上部と該クリスマスツリーの下部を配置し
たものである。これらのクリスマスツリーの上部及び下部の構成は、幹部、即ち光ファイ
バー内蔵部３６ａ、３６ｂからなり、円筒（必ずしも円筒でなく三角、四角乃至六角形で
あってもよい。）には、枝、即ち側部３７を有し、該円筒内に収納されている光ファイバ
ー１の一部が該側部３７を通って露出している。更にスタンドとして支持棒３４を設けて
いる。更にクリスマスツリーを支持するために支持棒３４には支持部３５を有する。この
支持部３５は適宜の方法で取り付けることができる。この例では、支持部３５によりクリ
スマスツリーを支持すると共に、台座にＬＥＤ光源装置３３を組み込む必要がないので、
台座を設ける必要がない。このように構成することにより台座にはＬＥＤ光源装置３３を
収納していないので、従来の台座を設けなくてもよいばかりか台座をなくすことができ、
コストの削減、防滴、省エネルギーかつ安全性に優れたクリスマスツリーとすることがで
きる。またこの例の如くＬＥＤ光源装置３３は、クリスマスツリーＶＩの適宜の場所に配
置することができるので、巨大なクリスマスツリーを作製する際に、単にこのＬＥＤ光源
装置３３の数を増やすだけでよく、極めて簡単かつ安価にしかも容易に製作できるという
優れた効果を奏するものである。
【００２６】
図１６のｂにおいて、クリスマスツリーＶＩは、クリスマスツリーのブロックＶＩａ，Ｖ
Ｉｂ及びＶＩｃから構成され、該ブロックＶＩａ，ＶＩｂ及びＶＩｃには、それぞれＬＥ
Ｄ光源装置３３ａ，３３ｂ，３３ｃを有し、しかも幹の一部を構成している。各ブロック
の円筒３６ａ，３６ｂ，３６ｃには、枝、即ち側部３７を有し、該円筒内に収納されてい
る光ファイバー１の一部が該側部３７を通って露出している。このクリスマスツリーＶＩ
は、ブロックＶＩａ，ＶＩｂ及びＶＩｃを順次組み合わせて結合して１個のクリスマスツ
リーを構成している。図１６のｃは、クリスマスツリーの中央部の横に設けられたＬＥＤ
光源装置を示す断面図である。図１６のｃにおいて、クリスマスツリーＶＩの中央部の横
にＬＥＤ光源装置３３が設けられ、該装置は、光ファイバー１と近接又は接続している。
またクリスマスツリーＶＩの幹は、下部で支持棒３４を有しており、更に安定して立てか
けて置けるように支持部３５を有している。このように、ＬＥＤ光源装置３３をクリスマ
スツリーＶＩの中央部の横に設置したので、クリスマスツリーＶＩのＶＩａとＶＩｂの両
方の光ファイバー１に光を分配することができ、光ファイバーの長さを短くすることがで
きるばかりでなく、台座の必要がないので、支持棒３４とし、これに筋部３５を設けて全
体的に軽いものにすることができ、持ち運びやコスト面の軽減が図られる。また図１６の
ｃにおいて、クリスマスツリーＶＩの中心部であり、かつ幹の側部にＬＥＤ光源装置３３
を配置し、台座には、ＬＥＤ光源装置３３を配置していない。したがって、台座を設ける
必要がなく、この台座の変わりに後述するように土中の突き刺す足、即ち支持棒を設ける
。更に安定性を得るために支持部３５を設けることもできる。このように構成することに
より台座１７にはＬＥＤ光源装置３３を収納していないので、従来の台座よりはるかに小
さくすることができ、台座をなくすことができ、コストの削減、防滴、省エネルギーかつ
安全性に優れたクリスマスツリーとすることができる。またこの例の如くＬＥＤ光源装置
３３は、クリスマスツリーＶＩの基の中の適宜の場所に配置することができるので、巨大
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なクリスマスツリーを作製する際に、単にこのＬＥＤ光源装置３３の数を増やすだけでよ
く、極めて簡単かつ安価にしかも容易に製作できるという優れた効果を奏するものである
。しかしながら、クリスマスツリーＶＩが比較的小さい場合には、ＬＥＤ光源装置３３は
、クリスマスツリーの木の中に設ける変わりに台座中に設けることもでき、その場合には
、台座そのものを比較的小さくすることができ、材料費の節約や持ち運びを容易にするこ
とができる。
【００２７】
図１６のｄは、クリスマスツリーＶＩＩにＬＥＤ光源装置３３を配置した断面図であり、
図１６のｄにおいて、ＬＥＤ光源装置３３は、クリスマスツリーのブロックＶＩＩａ，Ｖ
ＩＩｂ及びＶＩＩｃから構成され、該ブロックＶＩＩａ，ＶＩＩｂ及びＶＩＩｃには、そ
れぞれＬＥＤ光源装置３３ａ，３３ｂ，３３ｃが、設けられている。各ブロックの円筒３
