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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ハウジング１と、
　前記ハウジング１内に設けられるＬＥＤ１０と、
　前記ハウジング１の上面に形成される放熱ピン２０と、
　前記ハウジング１０の内面に設けられる照明方向調節器３０と、
　前記照明方向調節器３０の上部側に取り付けられ、その内部に設けられたレンズ４９の
位置を調節することが可能なレンズ移動手段が備えられたレンズケース４０と、
を備え、
　前記照明方向調節器３０は、球状の回転体３２と、
　前記球状の回転体３２が嵌め込まれる溝３５が形成された収容体３４と、
　前記回転体３２の上部には蓋板３６と、
　前記レンズケース４０は、上部レンズケース４４と下部レンズケース４２を備え、
　前記上部レンズケース４４は、前記下部レンズケース４２に挿入された構造を有し、
　前記下部レンズケース４２の下端には半径方向内側に突出した、照明方向調節器３０に
ボルトで結合されるフランジ４６が形成され、
　前記上部レンズケース４４の下端には楕円形の中空部５０を形成するとともに半径方向
の内側に突出される突出部により形成される中空部５０が形成され、中空部５０の周縁に
は楕円形レンズ４９Ａが挿入されて据え置かれる窪んだ溝５１が前記突出部に形成され、
　前記突出部の底面には楕円形レンズ４９Ａの周縁を係合させるレンズ固定板５２が装着
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され、
　前記下部レンズケース４２および上部レンズケース４４の下端には、ＬＥＤ１０から発
生する熱が円滑に排出されるように多数の放熱孔４４Ａが形成されていることを特徴とす
るＬＥＤを用いた照明灯。
【請求項２】
　前記レンズ移動手段は、下部レンズケース４２の内面に円周方向に沿って形成されたネ
ジ歯６１と、上部レンズケース４４の外面に円周方向に沿って形成されたネジ歯６２とか
らなることを特徴とする請求項１に記載されたＬＥＤを用いた照明灯。
【請求項３】
　前記レンズ移動手段は、下部レンズケース４２に長手方向に形成された長孔６３と、前
記上部レンズケース４４に形成されたボルト孔、及びこれらの孔に螺合されたボルトから
なることを特徴とする請求項１に記載されたＬＥＤを用いた照明灯。
【請求項４】
　前記レンズ移動手段は、上部レンズケース４４内部に長手方向に一定間隔離隔された多
数の支持突起６６からなることを特徴とする請求項１に記載されたＬＥＤを用いた照明灯
。
【請求項５】
　前記レンズケース４０のいずれか一つの側面には反射板７０が設けられることを特徴と
する請求項１に記載されたＬＥＤを用いた照明灯。
【請求項６】
　前記レンズケース４０の両側面には一対の反射板７０が設けられ、互いに対向するよう
に設けられることを特徴とする請求項１に記載されたＬＥＤを用いた照明灯。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はＬＥＤを用いた照明灯に関するものであって、さらに詳しくは、照明方向及び
照明範囲を自由に調節することが可能なＬＥＤを用いた照明灯に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　街路灯や公園灯などは自動車や歩行者が夜間に識別できるようにするために、道路や公
園の散歩路周辺に一定間隔に設けられ、タワーポールは主に広場に設けられる。
【０００３】
　街路灯や公園灯、又はタワーポールなどのような照明灯は、図１に示したように、ナト
リウム灯や白熱灯から発光される光を用いて、夜間に歩行者の歩行を案内している。
【０００４】
　最近では、ＬＥＤを光源として使用する照明灯が段々と増加している。
【０００５】
　しかし、従来の照明灯は、その照明方向及び照明範囲を調節することが困難なため、歩
行者が歩行する人道や公園だけでなく、その周囲の植物にも続けて光を照射することにな
り、照明灯周辺の植物の開花時期及び生態系などに大きな影響を与えているのが現状であ
る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明は、ＬＥＤから発光される光の照明方向及び照明範囲を簡便かつ効率的に調節す
ることが可能なＬＥＤを用いた照明灯を提供することを目的とするものである。
【０００７】
　また、人道や歩道など、所望するところにのみ照明が当たるようにし、人道や歩道周囲
の植物などに及ぼす影響を最小にしたＬＥＤを用いた照明灯を提供することに他の目的が
ある。
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　本発明の目的は、光源としてＬＥＤを使用し、ＬＥＤから発光される光の方向を調節す
る照明方向調節器を備えることによって照明方向を自由に調節することができ、ＬＥＤの
