
JP 2009-76333 A 2009.4.9

10

(57)【要約】
【課題】発光量が大きく、気密構造が簡易で発光部の視
認性が高い発光ブイ用の灯具を提供する。視認性が高い
発光ブイを提供する。
【解決手段】ベース１１の上に、下部支持部材１５と、
それより小径の上部支持部材１６とを立設し、下部支持
部材１５を取り囲むように複数枚の太陽電池１７を放射
状に設けた薄板ドーナッツ状の太陽電池パネル１４をベ
ース１１上に配置し、上部支持部材１６の外周面に多数
の発光ダイオード１８を配置し、下部支持部材１５の内
部に太陽電池１７によって得られた電力を蓄電する蓄電
池１９と制御部２０とを配置し、全体をケース１２、１
３で気密に覆うことにより構成した発光ブイの灯具１０
。その灯具１０を備えた発光ブイ。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ブイの上端に設けられる灯具であって、
ベースと、
そのベースから立ち上がる筒状の支持部材と、
その支持部材の下方に支持部材を囲むように配列される複数枚の太陽電池と、
その太陽電池によって得られる電力を蓄電する蓄電手段と、
前記支持部材の外周面に環状に取り付けられる複数個の発光ダイオードと、
太陽光を検出する光センサと、
その光センサが太陽光を検出しているとき、太陽電池が発生した電力を蓄電手段に蓄電さ
せ、前記光センサが太陽光を検出しないとき、蓄電手段により発光ダイオードを発光させ
る制御部と、
前記ベースに、前記発光ダイオード、蓄電手段および制御部を覆うように気密に取り付け
られる透明な筒状のカバーとを備えている発光ブイ用の灯具。
【請求項２】
　前記ベースが支持部材の下端より外向きに水平に拡がる環状の支持面を有し、前記太陽
電池がその支持面上に取り付けられている請求項１記載の発光ブイ用の灯具。
【請求項３】
　前記太陽電池が薄板のドーナッツ状の形態を有し、その外周部の複数箇所が取り付けブ
ロックによってベースに押さえつけられている請求項２記載の発光ブイ用の灯具。
【請求項４】
　前記支持部材の下方に、筒状の第２支持部材が連続しており、前記太陽電池がその第２
支持部材の外周面に取り付けられると共に、前記カバーが第１支持部材と第２支持部材を
気密に覆っている請求項１記載の発光ブイ用の灯具。
【請求項５】
請求項１～４のいずれかに記載の灯具と、その灯具を上端で支持する支柱と、その支柱の
下部に取り付けられるフロートとからなる発光ブイ。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は発光ブイ用の灯具および発光ブイに関する。
【背景技術】
【０００２】
【特許文献１】実開平３－５３３９９号公報
【特許文献２】特許第２７４００９４５号公報
【特許文献３】実開昭６４－３９１９５号公報
【０００３】
　特許文献１には、灯具を支持する支柱を、円筒状の支持体と、その周囲に隙間をあけて
設けた円筒状の透明筒とからなる二重筒によって構成し、支持体と透明筒の間の隙間に太
陽電池を六角柱状に配置し、支持体の内部に蓄電池を収容した浮標灯が開示されている。
灯具としては、透明な灯器に収容したハロゲンランプ、白熱電球、発光ダイオード（ＬＥ
Ｄ）などが例示されている。
【０００４】
　特許文献２には、円筒状の鏡面体と、その外周に上下２段で放射状に配列された多数の
発光ダイオードと、それらを囲む円筒状の透明ケースと、鏡面体の上端に水平方向に配置
された太陽電池とを備えた浮標灯が開示されている。この浮標灯は、上記の発光部を柱体
の上端に配置し、柱体の下部に設けた浮体で海面上に浮かせて使用する。
【０００５】
　特許文献３には、上端に太陽電池と発光ダイオードを略水平に設け、下端に蓄電池を収
容し、発光ダイオードを点滅させる茸型の点滅発光ブイが開示されている。