６ａ，３６ｂ，３６ｃには、これらの下部の側部に接続されたＬＥＤ光源装置３３ａ，３
３ｂ及び３３ｃを有し、これらのＬＥＤ光源装置３３ａ，３３ｂ及び３３ｃから発せられ
た光が所定の場所に配置された光ファイバー１を通ってその先端から放光乃至露出してい
る。また円筒３６ａ，３６ｂ，３６ｃには、枝、即ち側部３７を有し、該円筒内に収納さ
れている光ファイバー１の一部が該側部３７を通って露出している。このクリスマスツリ
ーＶＩＩは、ブロックＶＩＩａ，ＶＩＩｂ及びＶＩＩｃを順次組み合わせて結合して１個
のクリスマスツリーを構成している。このように構成することにより、台座にＬＥＤ光源
装置３３を収納する必要がなく、その点で、従来の台座よりはるかに小さくすることがで
き、又は台座をなくすことができ、コストの削減、防滴、省エネルギーかつ安全性に優れ
たクリスマスツリーとすることができる。またこの例の如くクリスマスツリーＶＩＩの適
宜の場所にＬＥＤ光源装置３３を配置することができるので、巨大なクリスマスツリーを
作製する際に、単にこのＬＥＤ光源装置３３の数を増やすだけでよく、極めて簡単かつ安
価にしかも容易に製作できるという優れた効果を奏するものである。本発明では、図１６
のａ～ｄに示したように、ＬＥＤ光源装置３３の配置の仕方は、種々あり、この他にも、
例えば、図１９に示されるように、ブロックＶＩａにＬＥＤ光源装置３３ａを配置せず、
ブロックＶＩｂに２個のＬＥＤ光源装置３３ａと３３ｂを上端と下端に配置することもで
きる。このように、クリスマスツリー等において、光ファイバー１からなる円筒３６ａと
２個以上のＬＥＤ光源装置３３との組合せは、任意である。また図１６のｄに示される形
式のクリスマスツリー、即ち円筒３８ａの下部の側部にＬＥＤ光源装置３３ａを有するタ
イプにおいても、図１９に示されるように、ブロックＶＩｂにＬＥＤ光源装置３３ａとＬ
ＥＤ光源装置３３ｂを有するように配置する（図示していない）。
【００２８】
　図１７は、複数のＬＥＤ光源装置の配置の仕方を示した平面図である。全方向に配置さ
れたＬＥＤ光源装置ＶＩＩＩは、ＬＥＤ光源装置３３が、六角面に６個の配置され、更に
上下にそれぞれＬＥＤ光源装置３３が１個づつ配置される。これにより全方向に無理なく
光ファイバー１を設けることができ、クリスマスツリーのあらゆる部分に光ファイバー１
を行き届かせることができるばかりでなく、最短距離で設けることができる。このように
構成することにより光ファイバー１の先端から極めて明るい光を放出することができる。
図１８は、本発明の 装飾品の一種であ タンドに関する
形態を示した略断面図である。図１８のａに示される例では、クリスマスツリーＶＩＩＩ
の下部は、支持棒３４からなり、該支持棒は、土中に差し易くするために、先端に向かっ
て細く形成された金具３４ａを有している。これにより極めて容易に地中へ打ち込め、か
つ十分安定してクリスマスツリーＶＩＩＩを支持することができる。この際、クリスマス
ツリーＶＩＩＩの幹を直接金具３４ａに嵌合接続してもよく、また支持棒を貸して幹を該
支持棒へ嵌合する形式であってもよい。図１８のｂの例では、クリスマスツリーＶＩＩＩ
の支持棒３４に取り付けられた金具３４ａに支持部３５を有するものであってもよい。こ
の支持部３５は、適宜の方法で取り付けることができるが、一例を挙げれば、ネジ等で固
定してもよい。また取付けた支持部は、永久固定し、支持部３５のみを折り畳む形式でも
よい。本発明の第 項に記載の光ファイバー装飾装置は、前記第１３項に記載の装飾品
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が、クリスマスツリーであって、前記第９項に記載の光ファイバー装飾装置のユニットを
接続部を介して複数個接続することにより光ファイバーを枝先及び梢付近へ配置したこと
を特徴とする装飾品であって、この場合には、前記第９項に記載されているようにＬＥＤ
光源と光ファイバーと電池とが一体化されているので、クリスマスツリーの各枝へ必要数
の該光ファイバー装飾装置を設置することができるので、簡単にクリスマスツリー等の装
飾品が作製できるという優れた効果を奏するもので
【００２９】
　本発明の第 項に記載の光ファイバー装飾装置は、前記第１３項に記載の装飾品が、
クリスマスツリーであって、前記第９項に記載の光ファイバー装飾装置のユニットを２個
以上組み合わせて接続し、クリスマスツリー形状に形成したことを特徴とする

