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(57)【要約】
【課題】光源からの光が直接的に歩行者の視線に入るこ
とを回避しながら、視線誘導や路面の照射を適切に行う
ことができ、さらに照射光から高い審美性を感じ取るこ
とが可能な照明装置及び街路灯を提供する。
【解決手段】上下に延在するとともに鉛直軸線の周方向
にわたって配された透光パネル３０と、該透光パネル３
０によって仕切られた内部空間Ｓの上側を閉塞する笠部
４０と、該笠部４０の内側に配されて、斜め下方に指向
する照明光を透光パネル３０を介して内部空間Ｓの外方
に出射するＬＥＤ光源５０とを設け、透光パネル３０の
下部領域を照明光が透過する透明部３２とし、その上部
領域を照明光が拡散透過するフロスト部３１とする。
【選択図】図６
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　上方から照明対象面を照明する照明装置であって
　上下に延在する透光パネルと、
　該透光パネルによって仕切られた内部空間の上側を閉塞する笠部と、
　該笠部の内側に配されて、斜め下方に指向する照明光を前記透光パネルを介して前記内
部空間の外方に出射する光源とを備え、
　前記透光パネルは、その下部領域が前記照明光を透過させる透明部とされ、その上部領
域が前記照明光を拡散透過させるフロスト部とされていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記透光パネルにおける前記透明部と前記フロスト部との間の中間領域が、前記透明部
から前記フロスト部に次第に遷移するグラデーション部とされていることを特徴とする請
求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記内部空間がその下側において該内部空間の外方と連通していることを特徴とする請
求項１又は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記笠部の一部に開口部が形成され、
　前記笠部の内側に、斜め上方に指向する照明光を前記開口部を介して前記笠部の外方に
出射する第二の光源が設けられたことを特徴とする請求項１から３のいずれか一項に記載
の照明装置。
【請求項５】
　前記光源が、ＬＥＤ光源あるいはＨＩＤ光源のいずれかから構成されていることを特徴
とする請求項１から４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　請求項１から５のいずれか一項に記載の照明装置と、
　上下方向に延在し、その上部にて前記照明装置を支持する支柱とを備えることを特徴と
する街路灯。

【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、例えばＬＥＤ光源やＨＩＤ光源等の指向性の強い光源を用いた照明装置、及
び、この照明装置を備えた街路灯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来より、道路や公園等の屋外における広範囲の照明としては、白熱灯、蛍光灯や水銀
灯等の照明装置を備えた街路灯が使用されてきた。しかしながら、これら照明装置は消費
電力が大きくしかも寿命が短いために、電球交換等の維持費が高くついてしまっていた。
そこで、近年では、街路灯用の光源として消費電力が小さく寿命の長いＬＥＤ（発光ダイ
オード）光源を使用する試みがなされている（例えば特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－２５８００７号公報
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　ところで、上記ＬＥＤ光源を用いた街路灯においては、当該ＬＥＤ光源から出射される
照明光の指向性が強いため、ある特定方向の光強度のみが大きくなる。したがって、ＬＥ
Ｄ光源を外部から直接的に視認できる構成の街路灯の場合、この光強度の大きなＬＥＤ光
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源からの照明光が直接的に歩行者の目に入ってしまい、まぶしさを感じてしまうことがあ