光を拡散するレンズの上部にレンズ移動手段を設けることによって、照明範囲を自由に調
節することができるように構成されたことによって達成される。
【０００９】
　本発明の他の目的は、レンズ周囲に反射板を設けることによって、望まないところには
光が照射されないようにしたことによって達成される。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明は、光源としてＬＥＤを使用し、このＬＥＤによって発光された光を、その外形
が球状である回転体と、球状の回転体が嵌め込まれる溝が形成された収容体とからなる照
明方向調節器を備えることによって、照明灯の照明方向調節を自在に行うことができる。
【００１１】
　そして、楕円形状のレンズを用いてＬＥＤから出る光の照光範囲を限定することによっ
て、望まないところに光が当たることを遮断し、これにより、人道や歩道など、所望の場
所にのみ光を当てることができ、周囲の植物などに及ぼす影響を最小にすることができる
。
【００１２】
　これに加え、本発明は、ハウジング内側に傾斜面が形成され、これらの傾斜面に発光装
置を取り付けて、これらの発光装置から照射された光を互いに交差させて一辺の長さが長
い長方向で照射されるようにすることによって、人道や歩道などに沿って光を照光するこ
とができる。
【図面の簡単な説明】
【００１３】
【図１】図１は、従来の街路灯を示した斜視図である。
【図２】図２は、本発明によるＬＥＤを用いた照明灯の断面図である。
【図３】図３は、本発明の実施例１によるＬＥＤを用いた照明灯の照明方向調節器、及び
レンズ移動手段が組み立てられた状態を示した斜視図である。
【図４】図４は、図３の分解斜視図である。
【図５】図５は、本発明の実施例１によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズケースを示した
断面図である。
【図６】図６は、本発明の実施例１によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズ移動手段に対す
る実施例を示した断面図である。
【図７】図７は、本発明の実施例１によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズ移動手段に対す
る実施例を示した断面図である。
【図８】図８は、本発明の実施例１によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズ移動手段に対す
る実施例を示した断面図である。
【図９】図９は、本発明の実施例１による反射板の取り付け状態を示した平面図である。
【図１０】図１０は、本発明の実施例２によるＬＥＤを用いた照明灯の照明方向調節器、
及びレンズ移動手段の分解斜視図である。
【図１１】図１１は、本発明の実施例２によるレンズケースを示した斜視図である。
【図１２】図１２は、図１１の分解斜視図である。
【図１３】図１３は、本発明の実施例２によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズケースを示
した断面図である。
【図１４】図１４は、本発明の実施例２によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズ移動手段に
対する実施例を示した断面図である。
【図１５】図１５は、本発明の実施例２によるＬＥＤを用いた照明灯のレンズ移動手段に
対する実施例を示した断面図である。
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【発明を実施するための形態】
【００１４】
　本発明は、ＬＥＤの発する光の照明方向及び照明範囲を簡便かつ効率的に調節すること
が可能なＬＥＤを用いた照明灯を提供するものである。
【００１５】
　そのために、本発明は、図２に示したように、ハウジング１と、ハウジング１内に設け
られるＬＥＤ１０と、ハウジング１の上面に形成される放熱ピン２０と、ハウジング１０
内面に設けられる照明方向調節器３０と、照明方向調節器３０の上部側に取り付けられ、
その内部に設けられたレンズ４９の位置を調節することが可能なレンズ移動手段が備えら
れたレンズケース４０とから構成される。また、照明方向調節器３０は、球状の回転体３
２と、球状の回転体３２が嵌め込まれる溝３５が形成された収容体３４と、回転体３２の
上部に設けられる蓋板３６を含んで構成される。
【００１６】
　ハウジング１はＬＥＤ１０が設けられる照明かさであって、このハウジング１の内部に
ＬＥＤ１０が設けられ、その上面には放熱ピン２０が備えられる。
【００１７】
　このようなハウジング１内にＬＥＤ１０を装着するために、ハウジング１の内面に照明
方向調節器３０を取り付けるための一対のブラケット２４が照明方向調節器３０の幅だけ
離隔して形成される。
【００１８】