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【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　特許文献１の浮標灯は、灯具を支持する支柱に太陽電池や蓄電池を組み込む構成として
いるので、上端の灯具は小さくすることができ、全体的に安定する。また、灯具が上端に
あるので視認性が高い。しかし太陽電池を収容するスペースは小さくなり、しかも水面に
近い位置に来るので、発電量が少なくなる。それにより灯具の発光量が少なくなる。
【０００７】
　特許文献２の浮標灯は、太陽電池と発光ダイオードを１個の透明ケースに収容している
ので、気密構造が取りやすく、さらに太陽電池を上端に水平に配置しているので、発電量
が多い。しかし発光ダイオードの上方を太陽電池が覆っているので、高い位置から見ると
きに発光ダイオードが視認しにくい。
【０００８】
　特許文献３の発光点滅ブイでは、特許文献１や特許文献２の浮標灯の上記問題は解消さ
れている。しかし発光部や太陽電池が水面のすぐ近くに配置されるので、海水に濡れて見
にくくなり、また、発光部に漂流物がぶつかる危険性がある。
【０００９】
　本発明は上記従来の浮標灯などの問題を解消し、発光部の視認性が高く、発電量を大き
くすることができ、気密構造を比較的簡易に構成することができる発光ブイ用の灯具を提
供することを技術課題としている。さらに本発明は、上記の利点を備え、さらに灯具が海
面ないし水面から高く、灯具の光が視認しやすく、灯具が漂流物にぶつかりにくい発光ブ
イを提供することを技術課題としている。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本発明の発光ブイ用の灯具（請求項１）は、発光ブイの上端に設けられる灯具であって
、ベースと、そのベースから立ち上がる筒状の支持部材と、その支持部材の下方に支持部
材を囲むように配列される複数枚の太陽電池と、その太陽電池によって得られる電力を蓄
電する蓄電手段と、前記支持部材の外周面に環状に取り付けられる複数個の発光ダイオー
ドと、太陽光を検出する光センサと、その光センサが太陽光を検出しているとき、太陽電
池が発生した電力を蓄電手段に蓄電させ、前記光センサが太陽光を検出しないとき、蓄電
手段により発光ダイオードを発光させる制御部と、前記ベースに、前記発光ダイオードお
よび光センサを覆うように気密に取り付けられる透明な筒状のカバーとを備えていること
を特徴としている。
【００１１】
　このような発光ブイ用の灯具においては、前記ベースが支持部材の下端より外向きに水
平に拡がる環状の支持面を有し、前記太陽電池がその支持面上に取り付けられているもの
が好ましい（請求項２）。その場合、前記太陽電池が薄板のドーナッツ状の形態を有し、
その外周部の複数箇所が取り付けブロックによってベースに押さえつけられているものが
好ましい（請求項３）。また、前記支持部材の下方に、筒状の第２支持部材が連続してお
り、前記太陽電池がその第２支持部材の外周面に取り付けられると共に、前記カバーが第
１支持部材と第２支持部材を気密に覆っているものであってもよい（請求項４）。
【００１２】
　本発明の発光ブイ（請求項５）は、前記いずれかの灯具と、その灯具を上端で支持する
支柱と、その支柱の下部に取り付けられるフロートとからなることを特徴としている。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明の発光ブイ用の灯具（請求項１）は、ベースと、そのベースに取り付けられる透
明な筒状のカバーとで気密が保持される気密容器を形成し、その内部に発光ダイオードや
制御部を収容している。したがって気密構造が簡易であり、部品点数も少なく、製造が容
易である。また、太陽電池は支柱ではなく、支持部材の下方に支持部材を囲むように配置