った。
【０００５】
　また、街路灯により歩行者の視線誘導を行うためには、該街路灯の上部周囲に発光領域
が広がっていることが好ましいが、ＬＥＤ光源を用いた街路灯の場合、照明光が局所的に
出射されることになるため、上記発光領域を形成することができず歩行者の視線誘導を円
滑に行うことができないという問題があった。
【０００６】
　この点、例えばＬＥＤ光源全体をフロストガラス等の拡散透過性のある部材で覆うこと
で対処することが考えられるが、路面の照度が低下してしまうため好ましくない。
　また、街路灯としては対象物を単に照射するのみならず、その照射光から審美性を感じ
取れることが好ましい。
【０００７】
　本考案はこのような課題に鑑みてなされたものであって、光源からの光が直接的に歩行
者の目に入ることを回避しながら、視線誘導や路面の照射を適切に行うことができ、さら
に照射光から高い審美性を感じ取ることが可能な照明装置及び街路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】
【０００８】
　上記課題を解決するため、本考案は以下の手段を提供している。
　即ち、本考案に係る照明装置は、上方から対象面に照明対象面を照明する照明装置であ
って上下に延在する透光パネルと、該透光パネルによって仕切られた内部空間の上側を閉
塞する笠部と、該笠部の内側に配されて、斜め下方に指向する照明光を前記透光パネルを
介して前記内部空間の外方に出射する光源とを備え、前記透光パネルは、その下部領域が
前記照明光を透過させる透明部とされ、その上部領域が前記照明光を拡散透過させるフロ
スト部とされていることを特徴とする。
【０００９】
　このような特徴の照明装置によれば、光源から斜め下方に照射される指向性の強い光の
うち、水平方向に近い光、即ち、照明対象面に位置する者の目に直接的に入射され得る光
は、透光パネルにおける上部領域のフロスト部によって拡散させられながら外方に出射さ
れる。したがって、その目には光強度が和らげられた照明光が入射することになり、照明
対象面に位置する者がまぶしさを感じることを回避することができる。
【００１０】
　また、透光パネルの上部領域のフロスト部によって光が拡散することにより、当該上部
領域の周囲に柔らか味のある広がりを有する発光領域を形成することができる、これによ
り、街路灯として利用した場合には歩行者に対する視線誘導の機能を十分に発揮すること
ができる。
【００１１】
　さらに、光源から斜め下方に放射される指向性の強い光のうち、鉛直下方向に近い光、
即ち、照明対象面の照射に寄与するのは、透光パネルの透明部を通過することになるため
、当該透光パネルによる光の拡散や吸収を極力抑えることができ、照明対象面を高い照度
でもって照射することが可能となる。
【００１２】
　そして、上述したように透光パネルの上部領域からは柔らか味のある光が広がるように
出射され、透光パネルの下部からは光強度の強いはっきりとした光が出射されることにな
る。このように互いに性質の異なる光が隣接することにより、これら光が織り成す美しい
コントラストの照射光を得ることができる。
【００１３】
　また、本考案に係る照明装置においては、前記透光パネルにおける前記透明部と前記フ
ロスト部との間の中間領域が、前記透明部から前記フロスト部に次第に遷移するグラデー
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ション部とされていることが好ましい。
【００１４】
　このように、透明部とフロスト部との間の中間領域がグラデーション状をなしているこ
とにより、透光パネルの上部領域から広がるように出射される柔らか味のある照射光と下
部領域から出射されるはっきりとした照射光との境界が曖昧となる。これによって、これ
ら二つの光を違和感なく自然に溶け込ませることができ、審美性をより高いものとするこ
とができる。
【００１５】
　また、本考案に係る照明装置においては、前記内部空間がその下側において該内部空間
の外方と連通していることが好ましい。
【００１６】
　これにより、光源から放射される光のうち内部空間の下方向に向かう光が外方に漏れ出
るように出射されるため、当該光を遮ることなく有効に活用することができる。また、内
