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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　円形の上部プレート部の外周面の周囲に、傾斜した側面部が形成されたランプハウジン
グ部材と、
　前記側面部の内側面に装着される複数の発光ダイオードモジュールと、
　傾斜面を有する複数の傾斜ブロック部材とを含み、
　前記複数の傾斜ブロック部材は、前記側面部の内側面と前記複数の発光ダイオードモジ
ュールとの間に介在されているとともに、異なる角度で傾斜した上部傾斜部、中間傾斜部
および下部傾斜部で形成された三段ブロック、又は、異なる角度で傾斜した上部傾斜部お
よび下部傾斜部で形成された二段ブロックを含むことを特徴とする発光ダイオードを用い
た照明装置。
【請求項２】
　前記上部プレート部は、水平面に対して傾斜するように形成されることを特徴とする、
請求項１に記載の発光ダイオードを用いた照明装置。
【請求項３】
　前記側面部は、傾斜が異なる複数の傾斜面を有することを特徴とする、請求項１に記載
の発光ダイオードを用いた照明装置。
【請求項４】
　前記ランプハウジング部材の側面部には、開放された部分をカバーする透明パネル部材
が装着されることを特徴とする、請求項１に記載の発光ダイオードを用いた照明装置。
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【請求項５】
　前記ランプハウジング部材の上部には、熱放出のためのヒートシンク部が備えられるこ
とを特徴とする、請求項１に記載の発光ダイオードを用いた照明装置。
【請求項６】
　前記ヒートシンク部には、水を排水することが可能な排水溝が形成されることを特徴と
する、請求項５に記載の発光ダイオードを用いた照明装置。
【請求項７】
　前記三段ブロックの下部傾斜部、中間傾斜部および上部傾斜部は、地面に平行な水平線
を基準とした傾斜角度がこの順に小さくなるように形成されることを特徴とする、請求項
１に記載の発光ダイオードを用いた照明装置。
【請求項８】
　前記二段ブロックの上部傾斜部は、地面に平行な水平線を基準とした傾斜角度が下部傾
斜部よりも小さく備えられることを特徴とする、請求項１に記載の発光ダイオードを用い
た照明装置。
【請求項９】
　前記上部プレート部の下部面に装着される少なくとも１つの発光ダイオードモジュール
をさらに含むことを特徴とする、請求項１に記載の発光ダイオードを用いた照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードを用いた照明装置に関し、より詳しくは、発光ダイオードを
光源体として用いた照明装置で広い範囲を照明することができ、道路を照明するのに主に
用いられる配光タイプに適合した一定の形状の配光を有するように容易に設計が可能なよ
うに発明されたものである。
【背景技術】
【０００２】
　一般的に、街灯は、道路交通の安全と保安のために街路に沿って設置した照明施設であ
って、高速道路、市街地の主要道路、商業地区道路、住宅地区道路などの設置場所に応じ
て、それに適合する種類が用いられる。
【０００３】
　前記照明装置は、内側面に反射板が備えられて街灯電柱に設置されるランプハウジング
と、前記ランプハウジング内部に装着されて光を発光する光源とを含む。
【０００４】
　街灯電柱の形式は多様であるが、電柱の終端部分を曲げてその終端に灯をつけるハイウ
ェイ型、電柱の終端部分に横に枝分けしてそこに灯をつけるブラケット型、電柱の頂点に
灯をつける柱頭型などがある。
【０００５】
　また、前記光源としては、高圧水銀灯、蛍光灯、ナトリウム灯、普通電球などが用いら
れる。
【０００６】
　このような街灯は、一定に定められた色相の光源によって白色、黄色または青色などに
発光する。もちろん、街灯の電力効率や光の強度、または周囲の雰囲気に応じて選択され
たりもする。
【０００７】
　一方、上述した街灯は、道路に設置する際に道路面に配光される配光を、道路を最も効
率的に照明することができる形状で設計され、道路を照明する際に主に用いられる配光は
、図１に示すように第１から第５までの配光タイプに区分され、一部特殊な部分を除けば
第２、第３および第４配光タイプを用いて大部分の道路を効率的に照明することができる
。
【０００８】
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　従来の街灯において、前記配光は、ランプハウジングの内側面に備えられる反射板の反
射角度を調節することによって、道路照明を設計する際に適切な配光で照明されるように
している。
【０００９】
　しかしながら、前記従来の街灯において光源として用いられる各種ランプ、すなわち、
高圧水銀灯、蛍光灯、ナトリウム灯は、最初の製造時にその明るさおよび拡散範囲が決ま
っているため、ユーザがこれを人為的に調整することができないという短所があり、さら
に寿命が極めて短く、電力の消耗量が多いという短所があった。
【００１０】
　このような点を勘案し、最近では光源として発光ダイオード（ＬＥＤ：Ｌｉｇｈｔ　Ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ）を用いた照明装置が提案されており、技術の発展に伴って
電力消耗量が少なくかつ高輝度で発光する発光ダイオードが開発され、使用が次第に拡散
している趨勢にある。
【００１１】
　前記発光ダイオードを用いた照明装置は、図２に示すように、ランプハウジング部材１
０の上部プレート部１１の下部面に複数の発光ダイオードモジュール１０ａが装着され、
ランプハウジング部材１０の側面部１２の内側に備えられる反射板１０ｂを用いて道路を
照明するものが一般的である。
【００１２】
　前記発光ダイオードを用いた照明装置は、歩行者または運転手が発光ダイオードモジュ
