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(57)【要約】
【課題】光電界分布を切り替えることができるＬＥＤ照
明灯具を提供する。
【解決手段】ＬＥＤ照明灯具は、支持具と、前記支持具
に設置された複数のＬＥＤと、前記ＬＥＤをカバーする
照明器具と、を備え、前記複数のＬＥＤの光線は、前記
照明器具によって出射され、前記照明器具と前記支持具
は、着脱可能に連接され、前記照明器具には、前記ＬＥ
Ｄと対応する光学部が設けられ、前記光学部は、前記複
数のＬＥＤとそれぞれ対応する複数のレンズを備える。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　支持具と、前記支持具に設置された複数のＬＥＤと、前記ＬＥＤをカバーする照明器具
と、を備え、且つ前記複数のＬＥＤの光線が、前記照明器具によって出射されるＬＥＤ照
明灯具において、前記照明器具と前記支持具は、着脱可能に連接され、前記照明器具には
、前記ＬＥＤと対応する光学部が設けられ、前記光学部は、前記複数のＬＥＤとそれぞれ
対応する複数のレンズを備えることを特徴とするＬＥＤ照明灯具。
【請求項２】
　前記ＬＥＤ照明灯具は、複数のロック部材を備え、各々の前記ロック部材は、接続壁と
、前記接続壁の両端に形成された二つの弾性ロック壁と、を備え、前記照明器具と前記支
持具には、相対する凹溝がそれぞれ設けられ、複数の前記ロック部材の弾性ロック壁は、
前記凹溝にそれぞれ係止し、前記照明器具と前記支持具は、着脱可能に連接されることを
特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明灯具。
【請求項３】
　前記照明器具は、本体と、前記本体の周縁から下方に向かって垂直に延伸して形成され
た折縁と、を備え、前記光学部は、前記本体の中央部に位置し、前記支持具は、前記折縁
を収容するための係止溝が設けられていることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照明
灯具。
【請求項４】
　前記レンズは、長方形を形成するように、且つ前記複数のＬＥＤに対応して設置され、
前記レンズは、受光面と、前記受光面と相対する出光面と、を備え、前記複数のＬＥＤか
ら出射された光線は、前記受光面から前記レンズに入射して、屈折した後、前記出光面に
よって、当該ＬＥＤ照明灯具から出射されることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤ照
明灯具。
【請求項５】
　前記レンズの前記出光面は円弧状の凸面であり、前記受光面は平面であり、前記レンズ
は上から見ると、楕円形であり、前記支持板の長さ方向及び幅方向における側断面で見る
と、ほぼ半球体であることを特徴とする請求項４に記載のＬＥＤ照明灯具。
【請求項６】
　前記受光面の中央には、前記出光面に向かって凹部が形成され、前記受光面は、前記凹
部内に設けられた曲面と、前記曲面の周縁に位置するリング状の平面と、を備え、前記レ
ンズは、前記支持板の長さ方向及び幅方向における側断面で見て、ほぼアーチ形であるこ
とを特徴とする請求項４に記載のＬＥＤ照明灯具。
【請求項７】
　前記受光面は、平面と、該平面の一端から前記出光面に向かって延伸した斜面と、を備
え、前記出光面は、前記受光面の前記平面のもう一端に近い部分から、該平面に対して垂
直に延伸した垂直面と、前記垂直面の頂部と前記斜面が接続された一部に設けられた円弧
状の凸面と、を備え、前記レンズは、前記支持板の長さ方向及び幅方向における側断面で
見て、ほぼ水滴形状であることを特徴とする請求項４に記載のＬＥＤ照明灯具。
【請求項８】
　前記受光面は、平面と、該平面の一端から前記出光面に向かって形成された曲面と、を
備え、前記出光面は、前記受光面の前記平面のもう一端に近い部分から、前記平面に対し
て垂直に延伸した垂直面と、前記垂直面の頂部と前記曲面が接続された一部に設けられた