部空間への空気の流通を促し、光源による温度上昇を抑えることができる。これによって
、光源の寿命を延ばすことができるとともに、局所的に熱がこもることもないため照明装
置自体の小型化を図ることが可能となる。さらに、照明装置内に埃や虫等が溜まることを
防止できる。
【００１７】
　また、本考案に係る照明装置においては、前記笠部の一部に開口部が形成され、前記笠
部の内側に、斜め上方に指向する照明光を前記開口部を介して前記笠部の外方に出射する
第二の光源が設けられていてもよい。
　これにより、例えば桜の開花時期等、斜め上方に向かってライトアップすることが求め
られる時期に合わせて、上方の対象物を照射することができる。
【００１８】
　さらに、本考案に係る照明装置においては、前記光源が、ＬＥＤ光源あるいはＨＩＤ光
源から構成されていることが好ましい。
　これにより、光源の省電力化及び長寿命化を図った指向性の強い照射光を実現すること
ができる。
【００１９】
　本考案に係る街路灯は、上記いずれかの照明装置と、上下方向に延在し、上部にて前記
照明装置を支持する支柱とを備えることを特徴とする。
　これによって、歩行者がまぶしさを感じることを回避しつつ路面を適切に照明すること
ができる。
【考案の効果】
【００２０】
　本考案に係る照明装置及び街路灯によれば、指向性の強い照射光を透明部とフロスト部
とを備えた透光パネルを介して照射することにより、光源からの光が直接的に歩行者の目
に入ることを回避しながら、視線誘導や路面の照射を適切に行うことができる。また、透
光部とフロスト部とをそれぞれ通過した性質の異なる照射光によって、高い審美性を感じ
取ることができる。
【図面の簡単な説明】
【００２１】
【図１】実施形態に係る照明装置を備えた街路灯の側面図である。
【図２】実施形態に係る照明装置の側面図である。
【図３】実施形態に係る照明装置の上面図である。
【図４】実施形態に係る照明装置の部分水平断面図である。
【図５】実施形態に係る照明装置における透光パネルの詳細を示す側面図である。
【図６】実施形態に係る照明装置の模式縦断面図である。
【図７】実施形態に係る街路灯の作用を説明する図である。
【図８】実施形態に係る街路灯の作用を説明する図である。
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【図９】実施形態に係る街路灯の作用を説明する図である。
【図１０】実施形態に係る照明装置を備えた街路灯の他の例を示す側面図である。
【図１１】実施形態に係る照明装置を備えた街路灯の他の例を示す側面図である。
【考案を実施するための形態】
【００２２】
　以下、本考案の実施形態に係る照明装置を備えた街路灯について、図面を参照して詳細
に説明する。
　図１に示すように、街路灯１は、鉛直軸線Ｏに沿って地面から上方に延びる支柱２と該
支柱２の上端に設けられた照明装置１０とから構成されており、照明対象面としての路面
を照明する。
　支柱２は、上方に向かうに従ってその外周面が緩やかに縮径するテーパ状をなしており
、その上端には照明装置１０を固定保持するための支持部３が設けられている。また、こ
の支柱２の内部には照明装置１０に対して電力を供給するためのケーブル（図示省略）が
配されている。
【００２３】
　図２及び図３に示すように、照明装置１０は、フレーム２０と、複数（本実施形態では
６つ）の透光パネル３０と、笠部４０と、複数（本実施形態では４つ）のＬＥＤ光源５０
とを備えて構成されている。この照明装置１０は、鉛直軸線Ｏを中心として形成された六
角柱形状の上端及び下端に、同じく鉛直軸線Ｏを中心として形成された２つの六角錐形状
を組み合わせたような外形略十八面体状をなしている。
【００２４】
　フレーム２０は、外形略十八面体状の照明装置１０における下部の六角錐形状及び六角
柱形状の稜線を形成する枠状の部材であって、６本の下部フレーム材２１と、六角形フレ
ーム材２２と、６本の上部フレーム材２３とから構成されている。
【００２５】
　下部フレーム材２１は、６本のバー状の部材であって、その下端が支柱２における支持
部３の上面に固定され、斜め上方に向かって互いに離間するように、即ち、放射状に延び
るように配置されている。また、これら下部フレーム材２１の上端の高さは全て同一とさ