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するので、面積を広くすることができ、発電量が多くなる。そしてそれにより発光量も強
くすることができる。さらに太陽電池は発光ダイオードを支持する支持部の下方に設けて
いるので、発光ダイオードが発生する光は太陽電池によって邪魔されず、視認性が高い。
【００１４】
　このような灯具において、前記ベースが支持部材の下端より外向きに水平に拡がる環状
の支持面を有し、前記太陽電池がその支持面上に取り付けられている場合（請求項２）は
、もっとも光量が強い時間帯における太陽光を受けやすいので、太陽電池による発光量が
多い。しかも太陽電池は発光ダイオードの視認性を妨げない。
【００１５】
　前記太陽電池が薄板のドーナッツ状の形態を有し、その外周部の複数箇所が取り付けブ
ロックによってベースに押さえつけられている場合（請求項３）は、太陽電池の面積を大
きくすることができ、しかも取り付け作業が容易である。
【００１６】
　前記支持部材の下方に、筒状の第２支持部材が連続しており、前記太陽電池がその第２
支持部材の外周面に取り付けられると共に、前記カバーが第１支持部材と第２支持部材を
気密に覆っている場合（請求項４）は、太陽電池の面積を維持しながら設置スペースを小
さくすることができる。
【００１７】
　本発明の発光ブイ（請求項５）は、前述のいずれかの灯具を支柱の上端に設けているの
で、電気系統を備えた灯具を水面から飛散する水滴から保護することができる。さらに灯
具が水面よりかなり高いため、視認性が高い。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　つぎに図面を参照しながら本発明の灯具および発光ブイの実施の形態を説明する。図１
は本発明の灯具の一実施形態を示す一部断面側面図、図２は図１のII-II線断面図、図３
ａおよび図３ｂはそれぞれ図１のＡ部およびＢ部の拡大図、図４は図１の灯具の制御部の
実施形態を示す電気回路図、図５は図１の灯具の制御部の他の実施形態を示す電気回路図
、図６は本発明の灯具の他の実施形態を示す一部断面側面図、図７は図６のVII-VII線断
面図、図８は図６のVIII-VIII線断面図、図９は本発明の灯具のさらに他の実施形態を示
す一部断面側面図、図１０は本発明の発光ブイの一実施形態を示す側面図、図１１は本発
明の発光ブイの使用状態を示す平面図である。
【００１９】
　図１に示す灯具１０は、ベース１１とそのベースに気密に固定される有底筒状の透明な
ケース１２とからなる密閉容器と、その密閉容器内に収容される内部構造とを備えている
。ベース１１は、ケース１２の２～３倍程度の径を有する円板状を呈し（図２参照）、中
央にケース１２を支持するための筒状の支持突起１３を一体に設けている。ベース１１は
、金属、とくにアルミニウムによって製造される。このベース１１の上面には、中央に支
持突起１３を通す穴を備えた薄板のドーナッツ状の太陽電池パネル１４が取り付けられて
いる（図２参照）。
【００２０】
　ケース１２の内部には、ベース１１に固定される筒状の支持部材１５、１６が配置され
ている。その支持部材は、大径の下部支持部材１５と小径の上部支持部材１６からなり、
下部支持部材１５の上端に上部支持部材１６がネジなどで固定されている。ただし両者を
一体に成形することもできる。太陽電池パネル１４は、複数枚の太陽電池１７を放射状に
配列し、一体成形したものである。上部支持部材１６の周囲には、多数の発光ダイオード
１８が取り付けられ、下部支持部材１５の内部には、蓄電池１９および制御部２０が収容
されている。
【００２１】
　ベース１１の支持突起１３の内面には雌ネジ１３ａが形成され、ケース１２の下端外周
に形成された雄ネジと螺合している。ベース１１の下面には支柱２１を固定するための筒