円弧状の凸面と、を備え、前記凸面の湾曲の程度は、前記出光面の湾曲の程度と同じであ
ることを特徴とする請求項４に記載のＬＥＤ照明灯具。
【請求項９】
　前記光学部は、複数の第一レンズと、前記複数の第一レンズと間隔を開けて設置された
複数の第二レンズと、を備えることを特徴とする請求項４に記載のＬＥＤ照明灯具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明灯具に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ＬＥＤ光源は、点状光源であるため、照明器具を製造する際、第一光学設計によって光
源を分散させる。ＬＥＤの配光曲線は、一般的に、ランバート分布を呈し、半値全幅は±
６０°～１２０°の範囲内である。ＬＥＤ器具を製造する際、照明器具の配光曲線を変化
させるために、第二光学（例えば、別のレンズなど光学部材）設計を介して、ランバート
反射を行う。つまり、異なる配光曲線を産出させるには、異なる光学レンズを設計しなけ
ればならない。従って、生産コストが高い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　以上の問題点に鑑みて、本発明は、光電界分布を切り替えることができるＬＥＤ照明灯
具を提供する。
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　前記目的を達成するために、本発明に係るＬＥＤ照明灯具は、支持具と、前記支持具に
設置された複数のＬＥＤと、前記ＬＥＤをカバーする照明器具と、を備え、前記複数のＬ
ＥＤの光線は、前記照明器具によって出射され、前記照明器具と前記支持具は、着脱可能
に連接され、前記照明器具には、前記ＬＥＤと対応する光学部が設けられ、前記光学部は
、前記複数のＬＥＤとそれぞれ対応する複数のレンズを備える。
【発明の効果】
【０００５】
　本発明に係るＬＥＤ照明灯具は、前記照明器具と、前記支持具が着脱可能に接続され、
また、前記照明器具には、異なる前記光学部がそれぞれ設けられている。従って、異なる
環境条件においても、前記照明器具を利用すれば、一つの前記照明器具から異なる光電界
分布を獲得することができるので、特別に、異なる光場の照明器具を設計する必要がなく
、前記照明器具だけを切り替えれば良いので、異なる環境に適用し、且つ照明装置の生産
コストを減らすことができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明に係る第一実施形態のＬＥＤ照明灯具の分解図である。
【図２】図１に示した第一実施形態のＬＥＤ照明灯具の組立図である。
【図３】図２に示した第一実施形態の照明器具の平面図である。
【図４】図３に示した第一実施形態の照明器具のＩＶ－ＩＶ線に沿った断面図である。
【図５】図３に示した第一実施形態の照明器具のＶ－Ｖ線に沿った断面図である。
【図６】図３に示した第一実施形態の照明器具の底面図である。
【図７】本発明に係る第二実施形態の照明器具の平面図である。
【図８】図７に示した第二実施形態の照明器具のＶＩＩＩ－ＶＩＩＩ線に沿った断面図で
ある。
【図９】図７に示した本発明に係る第二実施形態の照明器具のＩＸ－ＩＸ線に沿った断面
図である。
【図１０】図７に示した本発明に係る第二実施形態の照明器具の底面図である。
【図１１】本発明に係る第三実施形態の照明器具の平面図である。
【図１２】図１１に示した本発明に係る第三実施形態の照明器具のＸＩＩ－ＸＩＩ線に沿
った断面図である。
【図１３】図１１に示した本発明に係る第三実施形態の照明器具のＸＩＩＩ－ＸＩＩＩ線
に沿った断面図である。
【図１４】図１１に示した本発明に係る第三実施形態の照明器具の底面図である。
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【図１５】本発明に係る第四実施形態の照明器具の平面図である。
【図１６】図１５示した第四実施形態の照明器具のＸＶＩ－ＸＶＩ線に沿った断面図であ
る。