れており、さらに、隣り合う下部フレーム材２１，２１同士がなす角度は全て一定とされ
ている。
【００２６】
　六角形フレーム材２２は、略六角形状をなす枠状の部材であって、６つの角部における
下面にそれぞれ上記６つの下部フレーム材２１の上端が固定されている。これによって六
角形フレーム材２２は水平面と平行に配置されている。
【００２７】
　上部フレーム材２３は、六角形フレーム材２２の６つの角部における上面から鉛直上方
向に延びるように６本が配置されたバー状の部材であって、これら上部フレーム材２３の
高さは全て同一とされている。また、六角形フレーム材２２の角部に配置されていること
から、隣り合うする上部フレーム材２３，２３同士の間隔は全て一定とされている。
【００２８】
　なお、この上部フレーム材２３は、図４に示すように、その水平断面視にてわかるよう
に、照明装置１０の内側に配置された内側フレーム材２３ａと外側に配置された外側フレ
ーム材２３ｂとから構成されている。これら内側フレーム材２３ａ及び外側フレーム材２
３ｂはそれぞれ六角形フレーム材２２の角部に合わせて屈曲しており、水平断面視にて互
いに平行に配置されている。
【００２９】
　透光パネル３０は、ポリカーボネート等の合成樹脂やガラス等の透明矩形板を材料とし
て形成された光透過性のパネルであって、上記フレーム２０における隣り合う上部フレー
ム材２３，２３同士の間にそれぞれ配置され、計６つが設けられている。これによって、
上下方向に延在する透光パネル３０が鉛直軸線Ｏの周方向にわたって複数配置され、これ
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ら透光パネル３０によって仕切られた内部空間Ｓが形成されている。また、この内部空間
Ｓの下方は、上記フレーム２０における複数の下部フレーム材２１が間隔をあけて配置さ
れた構成のため、該内部空間Ｓの外方と連通状態とされている。
【００３０】
　なお、図４に示すように、透光パネル３０の略矩形板状の長辺側の端部は、上部フレー
ム材２３の内側フレーム材２３ａと外側フレーム材２３ｂとの間に挟持されるようにして
支持されている。これによって、透光パネル３０がフレーム２０に対して強固に固定され
ている。
【００３１】
　ここで、透光パネル３０は、図５に示すように、上下方向に延びる矩形状の板面におけ
る上部領域（例えば透光パネル３０の上部３分の１の領域）がフロスト部３１とされ、下
部領域（例えば透光パネル３０の下部３分の１の領域）が透明部３２とされ、さらにこれ
らフロスト部３１と透明部３２との間の中間領域（例えば透光パネル３０の上下方向中間
部３分の１の領域）がグラデーション部３３とされている。
【００３２】
　フロスト部３１は、透光パネル３０の材料となる透明矩形板の上部領域表面に乳白色膜
を付することにより、あるいは、砂面処理を施すことにより形成したフロストガラス状の
部分であって、当該フロスト部３１を通過する光を拡散させながら透過させる性質を有し
ている。
【００３３】
　上記フロスト部３１が透光パネル３０に処理を施すことにより形成した部分であるのに
対して、透明部３２は、透明矩形板に処理を施すことなく透明状態を維持した部分である
。この透明部３２を通過する光は、透光パネル３０による光の拡散・吸収が極力抑えられ
、光強度を維持した光として外方に出射される。
【００３４】
　グラデーション部３３は、フロスト部３１から透明部３２に次第に遷移するように形成
された部分であって、フロスト部３１側から透明部３２側に向かうにしたがってフロスト
部３１に施した処理の度合いを徐々に弱めながら施していくことで形成されている。
【００３５】
　笠部４０は、図２及び図３に示すように、外形略十八面体状の照明装置１０における上
部の六角錐形状を形成する部分であって、内部空間Ｓを上側から閉塞するように設けられ
ている。この笠部４０は六角錐形状の斜面をなす６つの三角形板４１から構成された笠型
形状をなし、これら６つの三角形板４１のうちの一つには、その外形に沿った三角形状を
なす開口部４１ａが形成されている。
　なお、この笠部４０の頂部には、装飾部材４２が取り付けられている。
【００３６】
　ＬＥＤ光源５０（光源）としては、例えば白色や黄色等の指向性の強い光を出射する発