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部２２が突出している。その筒部２２の内周には雌ネジ２２ａが形成されており、支柱２
１の外周の雄ネジと螺合している。支持突起１３の上端とケース１２との間には、Ｏリン
グなどのシール材２３が介在され、気密にされている。ケース１２の下端近辺の外面側に
は、シール材２３が当接する段部２４が形成されている。ベース１１は通常はアルミニウ
ムなどの金属などで形成するが、合成樹脂製であってもよい。合成樹脂の場合は、支柱２
１の上端に設けたフランジなどにネジ止めする。筒部２２の外周に雄ネジを形成して、支
柱２１の内周にねじ込むようにしてもよい。
【００２２】
　ケース１２は上端が閉じた有底円筒状であり、アクリル樹脂、ポリカーボネートなどの
合成樹脂、あるいはガラス、あるいは合成樹脂シートとガラスとからなる透明な円筒状の
部材である。ケース１２の天面は半球状にしているが、平坦にしてもよい。また、ケース
１２を角筒状にすることもできる。ケース１２を透明にすることにより、発光ダイオード
１８を外部から視認できる。ケース１２を円筒とし、その上端に透明な蓋体を設けること
もできる。蓋体も透明にするのが好ましいが、アルミニウムなどの金属などであってもよ
い。
【００２３】
　ベース１１の上面には、下部支持部材１６の下面がベース１１の下方からネジ２６など
で固定されている。この実施形態では、下部支持部材１５は有底筒状を呈しており、図２
に示すように、円筒状である。上部支持部材１６は下部支持部材１５より小径の筒形であ
り、下端に下部支持部材１５の上端と嵌合する連結部（フランジ）２７を備えている。上
部支持部材１６はフランジ２７を除いて略円筒状である。角筒型としてもよい。フランジ
２７はネジなどで下部支持部材１５の上端に固定する。このように上部支持部材１６の径
を下部支持部材１５の径ないし差し渡しより小さくすることにより、ケース１２をベース
１１に着脱するとき、発光ダイオード１８にぶつけにくい。
【００２４】
　支持部材１５、１６は、それぞれポリ塩化ビニル、ポリエチレンなどの合成樹脂から一
体成形することができる。ただし２部品以上に分けて製造し、接着するなどで組み付ける
ようにしてもよい。また金属製であってもよい。支持部材１５、１６の全体の高さは、上
端がケース１２の内面との間に隙間があく程度にするのが好ましい。ただし上端あるいは
外周に設けた突起をケース１２に接触させてもよい。
【００２５】
　太陽電池パネル１４は前述のように薄板状で、ドーナッツ状を呈している。この実施形
態では、太陽電池パネル１４は矩形状の太陽電池１７を複数枚、たとえば１０～２０枚を
基板の上に放射状に配列し、配線１７ａにより直列あるいは並列に連結したものを用いて
いる。１枚の太陽電池１７は複数枚のセルを組み合わせたモジュールとすることもできる
。下部支持部材１５の周囲にさらに太陽電池を設けてもよく、それにより発電量を増加す
ることができる。上記の実施形態では、図２に示すように、太陽電池パネル１４は１枚の
ドーナッツ状としているが、２枚あるいは３枚以上の半円状あるいは扇状の太陽電池パネ
ルを組み合わすようにしてもよい。それらの太陽電池パネル１４から電力を取り出すリー
ド線は、下部支持部材１５を貫通して内部の制御部２０に接続している。
【００２６】
　太陽電池パネル１４は、図３に示す取り付けブロック２７によってベース１１に固定さ
れる。取り付けブロック２７は、下部が矩形状に切り欠かれた直方体状を呈しており、切
り欠き部の下面には、太陽電池パネル１４を保護するため、ゴムなどの緩衝材２８が設け
られている。取り付けブロック２７には上下方向に雌ネジ２９が形成されている。そして
ベース１１の下側から挿入したネジ３０によって固定されている。なお、雌ネジ２９の上
部には、鳥がとまらないように上向きに突出させた鳥よけ棒３１の下端がねじ込まれてい