【図１７】図１５に示した第四実施形態の照明器具のＸＶＩＩ－ＸＶＩＩ線に沿った断面
図である。
【図１８】図１６に示した第四実施形態の照明器具の底面図である。
【図１９】本発明に係る第五実施例の照明器具の平面図である。
【図２０】図１９に示した第五実施形態の照明器具のＸＸ－ＸＸ線に沿った断面図である
。
【図２１】図１９に示した第五実施形態の照明器具のＸＸＩ－ＸＸＩ線に沿った断面図で
ある。
【図２２】図１９に示した第五実施形態の照明器具の底面図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
　以下、図面に基づいて、本発明に係るＬＥＤ照明灯具について詳細に説明する。
【０００８】
　図１及び図２を参照すると、本発明に係るＬＥＤ照明灯具１０は、支持具１１と、複数
のＬＥＤ１２と、照明器具１３と、を備える。支持具１１は、矩形状であり、ＬＥＤ１２
を支持する。支持具１１は、支持板１１１と、支持板１１１の周縁から垂直に延伸した側
板１１２と、支持板１１１の周縁に隣接し、且つ該周縁から垂直に延伸した折辺１１３と
、を備える。側板１１２と折辺１１３とは、互いに平行であり、且つ間隔を開けて設置さ
れ、共にリング状の係止溝１１４を形成する。支持板１１１は、互いに相対する第一表面
１１１１と、第二表面１１１２と、を備え、該第二表面１１１２には、下方に向かって垂
直に延伸した複数の放熱構造１１５が設けられている。また、第二表面１１１２の相対す
る両側には、複数の凹溝（図示せず）が設けられている。
【０００９】
　複数のＬＥＤ１２は、長方形を形成するように設置され、支持板１１１の第一表面１１
１１に貼設される。複数のＬＥＤ１２から発生された熱量は、支持板１１１の第二表面１
１１２に形成された放熱機構１１５によって放熱される。照明器具１３は、支持具１１の
ＬＥＤ１２が設置されている側に設置され、且つその形状は矩形状であり、支持具１１の
形状と大きさとに対応する。また、図３及び図４を併せて参照すると、照明器具１３は、
本体１３１と、本体１３１の中央部に位置する光学部１３２と、本体１３１の周縁から下
方に向かって垂直に延伸して形成された折縁１３３と、を備える。本体１３１の相対する
両側には、支持板１１１の前記凹溝と対応する凹溝１３４が設けられている。照明器具１
３は、ＬＥＤ１２をカバーする。この際、照明器具１３と支持具１１は、複数のロック部
材１４によって、着脱可能に接続される。また、照明器具１３は、ＬＥＤ照明灯具１０に
埃等が入り込むのを防止する。
【００１０】
　各々のロック部材１４は、接続壁１４１と、接続壁１４１の両端に形成された二つの弾
性ロック壁１４２と、を備える。弾性ロック壁１４２は、Ｖ形状である。接続壁１４１の
長さは、支持板１１１の幅と照明器具１３の幅との和と同じである。ロック部材１４の一
端の弾性ロック壁１４２と、支持具１１の前記凹溝とが対応し、もう一端の弾性ロック壁
１４２と照明器具１３の凹溝１３４とが対応する。
【００１１】
　図５及び図６を併せて参照すると、光学部１３２は、複数のレンズ１３５を備える。複
数のレンズ１３５は、ＬＥＤ照明灯具１０のＬＥＤ１２が生成する光線の拡散を制御する
。レンズ１３５は、長方形を形成するように、且つ各々のＬＥＤ１２に対応して設置され
る。本体１３１は、換気孔１３６を備え、該換気孔１３６は、光学部１３２の相対する両
端に、且つ本体１３１を貫通して形成されて、排気及び放熱を行う。
【００１２】
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　照明器具１３は、一体成型の方法によって形成される。本発明の実施形態において、照
明器具１３は、プラスチック射出成形法によって一体成型され、超高速で充填した後、シ
アシニングによって、ゾル粘度を低減させて、ゾルの流動性を増加させ、射出圧力を低減
させることによって、薄い成型品（つまり照明器具１３）を作る。また、照明器具１３は
、熱硬化性成形を採用することもできる。この場合、加熱すると同時に、圧力を加えて、