。本発明 光ファイバー装飾装
図１３は、衣類のえりの部分を装飾したところを示す部分正面図である。図１３におい

て、図５で示される光ファイバー装飾装置を用いて作られている。即ち、光ファイバー装
飾装置がＬＥＤ、光ファイバー、発光制御装置及び電池からなり、ＬＥＤ光源本体部は、
後ろのえり２７の裏側に設け、そこから、光ファイバー１の先端をえり２７の周囲に沿っ
て設ける。また本発明 光ファイバー装飾装置は、衣類がウェディングドレス
である 。このウェディングドレスの場合には、光ファイバー装飾装置は
、えり、袖の端部、更に胸の付近、スカート部の所要部分等に設けられる。ＬＥＤ光源を
用いているので、ウェディングドレスは全体的に非常に軽く何の抵抗もなく切ることがで
きる。この他、衣類としては、前記光ファイバー装飾装置を取り付けたサンタクロース用
衣類又は服装とすることもできる。更に芝居等の舞台上で身につける服装やちんどん屋、
大道芸人が身に付ける服装等に前記光ファイバー装飾装置を取り付けることもできる。
【００３０】
【発明の効果】
本発明の請求項１に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーは、主幹に複
数の枝を有し、これら主幹と枝は空洞になっており、かつ主幹と複数の枝の空洞が連通し
ているクリスマスツリーにおいて、光ファイバーは、該クリスマスツリーの根元から空洞
を通して複数の枝先から露出しており、また該光ファイバーは枝先から複数個の光ファイ
バーが露出すると共にこれらの光ファイバーの根元端部は、束ねられて光ファイバー束を
形成しており、更にこの束ねられた光ファイバー束の端部に、

ＬＥＤ光源を有する光ファイバー装飾装置を設置したことにより、クリス
マスツリー上で、

消費電力が小さく、したがって、ランプの発熱やアダプターの発熱等により火災の発
生する危険がなく、防水設計が簡単でかつ経済的であり、電池等を用いることができ、携
帯性に優れていると共に、光源の寿命が長くかつ輸送中の破壊事故がないという格別優れ
た効果を奏するものである。本発明の請求項２に記載の光ファイバー装飾装置を有するク
リスマスツリーにおいて、複数のＬＥＤ光源と光ファイバー束との間に集光レンズを配置
したことにより、多数のＬＥＤ光源から発光するＬＥＤ光を集めて、これを光ファイバー
束の入射光口へ導入することができ、したがって、光ファイバーの先端から非常に明るい
ＬＥＤ光を放射することができる。また本発明の請求項３に記載の光ファイバー装飾装置
を有するクリスマスツリーにおいて、単数もしくは複数のＬＥＤの発光量が少なくとも徐
々に変化することことにより点滅効果を始め、経時に一色ばかりでなく多色を現出するこ
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１６

クリスマス
ツリー に用いられる 置を用いて衣服を装飾することができる
。

に用いられる
場合に適用できる

赤発光ＬＥＤ、青発光ＬＥ
Ｄ及び緑発光ＬＥＤを有し、これらのＬＥＤ光源を前後、左右、斜め、上下に移動、往復
移動乃至規則、不規則に回転して１色又は多色乃至カラー色に発色し、これらのＬＥＤ光
源と前記光ファイバー束の端部との距離Ｌが５～１００ｍｍであり、かつ前記ＬＥＤのラ
ンプ同士の照射角度は、該ランプの直径が２．５ｍｍ以上の場合には、１０～５０度で、
ランプ間の間隔は０～１５ｍｍとするか、又は前記ＬＥＤのランプ同士の照射角度は、該
ランプの直径が２．５ｍｍ以下の場合には、０～３５度で、ランプ間の間隔は０～１５ｍ
ｍであり、またＬＥＤランプの発光点から光ファイバーの入射面までの距離が、照射光の
交点以上である