る。鳥よけ棒３１は、ベース１１に直接取り付けてもよい。図示していないが、ケース１
２に接近させて鳥よけ棒３１を設けると、ケース１２に鳥がとまるのを防ぐことができる
。
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【００２７】
　前記発光ダイオード１８は、図３ａに示すように、矩形状の基板３２の上に複数個、た
とえば上下左右の隅に各１個と、中央に１個の全部で５個を配列している。基板３２は、
図２に示すようにたとえば８枚であり、それにより発光ダイオード１８は円周上に４０個
配列できる。基板３２を上下に２段以上配列してもよい。また、１枚の基板に１～２個程
度設け、横一列で上部支持部材１６の周囲に１２～２０個程度配列することもできる。後
述する小型灯具（図９参照）については、このような光量を落とした灯具を用いることも
できる。各発光ダイオード１８のリード線は基板３２に設けられたプリント配線によって
並列に接続され、上部支持部材１６を貫通して下部支持部材１５の内部の制御部２０に接
続している。
【００２８】
　前記下部支持部材１５の内部には、蓄電池１９が蓄電手段として収容されている。蓄電
池１９としては、ニッケル水素電池（Ｎｉ－ＨＭ電池）、ニッケルカドミウム電池、リチ
ウム電池などの充放電が可能な二次電池が用いられる。電気二重層コンデンサを用いるこ
ともできる。ただし多数の発光ダイオードを光らせる場合は、ニッケル水素電池のような
電気容量が高く充放電が可能な蓄電池を用いるのが好ましい。この蓄電池１９は日中に太
陽電池１７が発電する電力を蓄え、夜間に発光ダイオード１８を光らせるためのものであ
る。
【００２９】
　前記基板３２のうち、１個の基板には、フォトダイオード、フォトトランジスタなどの
光センサ（図４のフォトトランジスタ３９）が設けられている。この光センサは、周囲が
暗くなったときに太陽電池１７と蓄電池１９の接続を蓄電池１９と発光ダイオード１８の
接続に切り換えるものである。光センサの出力は、リレー（図４の符号Ｌ）を介して発光
ダイオード１８の点灯／消灯を切り換える。光センサは、上部支持部材１５の内部で上端
開口の近辺に設ける。それにより夜間に船舶の照明灯が直接光センサに当たらないので、
誤作動が生じにくい。ただし太陽電池１７の一部を透明にしてその内側に配置したり、太
陽電池１７の基板に孔を形成して、その孔を貫通するように配置してもよい。また、光セ
ンサに代えて、太陽電池１７の発電量を検出し、発電量が設定量より少なくなったときに
切り換える制御方法を採用することもできる。
【００３０】
　図４は上記の太陽電池１７、発光ダイオード１８、蓄電池１９および光センサとしての
フォトトランジスタ３９の制御するための制御部２０の電気回路を示している。このよう
な電気回路は基板状にプリント配線したものが用いられ、蓄電池１９と共に下部支持部材
１５の内部に収容する。それにより、制御部２０を太陽光から保護することができる。こ
の電気回路では、太陽電池１７を蓄電池１９に並列に接続している。
【００３１】
　また、太陽電池１７のプラス側の線３５は、蓄電池１９から太陽電池１７側への逆流を
防止するためにショットキーバリアダイオード３６を介して蓄電池１９のプラス側に接続
している。マイナス側の線３７はそのまま蓄電池１９のマイナス側に接続している。そし
てプラス側の線３５とマイナス側の線３７の間には、過充電を防止するためにツェナーダ
イオード３８を介在させている。なお、符号ＳＷは、海苔を養殖しない夏季などに、回路
全体をＯＦＦにするためのスイッチである。
【００３２】
　光センサとしてはフォトトランジスタ３９を使用している。フォトトランジスタ３９の
コレクタは、プラス側の線３５に接続され、エミッタは抵抗Ｒ1を介してマイナス側の線
３７に接続されている。そしてフォトトランジスタ３９の出力信号は、コンデンサＣ1と