ールを直接に見ることができない視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を、一定の角
度範囲内に確保するために、上部プレート部１１の下部面に発光ダイオードモジュール１
０ａを複数装着するようになる。
【００１３】
　このような発光ダイオードを用いた照明装置だけではなく、これを含む照明装置は、光
源の光が歩行や運転時に歩行者または運転手の目に直接に見える場合、歩行や運転を妨害
して交通事故を誘発するおそれがあるため、前記視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ
）の確保が必須となる。
【００１４】
　しかしながら、前記発光ダイオードは、従来のランプ類に比べて半永久的であると言え
るほどの長い寿命があるが、発光ダイオードを複数組み合わせることによってその明るさ
が決定されるため、これを反射板を用いて配光を形成する場合には配光面積が狭くかつ明
るさが低いだけでなく、道路面を効率的に照明することができる配光、すなわち、上述し
た第１～第５配光タイプの配光を形成するにおいて限界があるという問題点があった。
【００１５】
　さらに、複数の発光ダイオードから発散する熱を効率的に発散させることが困難である
ため、熱による発光効率が低下するだけでなく、部品の損傷が発生するなどの問題点があ
った。
【００１６】
　したがって、前記発光ダイオードを用いた照明装置では、製造時に理想的な配列は除外
され、単に反射板に依存して明るさを提供するようになるため、道路照明が非効率的で広
く用いることができないという弊害があった。
【００１７】
　また、前記発光ダイオードを用いた照明装置として、図３に示すように、「Ｖ」字形態
で形成されたランプ装着フレーム１に発光ダイオードモジュール１ａを間隔を置いて複数
装着されたものが提案されている。
【００１８】
　前記発光ダイオードを用いた照明装置は、ランプ装着フレーム１の角度を調節して配光
および配光面積を調整することができるが、このような調整には限界があり、発光ダイオ
ードモジュール１ａが外部に露出していて発光ダイオードの光が歩行者や運転手の目に直
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に見えるため、グレア（ｇｌａｒｅ）現象によって安全歩行および安全運転に支障を与え
る場合が発生するなどの問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１９】
　本発明の目的は、配光面積が大きく、輝度が高く、道路照明に効率的な配光を多様に形
成することができる発光ダイオードを用いた照明装置を提供することにある。
【００２０】
　本発明の他の目的は、歩行者または運転手が発光ダイオードモジュールを直接に見るこ
とができない視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を、一定の角度範囲内に容易に確
保することができる、発光ダイオードを用いた照明装置を提供することにある。
【００２１】
　本発明の更なる他の目的は、発光ダイオードモジュールの装着角度を自由に調節して所
望する配光を容易に得ることができかつ照明設計時の自由度を増大させる、発光ダイオー
ドを用いた照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００２２】
　上述した課題を解決するために、本発明に係る発光ダイオードを用いた照明装置は、円
形の上部プレート部の外周面の周囲に、傾斜した側面部が形成されたランプハウジング部
材と、前記側面部の内側面に装着される複数の発光ダイオードモジュールと、傾斜面を有
する複数の傾斜ブロック部材とを含み、前記複数の傾斜ブロック部材は、前記側面部の内
側面と前記複数の発光ダイオードモジュールとの間に介在されているとともに、異なる角
度で傾斜した上部傾斜部、中間傾斜部および下部傾斜部で形成された三段ブロック、又は
、異なる角度で傾斜した上部傾斜部および下部傾斜部で形成された二段ブロックを含むこ
とを特徴とする。
【発明の効果】
【００２３】
　本発明は、上部プレート部の下部に装着される第１発光ダイオードモジュールと、傾斜
した側面部の内側面に装着される第２発光ダイオードモジュールとで道路を照明するため
、配光面積が大きく、高輝度の照明が可能となる効果がある。
【００２４】
　また、本発明は、側面部の内側面に装着される第２発光ダイオードモジュールの装着角
度および装着個数を調節することにより、道路配光時に主に用いられる第１～第５配光タ
イプにおいて配光を自由に形成することができ、道路照明設計時の自由度を高められる効
果がある。
【００２５】
　さらに、本発明は、側面部の傾斜角度を調整することにより、歩行者または運転手が第
２発光ダイオードモジュールを直接に見ることができない視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａ
ｎｇｌｅ）を、一定の角度範囲内に容易に確保することができる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】一般的な配光の形態を示す概略図である。
【図２】従来の発光ダイオードを用いた照明装置を示す概略図である。
【図３】従来の発光ダイオードを用いた照明装置を示す概略図である。
【図４】本発明の一実施形態を示す斜視図である。
【図５】本発明の一実施形態を示す斜視図である。
【図６】本発明の他の実施形態を示す斜視図である。
【図７】本発明のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
【図８】本発明のさらに他の実施形態を示す斜視図である。
【図９】本発明のさらに他の実施形態を示す斜視図である。