　放熱ピン２０はハウジング１に対して垂直方向に形成される場合、放熱ピンの間に雨水
が溜まるか、異物などが積もることがあるため、これを防止するために放熱ピン２０は水
平方向に形成することが好ましい。
【００１９】
　一方、照明方向調節器３０は、装着されるＬＥＤ１０の照明方向と照明範囲を調節する
ことができるようにレンズケース４０と結合して構成されるが、以下ではこのような照明
方向調節器３０及びレンズケース４０の構成に対し、実施例を通じて説明する。
【実施例１】
【００２０】
　照明方向調節器３０は、図４に示したようにその外形が球状である回転体３２と、この
ような球状の回転体３２が嵌め込まれる溝が形成された収容体３４とからなっている。
【００２１】
　収容体３４は、球状の回転体３２を収容するためにその内部に球状の溝３５が形成され
ている。そして、収容体３４の上部端と下部端の周縁には上部突出部３８および下部突出
部３７が形成されているが、このうち、下部突出部３７はハウジング１内のブラケット２
４とボルトで結合され、上部突出部３８は蓋板３６とボルトで結合される。
【００２２】
　蓋板３６は、収容体３４の溝３５に挿入された回転体３２が収容体３４から脱落されや
すいため、これを防止するために備えられたものであって、その内部には回転体の球の外
部形状と対応する形状の孔が形成されており、これによって回転体３２が自在に回転する
ことができる。そして、蓋板３６の突出された縁部には、蓋板３６を収容体３４にボルト
で結合するためのボルト孔が形成され、照明方向が決定されたら、このボルトを締めるこ
とによって照明方向を一定の方向に固定することができる。
【００２３】
　回転体３２は、図２及び図３に示したようにその側面は球状であるが、上部面は平面で
あり、その下部面は開放されている。
【００２４】
　また、回転体３２の上部面３３の周縁にはレンズケース４０を結合するためのボルト孔
が形成されており、上部面３３の半径方向の内側には電線を通過させることのできる大き
さの電源線引き入れ孔３９が貫通形成される。
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【００２５】
　回転体３２の上面３３にはＬＥＤ１０が取り付けられ、このＬＥＤ１０の上部にはレン
ズ４９が結合されたレンズケース４０が回転体３２の上面３３に固定設置される。
【００２６】
　この回転体３２の上面３３に設けられるレンズケース４０は、図５に示したように下部
レンズケース４２と上部レンズケース４４とからなり、下部レンズケース４２内に上部レ
ンズケース４４が挿入される構造となっている。
【００２７】
　下部レンズケース４２は上下部が開放された円筒形であって、その下端には半径方向の
外側に突出したフランジ４６が形成され、このフランジ４６にはボルト孔が形成されてお
り、このボルト孔を介してレンズケース４０が回転体３２の上面３３に設けられる。
【００２８】
　下部レンズケース４２に嵌められる上部レンズケース４４も上下部が開放された円筒形
であって、その下端には半径方向の内側に突出したフランジ４８が形成されており、この
フランジ４８に、図５に示したようにレンズ４９が嵌め込まれる。
【００２９】
　本発明のレンズケース４０には様々な方法でレンズ４９の位置を変更することができる
ようにレンズ移動手段が備えられているが、これによってＬＥＤ１０から発光される光の
照明範囲を調節することができる。
【００３０】
　レンズ移動手段の第一の例として、図６に示したように、下部レンズケース４２に対し
て、長手方向に相互に対向するように２つの長孔６３を形成し、上部レンズケースにも２
つの対向するボルト孔を開けて、長孔６３に設けられるボルトの位置を調整することによ
って、レンズ４９を前進または後進することができるようにして、照明範囲を調節するこ
とができる。
【００３１】
　第二の例として、図７に示したように、下部レンズケース４２の内面には円周方向に沿
ってネジ歯６１が形成されており、上部レンズケース４４の外面にも円周方向に沿ってネ
ジ歯６２が形成されることによって、上部レンズケース４４を下部レンズケース４２に噛
ませて回転させると、上部レンズケース４４が前進または後進するようになり、これによ
ってレンズ４９が移動し、ＬＥＤ１０によって発光された光の照明範囲が調節される。
【００３２】
　第三の例として、図８に示したように上下部レンズケース４４,４２の側面に各々２つ
のボルト孔を開けて、この孔を介して上下部レンズケース４４,４２をボルトで結合し、
上部レンズケース４４の内部に長手方向に一定間隔離隔された多数の支持突起６６を形成
し、これらの支持突起６６にレンズ４９を嵌めこむ方式でレンズの前進または後進位置を
変更しようとする際、レンズ４９を支持突起６６から抜き取って他の支持突起６６に嵌め
るだけで良い。
【００３３】
　このとき、支持突起６６の材質には、レンズの位置変更を自由にすることができるよう