抵抗Ｒ1を含む点滅回路を介して発光ダイオード１８の点滅を制御するトランジスタＴＲ
のベースに接続されている。
【００３３】
　そして点滅回路で定められる時定数により、トランジスタＴＲの出力は短時間ごとに、



(7) JP 2009-76333 A 2009.4.9

10

20

30

40

50

たとえば１～１０秒ごとにＯＮ／ＯＦＦを繰り返す。それにより発光ダイオード１８が点
滅する。なお、発光ダイオード１８が光っている時間は消えている時間よりも短くする。
それにより電力使用量が少なくすることができる。発光ダイオード１８は前記蓄電池１９
に対して並列に接続されている。すなわち、蓄電池１９は発光ダイオード１８の電源であ
り、かつ、発光ダイオード１８の点灯／消灯を切り換える信号と点滅を行わせる信号を出
すための制御回路の電源となる。
【００３４】
　図５は制御部２０の他の実施形態を示す電気回路図であり、パワートランジスタＰＴＲ
によって駆動するリレーＬを介して発光ダイオード１８のＯＮ／ＯＦＦを行わせている。
この電気回路では、太陽電池１７を第１太陽電池１７ａと第２太陽電池１７ｂに分けると
共に、蓄電池１９を第１蓄電池１９ａ、第２蓄電池１９ｂに分けて、それぞれ第１太陽電
池１７ａを第１蓄電池１９ａに並列に接続し、第２太陽電池１７ｂを第２蓄電池１９ｂと
並列に接続している。このように分けるのは、一方でリレーＬを介して発光ダイオード１
８を駆動し、他方でフォトトランジスタ３９を駆動しするためである。
【００３５】
　パワートランジスタＰＴＲの出力側は、常時開のリレーＬのコイルＬｃを作動させるよ
うに接続されている。そのリレーＬの接点ＬｓはコイルＬｃが通電されたときに閉じる。
それにより発光ダイオード１８のＯＮ／ＯＦＦを切り換えることができる。
【００３６】
　上記のように構成される灯具１０では、ベース１１とケース１２が気密ないし液密に結
合されているので、内部の電気部品が海水や潮風から保護される。そしてシールする個所
はケース１２とベース１１の連結部だけであるので、シールする個所が少ない。そのため
製造も容易でシール機能も高い。また、筒状の支持部材（上支持部材１６）に発光ダイオ
ード１８が一体に設けられ、支持部材（下支持部材１５）の内部に蓄電池１９や制御部２
０が収容されるので、太陽電池パネル１４以外の電気関係のものをひとまとめにすること
ができ、製造が容易である。
【００３７】
　図６の灯具４０は、ケース１２を上ケース１２ａと下ケース１２ｂの２段で構成すると
共に、下部支持部材１５の周囲に直接太陽電池１７を取り付けたものである。ケース１２
を２段にするのは、図９の小型灯具４１と部品を兼用するためであり、１段のケースにす
ることもできる。下支持部材１５は図７に示すように断面五角形の筒状であり、５枚の太
陽電池１７を取り付けている。また、上支持部材１５は図８に示すように円筒状であり、
８枚の基板３２を取り付けている。他の点は図１の灯具１０と実質的に同一であるので、
同一部分に同じ符号を付して説明を省略する。この灯具４０はベース１１の面積を小さく
することができ、灯具４０全体を小さくできる。
【００３８】
　図９に示す小型灯具４１は、図６の灯具４０における上側のケース１２ａをベース１１
に取り付けて密閉容器とし、その内部に図６と同様の下支持部材１５および上支持部材１
６を固定し、下支持部材１５の外周面に太陽電池１７を配置すると共に、上支持部材１６
に発光ダイオード１８を１段または２段程度で配列したものである。蓄電池、制御部、光
センサなどは図６の場合と同様である。このものは発光ダイオード１８の個数が少ないた
め、太陽電池１８や蓄電池の容量が少なくて済む。そしてケース１２ａなどを図６の灯具
１０と共用できる。発光ダイオード１８は円周方向に４～６個程度、上下に２段程度配置
する程度でよい。その場合、発光ダイオードが消費する電力が少なく、蓄電容量も少なく