光ダイオードが採用されている。本実施形態においては、図３に示すように、４つのＬＥ
Ｄ光源５０がそれぞれ笠部４０の内側に配置されている。
【００３７】
　これら４つのＬＥＤ光源５０のうち３つのＬＥＤ光源５０ａは、笠部４０における開口
部４１ａを有する三角形板４１を除いた５つの三角形板４１のうち、一つ置きに配置され
た３つの三角形板４１の内側にそれぞれ固定されている。これらＬＥＤ光源５０ａは、図
６に示すように、斜め下方に向かって照射方向が設定されており、より詳細には、各ＬＥ
Ｄ光源５０ａが固定された三角形板４１に対して鉛直軸線Ｏを挟んで対向する透光パネル
３０に向かって照射方向が設定されている。これによって、ＬＥＤ光源５０ａが最も近い
透光パネル３０に光を照射する場合に比べて、透光パネル３０の法線方向に対して浅い角
度でもって照射光が入射することになる。
【００３８】
　また、４つのＬＥＤ光源５０のうち上記斜め下方に向かって光を出射する３つのＬＥＤ
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光源５０ａを除いた一つのＬＥＤ光源５０ｂは、笠部４０における開口部４１ａを有する
三角形板４１の内側に固定されており、図６に示すように、該開口部４１ａを介して斜め
上方に向かって光が照射されるように照射方向が設定されている。
【００３９】
　なお、これらＬＥＤ光源５０への電力供給は、支柱２内に配されるとともに下部フレー
ム材２１に沿って配され、さらに、図４に示すように上部フレーム材２３における内側フ
レーム材２３ａと外側フレーム材２３ｂとの間に配置されたケーブル５１を介して行われ
る。
【００４０】
　次に、本実施形態の照明装置１０を備えた街路灯１の作用について説明する。
　図６に示すように、ＬＥＤ光源５０ａから出射された斜め下方向に向かっての指向性の
強い照射光は、内部空間Ｓを通過して透光パネル３０の上下全領域に入射する。
【００４１】
　この際、このＬＥＤ光源５０から斜め下方に照射される光のうち、水平方向に近い光、
即ち、歩行者の目に直接的に入射され得る光は、透光パネル３０における上部領域のフロ
スト部３１によって拡散させられながら内部空間Ｓの外方に向かって拡散光Ｌ１として出
射される。
【００４２】
　一方、ＬＥＤ光源５０から斜め下方に出射される光のうち、鉛直下方向に近い光、即ち
、路面の照射に寄与する光は、透光パネル３０の下部領域の透明部３２を通過することに
なるため、透光パネル３０による光の拡散や吸収が極力抑えられ、光強度の強い直進光Ｌ
２として出射される。
【００４３】
　したがって、図７に示すように、歩行者の目には光強度が和らげられたこの拡散光Ｌ１
が入射することになるため、歩行者がまぶしさを感じることを回避することができる。ま
た、歩行者の足元付近の路面は直進光Ｌ２でもって照射することができ、当該路面の照度
を高く確保して歩行者の足元の安全性を担保することができる。
【００４４】
　また、透光パネル３０の上部領域のフロスト部３１によって光が拡散することにより、
図８に示すように、当該上部領域の周囲に柔らか味のある広がりを有する発光領域Ｔが形
成される。これにより、歩行者が遠方からでも街路灯１における照明装置１０の位置を把
握することができるため、このような街路灯１を歩行路に沿って複数配置することで当該
歩行者に対する視線誘導の機能を発揮することが可能となる。
【００４５】
　そして、上述したように透光パネル３０の上部領域からは柔らか味のある拡散光Ｌ１が
広がるように出射され、透光パネル３０の下部領域からは光強度の強いはっきりとした直
進光Ｌ２が出射されることになる。このため互いに性質の異なる光が隣接することになり
、これら光が織り成す美しいコントラストの照射光を得ることができる。
【００４６】
　さらに、本実施形態においては、透光パネル３０におけるフロスト部３１と透明部３２
との間にグラデーション部３３が形成されているため、当該グラデーション部３３を通過
する照明光は、拡散光Ｌ１から徐々に直進光Ｌ２に移り変わるような遷移光Ｌ３として内
部空間Ｓ外方に出射される。これによって、拡散光Ｌ１と直進光Ｌ２の境界が曖昧となり
、これら二つの光を違和感なく自然に溶け込ませることができ、より一層審美性を高いも
のとすることができる。
【００４７】