に柔軟性のある材質を使用する。
【００３４】
　このような本発明は、図９に示したようにＬＥＤ１０から発光された光を所望するとこ
ろにのみ照射することができるように、レンズケース４０の側面に一文字型の反射板７０
がさらに設けられる。
【００３５】
　この反射板７０はレンズケース４０の側面に付着されるが、反射板７０が付着される側
面は照明灯に設けられる光源の数、又は設置条件によって変わることがある。
【００３６】
　すなわち、レンズケース４０の両側面に反射板７０を設ける場合にはレンズケース４０
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の外部の両側に互いに対向するように設けるが、下部レンズケース４２のフランジ４６に
ボルトで結合される。
【実施例２】
【００３７】
　照明方向調節器３０は、図１０に示したように、前述した実施例１の構成と同様に実施
されるが、レンズケース４０は図１１と図１２に示したように下部レンズケース４２と上
部レンズケース４４とからなり、下部レンズケース４２内に上部レンズケース４４が挿入
される。
【００３８】
　ここで、下部レンズケース４２は上下部が開放された円筒形であって、その下端には半
径方向内側に突出されたフランジ４６が形成され、このフランジ４６にはボルト孔が形成
されており、このボルト孔を介してレンズケース４０が回転体３２の上面３３に設けられ
る。
【００３９】
　上部レンズケース４４は上下部が開放された円筒形であって、その下端には楕円形レン
ズ４９Ａを収容することができるように、半径方向の内側に突出された突出部が楕円形の
中空部５０を形成し、これによって楕円形レンズ５９Ａがレンズケース４４に固定される
。
【００４０】
　ここで、楕円形レンズ４９Ａが中空部５０に装着されて上部レンズケース４４に確実に
固定されるように、中空部５０の周縁には楕円形レンズ４９Ａの縁部の形状に合わせて窪
んだ溝５１が突出部に形成され、楕円形レンズ４９Ａを設置する際には、楕円形レンズ４
９Ａが中空部５０を形成する突出部の溝５１に係止されるように上部レンズケース４４の
底面から楕円形レンズ４９Ａを挿入して据え置き、その底面に楕円形レンズ４９Ａの周縁
を係合させるレンズ固定板５２を装着してネジで固定する。これによって、楕円形レンズ
４９Ａは強固に固定される。
【００４１】
　そして、上部レンズケース４２、下部レンズケース４４の下端には、ＬＥＤ１０から発
生する熱が円滑に排出されるように多数個の放熱孔４４Ａを貫通形成する。
【００４２】
　実施例２では、ＬＥＤ１０から発光された光を所望するところにのみ照射することがで
きるようにする反射板７０を設置することなく、所望するところにのみ照明することがで
きるように、楕円形レンズ４９Ａを使用する。
【００４３】
　これにより、ＬＥＤ１０から発光された光が円形に拡散されず、楕円の長軸方向に沿っ
て長方向に照射されることにより、道路辺や人道の外部に光が照射されることを防止でき
る。
【００４４】
　また、レンズの照明範囲を調節することができるようにレンズ移動手段が備えられるが
、これは図１３～図１５に示したように、実施例１と同様の方法で、長孔６３、ネジ歯６
１、６２、支持突起６６を用いたそれぞれの方法のうち、いずれか一つの方法で実施され
る。
【００４５】
　一方、上部レンズケース４４の上部内側面には色ガラス板または色アクリル板６７が取
り付けられる段４５が備えられており、この部分に色ガラス板または色アクリル板６７を
取り付けることによって、ＬＥＤ１０から発光される光を取り付けるガラス板の色の光が
照射されるようにし、周囲環境に適した光が照射されるように実施することができる。
【００４６】
　例えば、霧が頻繁に発生する地域では、黄色系のガラス板を設けて遠くまで照明される
ようにすることができるが、これは黄色のＬＥＤを直接使用する場合と比較して白色ＬＥ
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Ｄがより照射量が多いため、より効率的である。
【産業上の利用可能性】
【００４７】
　本発明は、道路や人道、または広場などのような一定の場所に設けられる各種照明装置
に使用することができる。
【符号の説明】
【００４８】
　１　ハウジング
　２　ＬＥＤ
　２０　放熱ピン
　３０　照明方向調節器
　３２　回転体
　３３　上部面
　３４　収容体
　３５　溝
　３６　蓋板
　３７　上部突出部
　３８　下部突出部
　４０　レンズケース
　４２　下部レンズケース
　４４　上部レンズケース
　４４Ａ　放熱孔
　４５　段
　４６，４８　フランジ
　４９　レンズ
　４９Ａ　楕円形レンズ
　５０　中空部
　５１　溝
　５２　レンズ固定板
　６１，６２　ネジ歯
　６３　長孔
　６６　支持突起
　６７　色アクリル板
　７０　反射板
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