てよい。また、そのため蓄電手段として、電気二重層コンデンサを使用することができる
。
【００３９】
　図１０は図１の灯具１０を用いた発光ブイ４２を示している。灯具として、図６の灯具
４０あるいは図９の小型灯具４１を用いてもよい。灯具１０は支柱１４の上端に固定され
、その支柱１４の下部の周囲にはフロート４３が取り付けられている。この実施形態では
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フロート４３は中心に支柱１４を貫通する孔４４を備えた環状体として構成されている。
ただし複数個のフロートを支柱１４の周囲に固定してもよい。環状のフロート４３あるい
はそれぞれのフロートは、たとえば発泡ウレタンなどの海水に対して耐久性を有する発泡
樹脂により構成するのが好ましい。
【００４０】
　支柱１４の下端には連結環４５が設けられ、その連結環４５にチェーンやワイヤ、ひも
などの連結索４６を介して重り４７が連結されている。この重り４７を海底に沈めること
により、灯具１０を流されないように海面４８の所定の位置に浮かべておくことができる
。連結索４６は海苔の養殖網などに連結してもよい。
【００４１】
　上記のように使用される発光ブイ４２は、日中は光センサ（図４の符号３９）が太陽光
を検出するので、発光ダイオード１８を光らせず、太陽電池１７が発電した電力は蓄電池
１９に蓄えられる。太陽電池１７は、上から照らす太陽光を直接受けて発電する。支持部
材１６に太陽電池１７を設けた発光ブイでは、海面４８から反射する光でも発電する。ま
た、太陽電池１７は支持部材１６を取り囲むように全周に配置されているので、太陽が傾
いた時間帯でも、太陽電池１７が直接太陽の光を受けて強く発電する。
【００４２】
　そして夜間になり、光センサ３４が太陽光をほとんど検知しなくなると、リレーＬの接
点がＯＮになり、蓄電池１９に蓄えられた電力によって発光ダイオード１８が光る。発光
ダイオード１８は全周に配置されているので、どの方向からでも視認することができる。
また、上下に多段に配置しているので、視認性がよく、陸地の明かりと区別しやすい。さ
らに上端に太陽電池などの遮るものがないので、近くの船から見下ろしても、視認性が高
い。
【００４３】
　上記のようにこの発光ブイ４２は、とくに点灯／消灯の操作をしなくても、自動的に点
灯／消灯を切り換えることができる。また、太陽電池１７が発電した電力を蓄電池１９に
蓄え、その電力で発光ダイオードを光らせるから、電池の交換が不要である。さらに発光
ダイオード１８は電球などに比して、耐久性がきわめて高く、とくに点滅させる場合に点
灯と点灯の間隔を数秒程度と長くすれば、一層耐久性が高くなる。したがってほとんどメ
ンテナンフリーである。たとえば海苔の養殖網の位置を知らせる発光ブイとして使用する
場合、海苔の養殖の季節の間は海面に浮かべておくだけでよく、養殖が終了した後、次の
養殖の時期が来るまでの間、陸に上げて必要なメンテナンスを施せばよい。使用しない期
間はスイッチ（図４のＳＷ）を切りにしておく。
【００４４】
　図１１は前記の発光ブイ４２を複数個用いた海苔の養殖網４９の位置表示装置５０の一
実施形態を示している。この位置表示装置５０は、海苔の養殖網４９の４隅に図１の灯具
１０を備えた大型の発光ブイ４２を配置し、それらの間に発光量が少ない図９の小型灯具
４１を備えた小型の発光ブイ５１を複数個配置して構成している。この場合、発光ブイ４
２、５１の連結索４６を養殖網４９に連結している。
【００４５】
　前記実施形態では上部支持部材１６の径を下部支持部材１５の径より小さくしているが
、同径にしてもよい。その場合は支持部材をパイプを切断するなどにより、容易に製造す
ることができる。また、上部支持部材１６と下部支持部材１５をそれぞれ円筒状ないし角
筒状にしているが、上側の径が細くなるようにそれぞれテーパ状あるいは角錐台状にする