　さらに複数の透光パネル３０によって仕切られた内部空間Ｓの下方が外方と連通状態と
されているため、ＬＥＤ光源５０から放射される光のうち内部空間Ｓの下方向に向かう光
が漏れ出るように外方に出射される。これにより、当該光を遮ることなく路面を照射する
光として有効に活用することが可能となる。また、内部空間Ｓへの空気の流通を促し、Ｌ
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ＥＤ光源５０による温度上昇を抑えることができる。よって、ＬＥＤ光源５０の寿命をさ
らに延ばすことができるとともに、局所的に熱がこもることもないため照明装置１０自体
の小型化を図ることが可能となる。さらに、照明装置１０内に埃や虫等が溜まることを防
止できる。
【００４８】
　また、ＬＥＤ光源５０ｂから開口部４１ａを介して斜め上方に向かって上方光Ｌ４を照
射することができるため、図９に示すように、例えば桜の開花時期に照射対象となる桜に
対してライトアップを図ることが可能となる。なお、ライトアップが必要でない場合には
ＬＥＤ光源５０ｂのみを消灯することで省電力を図ることができる。
【００４９】
　以上、本考案の実施形態について説明したが、本考案はこれに限定されることなく、そ
の考案の技術的思想を逸脱しない範囲で適宜変更可能である。
　例えば実施形態においては、支柱２の上部に一の照明装置１０を配置した街路灯１につ
いて説明したが、これに限定されることはなく、例えば図１０に示すように、支柱２の上
部に水平方向に延びる支持棒４を設け、この支持棒４の両端上部に配置された支持部３，
３を介してこれら支持棒４上にそれぞれ照明装置１０，１０が配置された構成であっても
よい。
【００５０】
　また、街路灯１としては、例えば図１１に示すように、支柱２の上部に水平方向に延び
る支持棒４を設け、この支持棒４の両端下部に配置された支持部３，３を介して該支持棒
４の下に吊り下げられるようにして、照明装置１０，１０が配置された構成であってもよ
い。
【００５１】
　さらに、実施形態においては、複数の透光パネル３０が鉛直軸線Ｏの周方向に配置され
た構成とされ、この透光パネル３０により仕切られた空間を内部空間Ｓとしたが、例えば
、円筒状をなす透光部材を透光パネル３０とするとともに当該円筒状の内側を内部空間Ｓ
として照明装置１０を構成してもよい。また、透光パネル３０を鉛直軸線Ｏ回りの周方向
全周ではなく、例えば周方向９０°、１８０°等の一部分のみに配置し、これら透光パネ
ル３０の内側の空間を内部空間Ｓとして照明装置１０を構成してもよい。
【００５２】
　さらに、実施形態においては、ＬＥＤ光源５０を計４つ用いた例について説明したが、
３つ以下のＬＥＤ光源５０を配置した構成であってもよいし、５つ以上のＬＥＤ光源５０
を配置した構成であってもよい。
【００５３】
　また、実施形態においては、指向性のある光源としてＬＥＤ光源５０を用いた例を説明
したが、これに限定されることはなく、例えばＨＩＤ（Ｈｉｇｈ Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ Ｄ
ｉｓｃｈａｒｇｅ Ｌａｍｐｓ）光源を用いてもよい。この場合であっても、ＬＥＤ光源
５０と同様に指向性のある照射光を出射することができるとともに、光源の省電力及び長
寿命化を図ることができる。
【符号の説明】
【００５４】
１　　街路灯
２　　支柱
１０　照明装置
２０　フレーム
３０　透光パネル
３１　フロスト部
３２　透明部
３３　グラデーション部
４０　笠部
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４１ａ　　　 開口部
５０　ＬＥＤ光源
５０ａ　　　 ＬＥＤ光源
５０ｂ　　　 ＬＥＤ光源
Ｏ　　鉛直軸線
Ｓ　　内部空間
Ｌ１　拡散光
Ｌ２　直進光
Ｌ３　遷移光
Ｌ４　上方光

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】 【図７】
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【図１０】 【図１１】
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