レンズ１３５を作る。
【００１３】
　各々のレンズ１３５は、受光面１３５１と、該受光面１３５１と相対する出光面１３５
２と、を備える。受光面１３５１は平面であり、レンズ１３５は上から見ると、楕円形で
ある。レンズ１３５は、ＬＥＤ１２と対応して設置され、ＬＥＤ１２から出射された光線
は、受光面１３５１からレンズ１３５に入射して、屈折した後、出光面１３５２を通して
、ＬＥＤ照明灯具１０から出射されて、必要とされる光場を形成する。レンズ１３５の出
光面１３５２は、円弧状の凸面であり、前記受光面１３５１は平面である。受光面１３５
１と、折縁１３３の底端は、同じ平面上に位置し、出光面１３５２の高さは、折縁１３３
の頂部より低く、レンズ１３５の高さは折縁１３３の高さの半分である。また、レンズ１
３５は、支持板１１１の長さ方向及び幅方向における側断面で見て、ほぼ半球状である。
【００１４】
　ＬＥＤ照明灯具１０を組み立てる際、先ず、照明器具１３を支持具１１上に設置して、
照明器具１３の折縁１３３が支持具１１上の係止溝１１４に収容されるようにする。次い
で、ロック部材１４を、支持具１１と照明器具１３とにおける相対する両側に係止させ、
ロック部材１４の一端の弾性ロック壁１４２は、支持具１１の前記凹溝に係止させ、もう
一端の弾性ロック壁１４２は、照明器具１３の凹溝１３４に係止させる。これにより、照
明器具１３と支持具１１は、着脱可能に連接される。
【００１５】
　ＬＥＤ照明灯具１０を脱離する際、ロック部材１４の両端の弾性ロック壁１４２を、支
持具１１の前記凹溝と、照明器具１３の凹溝１３４からそれぞれ取り出すことにより、ロ
ック部材１４を取り外すことができ、照明器具１３と支持具１１とが分離する。
【００１６】
　図７～図１０を参照すると、本発明の第二実施形態が提供する照明器具２３と、第一実
施形態の照明器具１３と異なる部分は、照明器具２３の光学部２３２である。光学部２３
２は、複数の長方形を形成するように設置された複数のレンズ２３５を備え、該複数のレ
ンズ２３５は、受光面２３５１と、受光面２３５１と相対する出光面２３５２と、をそれ
ぞれ備える。受光面２３５１の中央には、出光面２３５２に向かって曲面２３５３が形成
されている。また、各々の受光面２３５１は、曲面２３５３の周縁に位置するリング状の
平面２３５４を備える。曲面２３５３は、複数のレンズ２３５の中央に位置し、且つＬＥ
Ｄ１２と対応する。また、複数のレンズ２３５は、支持板１１１の長さ方向と幅方向とで
それぞれ側断面で見ると、ほぼアーチ形である。
【００１７】
　図１１～図１４を参照すると、本発明の第三実施形態が提供する照明器具３３と、第一
実施形態の照明器具１３と異なる部分は、照明器具３３の光学部３３２である。光学部３
３２は、複数の長方形を形成するように設置された複数のレンズ３３５を備える。複数の
レンズ３３５は、受光面３３５１と、受光面３３５１と相対する出光面３３５２と、をそ
れぞれ備える。受光面３３５１は、平面３３５３と、平面３３５３の一端から出光面３３
５２に向かって延伸した斜面３３５４と、を備える。出光面３３５２は、受光面３３５１
の平面３３５３のもう一端に近い部分から該平面３３５３に対して垂直に延伸した垂直面
３３５５と、垂直面３３５５の頂部と斜面３３５４が接続された一部に設けられた円弧状
の凸面３３５６と、を備える。また、複数のレンズ３３５は、支持板１１１の長さ方向及
び幅方向においてそれぞれ側断面で見ると、水滴形状である。
【００１８】
　図１５～図１８を参照すると、本発明の第四実施形態が提供する照明器具４３と、第一
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実施形態の照明器具１３と異なる部分は、照明器具４３の光学部４３２である。光学部４
３２は、複数の長方形を形成するように設置された複数のレンズ４３５を備える。複数の
レンズ４３５は、受光面４３５１と、受光面４３５１と相対する出光面４３５２と、を備
える。受光面４３５１は、平面４３５３と、平面４３５３の一端から出光面４３５２に向