１色又は多色乃至カラー色に発色して放射され、三原色に発光すること
はもちろん、一色乃至多色に発色し、非常に幻想的な装飾をすることができるばかりでな
く、



とができ、非常に幻想的な装飾品を作成することができる。
【００３１】
　本発明の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置において、複数のＬＥＤの発光量が、
それぞれ独立して変化させることにより三原色の発現ばかりでなく加色混合して多色を現
出することができ、非常に幻想的な装飾品を作成することができる。また本発明の請求項

に記載の光ファイバー装飾装置において、ＬＥＤの発光量をマイコンで制御することに
より、自動的にかつソフトウエアの種類におうじて種々の幻想的な装飾を行うことができ
る。更に本発明の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置において、手動により発光色又
は発光量の変化を切り替えることにより点滅や連続等の操作を簡単に行える。 本発明
の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置において、光ファイバー装飾装置とＬＥＤ用電
源とを一体化したユニットを用いたことにより、このユニットを所要の場所に取り付ける
だけで、装飾効果を得ることができ、簡単で取扱い易いというけんな効果を奏するもので
ある。また本発明の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置において、ＬＥＤ用電源とし
て太陽電池から得られた電源を用いることにより日中に蓄電池へ充電し夜間にその電気を
使用することができ、省資源である。本発明の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置に
おいて、光ファイバー装飾装置の少なくとも一部を防水したことにより野外に設置するこ
とができ、かつ装飾品の寿命を長くすることができる。また本発明の請求項

、前記第１項乃至第 項のいず
れかに記載の光ファイバー装飾装置を用いて装飾してなることにより、自由なかつ幻想的
な装飾が可能であるばかりでなく、実用面でも消費電力が小さく、ランプの発熱やアダプ
ターの発熱等により火災の発生する危険がなく、防水設計が簡単でかつ経済的であり、電
池等を用いることができ、携帯性に優れていると共に、光源の寿命が長くかつ輸送中の破
壊事故がないという格別優れた効果を奏するものである。
【００３２】
　本発明の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーにおいて
、前記第 項に記載のクリスマスツリーが、被装飾部と支持部とからなり、該支持部に
電源及びコントローラを収納し、かつ被装飾部の所要箇所にＬＥＤを配置し、前記コント
ローラに接続されたリード線から電力を供給して、該ＬＥＤ光源を発光させることにより
、特に大きなクリスマスツリーを作製する場合、光ファイバーの先端まで十分なＬＥＤ光
が届かない場合に、リード線を用いて光ファイバー装飾装置を所望の位置に設置できるの
で、光量不足となる恐れがないという優れた効果を奏するものである。本発明の請求項