こともできる。また連続する一体のテーパ面あるいは角錐台状とすることもできる。この
場合、下支持部材１５に太陽電池を設ける灯具では、太陽電池１７が斜め上向きになるの
で、発電量が多くなる。さらに発光ダイオード１８も斜め上向きになるので、視認性が高
くなる。また、支持部材の発光ダイオード１８を支持する範囲の表面を鏡面とすることも
できる。その場合は、発光ダイオード１８の光が無駄なく前方に放射される。
【００４６】
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　なお、支持部材１６の太陽電池１７を支持する部位をさらに上部と下部に分けて、上部
に斜め上を向く面を設け、下部に斜め下を向く面を設けてもよい。その場合は上部に斜め
上を向くように設けた太陽電池が太陽の光を直接受けやすくなり、下部の斜め下を向くよ
うに設けた太陽電池が海面からの反射光を受けやすくなる。
【００４７】
　また前述の実施形態では、発光ダイオード１８はそれぞれ基板３２の上に配列している
が、支持部材１６の表面に直接設けることもできる。ただし支持部材１６が金属製などの
通電性材料の場合は、絶縁層を設けた上で、発光ダイオード１８を配列する。太陽電池１
７についても同様である。アルミニウムなどの伝熱性が高い金属製の支持部材１６に絶縁
層を設けて発光ダイオード１８を配列する場合は、支持部材１６がベース１１および支柱
１４を介して海水によって冷却され、それにより発光ダイオード１８も冷却されるため、
発光ダイオード１８の発熱による劣化が抑制され、寿命が延びる利点がある。
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明の灯具の一実施形態を示す一部断面側面図である。
【図２】図１のII-II線断面図である。
【図３】図３ａおよび図３ｂはそれぞれ図１のＡ部およびＢ部の拡大図である。
【図４】図１の灯具の制御部の実施形態を示す電気回路図である。
【図５】図１の灯具の制御部の多の実施形態を示す電気回路図である。
【図６】本発明の灯具の他の実施形態を示す一部断面側面図である。
【図７】図６のVII-VII線断面図である。
【図８】図６のVIII-VIII線断面図である。
【図９】本発明の灯具のさらに他の実施形態を示す一部断面側面図である。
【図１０】本発明の発光ブイの一実施形態を示す側面図である。
【図１１】本発明の発光ブイの使用状態を示す平面図である。
【符号の説明】
【００４９】
１０　灯具
１１　ベース
１２　ケース
１２ａ　雌ネジ
１２ｂ　段部
１２ｃ　雄ネジ
１３　支持突起
１３ａ　雌ネジ
１４　太陽電池パネル
１５　下部支持部材
１６　上部支持部材
１７　太陽電池
１７ａ　第１太陽電池
１７ｂ　第２太陽電池
１８　発光ダイオード
１９　蓄電池
１９ａ　第１蓄電池
１９ｂ　第２蓄電池
２０　制御部
２１　支柱
２２　筒部
２２ａ　雌ネジ
２３　シール材
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２４　段部
２６　ネジ
２７　取り付けブロック
２８　緩衝材
２９　雌ネジ
３０　ネジ
３１　鳥よけ棒
３２　基板
３４　光センサ
３５　プラス側の線
３６　ショットキーバリアダイオード
３７　マイナス側の線
３８　ツェナーダイオード
３９　フォトトランジスタ
ＳＷ　スイッチ
Ｒ1  抵抗
ＴＲ　トランジスタ
Ｃ1  コンデンサ
Ｒ2  抵抗
ＰＴＲ　パワートランジスタ
Ｌ　リレー
４０　灯具
１２ａ　上ケース
１２ｂ　下ケース
４１　小型灯具
４２　発光ブイ
４３　フロート
４４　孔
４５　連結環
４６　連結索
４７　重り
４８　海面
４９　養殖網
５０　位置表示装置
５１　小型の発光ブイ
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