かって形成された曲面４３５４と、を備え、平面４３５３の大部分は、曲面４３５４の一
側に位置する。出光面４３５２は、受光面４３５１の平面４３５３のもう一端に近い部分
から、該平面４３５３に対して垂直に延伸した垂直面４３５５と、垂直面４３５５の頂部
と曲面４３５４が接続された一部に設けられた円弧状の凸面４３５６と、を備える。また
、複数のレンズ４３５は、支持板１１１の長さ方向及び幅方向においてそれぞれ側断面で
見ると、アーチ形である。また、凸面４３５６の湾曲の程度は、出光面４３５２の湾曲の
程度と同じである。
【００１９】
　図１９～図２２を参照すると、本発明の第五実施形態が提供する照明器具５３と、第一
実施形態の照明器具１３と異なる部分は、照明器具５３の光学部５３２である。光学部５
３２は、複数の第一レンズ５３５と、該複数の第一レンズ５３５と間隔を開けて設置され
た複数の第二レンズ５３６と、を備える。第一レンズ５３５の形状は、第二実施形態のレ
ンズ２３５の形状と同じである。
【００２０】
　以上、本発明の第一～第五実施形態における照明器具１３、２３、３３、４３、５３と
、支持具１１とは着脱可能に連接される。また、照明器具１３、２３、３３、４３、５３
には、異なる光学部１３２、２３２、３３２、４３２、５３２がそれぞれ設けられている
。従って、異なる環境条件においても、照明器具１３、２３、３３、４３、５３を利用す
れば、一つの照明器具１３、２３、３３、４３、５３から異なる光電界分布を獲得するこ
とができるので、特別に、異なる光場の照明器具を設計する必要がなく、照明器具１３、
２３、３３、４３、５３だけを切り替えれば良いので、異なる環境に適用し、且つ照明装
置の生産コストを減らすことができる。
【００２１】
　以上、本発明の好適な実施形態について詳細に説明したが、本発明はこれらの実施形態
に限定されるものではなく、本発明の範囲内で種々の変形又は修正が可能であり、該変形
又は修正も又、本発明の特許請求の範囲内に含まれるものであることは、言うまでもない
。
【符号の説明】
【００２２】
１０　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＥＤ照明灯具
１１　　　　　　　　　　　　　　　　　　支持具
１１１　　　　　　　　　　　　　　　　　支持板
１１１１　　　　　　　　　　　　　　　　第一表面
１１１２　　　　　　　　　　　　　　　　第二表面
１１２　　　　　　　　　　　　　　　　　側板
１１３　　　　　　　　　　　　　　　　　折辺
１１４　　　　　　　　　　　　　　　　　係止溝
１１５　　　　　　　　　　　　　　　　　放熱機構
１２　　　　　　　　　　　　　　　　　　ＬＥＤ
１３、２３、３３、４３、５３　　　　　　照明器具
１３１　　　　　　　　　　　　　　　　　本体
１３２、２３２、３３２、４３２、５３２　光学部
１３３、２３３、３３３、４３３、５３３　折縁
１３４　　　　　　　　　　　　　　　　　凹溝
１３５、２３５、３３５、４３５　　　　　レンズ
１３５１、２３５１、３３５１、４３５１　受光面
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１３５２、２３５２、３３５２、４３５２　出光面
１３６　　　　　　　　　　　　　　　　　換気孔
１４　　　　　　　　　　　　　　　　　　ロック部材
１４１　　　　　　　　　　　　　　　　　接続壁
１４２　　　　　　　　　　　　　　　　　弾性ロック壁
２３５４、３３５３、４３５３　　　　　　平面
２３５３、３３５６、４３５４　　　　　　曲面
３３５５、４３５５　　　　　　　　　　　垂直面
３３５４　　　　　　　　　　　　　　　　斜面
３３５６、４３５６　　　　　　　　　　　凸面
５３５　　　　　　　　　　　　　　　　　第一レンズ
５３６　　　　　　　　　　　　　　　　　第二レンズ
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