に記載のクリスマスツリーにおいて、ＩＣ基板とＬＥＤ光源とからなるＬＥＤ光源装置
を装飾品のいずれかの場所に配置し、かつ該場所においてＬＥＤ光源装置に光ファイバー
の入光面を配置したことを特徴とする前記第１項乃至第 項のいずれかに記載のクリス
マスツリーとすることにより、従来の台座よりはるかに小さくすることができ又は台座を
なくすことができ、コストの削減、防滴、省エネルギーかつ安全性に優れた装飾品とする
ことができる。またこの例の如くＬＥＤ光源装置は、装飾品の適宜の場所に配置すること
ができるので、巨大な装飾品を作製する際に、単にこのＬＥＤ光源装置３３の数を増やす
だけでよく、極めて簡単かつ安価にしかも容易に製作できるという優れた効果を奏するも
のである。
【００３３】
　更に本発明の請求項 に記載の光ファイバー装飾装置を有するクリスマスツリーにお
いて、前記 のクリスマスツリーが、前記第 項に記載の光ファイバー装飾
装置のユニットを接続部を介して複数個接続することにより光ファイバーを枝先及び梢付
近へ配置したことにより、ユニットがＬＥＤ光源を含むので、リード線を用いて光ファイ
バー装飾装置を所望の位置に設置できるので、光量不足となる恐れがないばかりか設置場
所で、光ファイバー装飾装置の種類を変えることもできる。本発明の請求項 に記載の
クリスマスツリーにおいて、前記第 項に記載のクリスマスツリーが、前記第 項に記
載の光ファイバー装飾装置のユニットを２個以上組み合わせて接続し、クリスマスツリー
形状に形成したことにより、クリスマスツリー全体を明るくすることができると共に大き
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なクリスマスツリーを組立により簡単に製造することができ、経済性に優れたクリスマス
ツリーを得ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の光ファイバー装飾装置を示す断面図である。
【図２】本発明の光ファイバー装飾装置の別の例を示す断面図である。
【図３】本発明の光ファイバー装飾装置の混色配合を示す斜視図である。
【図４】本発明の光ファイバー装飾装置の更に別の例を示す断面図である。
【図５】本発明の光ファイバー装飾装置と付属品との一体化を示す断面図である。
【図６】本発明の光ファイバー装飾装置と太陽電池との接続を示す断面図である。
【図７】本発明の光ファイバー装飾装置の防止構造を示す断面図である。
【図８】本発明の光ファイバー装飾装置の適用例を示す断面図である。
【図９】本発明の光ファイバー装飾装置の別の適用例を示す断面図である。
【図１０】本発明の光ファイバー装飾装置の形態を示す断面図である。
【図１１】本発明の光ファイバー装飾装置の更に別の適用例を示す断面図である。
【図１２】本発明の光ファイバー装飾装置のユニットを用いた適用例を示す断面図である
。
【図１３】本発明の光ファイバー装飾装置で装飾した衣服を示す部分正面図である。
【図１４】本発明のＬＥＤ光源装置を示す部分断面図である。
【図１５】本発明のクリスマスツリーとＬＥＤ光源装置を示す断面図である。図１５のａ
は、クリスマスツリーに配置したＬＥＤ光源装置を示す断面図である。図１５のｂ及び図
１５のｃは、ＬＥＤ光源装置を示す断面図である。
【図１６】本発明のＬＥＤ光源装置を配置したクリスマスツリーを示す断面図である。
【図１７】本発明のクリスマスツリーに用いる際、複数のＬＥＤ光源装置の配置の仕方を
示す平面図である。
【図１８】本発明のＬＥＤ光源装置を配置したクリスマスツリーのスタンドを示す断面図
である。
【図１９】本発明のＬＥＤ光源装置を配置した別のクリスマスツリーを示す断面図である
。
【符号の説明】
１　光ファイバー
２　ＬＥＤ又はＬＥＤ光源
３　容器又はケース
４　接着部又は接着剤
５　円筒又は環状体
６　コントローラ
７　電源（電池等）
８　発光制御装置
９　蓄電池
１０　太陽電池
１１　防水コネクター
１２　コード
１３　防止ケース
１４　造木又木
１４ａ　空洞又は空隙
１５、２６　枝
１６　葉
１７　支持部又は座台
１８、１８ａ、１８ｂ、１８ｃ、１８ｄ、１８ｅ、１８ｆ、１８ｇ　光ファイバー束
１９　朝顔状花形状
２０　リード線
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２１　コンセント
２２　筒又は円筒
２３　環状体
２４　円筒
２５　ハウス又は家
２７　えり
２８　ＩＣ基板
２９　固定具
３０　レンズ
３１　透明基板
３２　ＬＥＤ光の照射状態
３３，３３ａ，３３ｂ，３３ｃ，３３ｗ　ＬＥＤ光源装置
３４　支持棒
３４ａ　金具
３５　支持部
３６ａ，３６ｂ，３６ｃ　円筒
３７　枝（中空）
３８ａ，３８ｂ，３８ｃ　側管を有する円筒
θ　　ＬＥＤ光の照射角度
Ｉ，ＩＩ，ＩＩＩ，ＩＶ，Ｖ，ＶＩ，ＶＩＩ，ＶＩＶ光ファイバー装飾装置（例えば、ク
リスマスツリーを含む）
ＶＩａ，ＶＩｂ，ＶＩｃ，ＶＩＩａ，ＶＩＩｂ，ＶＩＩｃクリスマスツリーのブロック
ＶＩＩＩ　ＬＥＤ光源装置の配置の一例
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】

(16) JP 3927130 B2 2007.6.6



【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】 【 図 １ ４ 】

(18) JP 3927130 B2 2007.6.6



【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】 【 図 １ ８ 】
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【 図 １ ９ 】
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