(5) JP 5300869 B2 2013.9.25

10

20

30

40

50

【図１０】本発明の一例を示す縦断面図である。
【図１１】本発明において発光ダイオードモジュールを概略的に示す斜視図である。
【図１２】本発明の一実施形態を示す底面図である。
【図１３】本発明の一実施形態を示す底面図である。
【図１４】本発明の他の実施形態を示す底面図である。
【図１５】本発明の他の実施形態を示す底面図である。
【図１６】本発明の第２発光ダイオードモジュールが装着される例を示す要部拡大図であ
る。
【図１７】本発明の第２発光ダイオードモジュールが装着される例を示す要部拡大図であ
る。
【図１８】本発明の第２発光ダイオードモジュールが装着される例を示す要部拡大図であ
る。
【図１９】角度調整ブロックを示す実施図である。
【図２０】図１９の角度調整ブロックを用いた例を示す使用状態断面図である。
【図２１】図１９の角度調整ブロックを用いた例を示す使用状態断面図である。
【図２２】図１９の角度調整ブロックを用いた例を示す使用状態断面図である。
【図２３】図１９の角度調整ブロックを用いた例を示す使用状態断面図である。
【図２４】本発明の視野角度に対する実施形態を示す概略図である。
【図２５】本発明の視野角度に対する実施形態を示す概略図である。
【図２６】本発明の視野角度に対する実施形態を示す概略図である。
【図２７】本発明の一実施形態を示す分解斜視図である。
【図２８】本発明の一実施形態を示す要部拡大断面図である。
【図２９】本発明の一実施形態を示す要部拡大断面図である。
【図３０】本発明のランプハウジング部材に対する実施形態を示す斜視図である。
【図３１】本発明のランプハウジング部材に対する他の実施形態を示す側面図である。
【図３２】本発明の傾斜ブロック部材に対する実施形態を示す概略図である。
【図３３】本発明の傾斜ブロック部材に対する実施形態を示す概略図である。
【図３４】傾斜ブロック部材に対する参考形態を示す概略図である。
【図３５】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図３６】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図３７】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図３８】参考形態を示す図である。
【図３９】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４０】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４１】他の参考形態を示す図である。
【図４２】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４３】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４４】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４５】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４６】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４７】本発明の他の実施形態を示す図である。
【図４８】本発明の他の実施形態を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００２７】
　本発明の好ましい実施形態について、添付の図面を参照して詳しく説明すれば次のとお
りである。
【００２８】
　図４および図５は本発明の一実施形態を示す斜視図であって、道路地面と平行な平面に
形成された上部プレート部と、１つの傾斜面に形成された側面部とを有するランプハウジ
ング部材の一例を示している。
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【００２９】
　図６は本発明の他の実施形態を示す斜視図であって、道路地面と平行な水平面に対して
所定の角度で傾斜する上部プレート部を有するランプハウジング部材の一例を示している
。
【００３０】
　図７～図９は本発明のさらに他の実施形態を示す斜視図であって、それぞれ異なる角度
で傾斜する複数の傾斜面で形成された側面部を備えたランプハウジング部材の一例を示し
ている。
【００３１】
　図１０は本発明の一例を示す縦断面図であって、上部プレート部の下部面と側面部の内
側面にそれぞれ第１発光ダイオードモジュールと第２発光ダイオードモジュールとが装着
された一例を示している。
【００３２】
　図１１は本発明において発光ダイオードモジュールを概略的に示す斜視図であって、メ
タル印刷回路基板に複数装着され、電気電源の供給を受けて発光する発光ダイオードモジ
ュールの一例を示している。
【００３３】
　図１２および図１３は本発明の一実施形態を示す底面図であり、図１４および図１５は
本発明の他の実施形態を示す底面図であり、図１２および図１４は側面部の内側面全体に
間隔を置いて複数の第２発光ダイオードモジュールが装着される例を示し、図１３および
図１５は側面部の所定の部分に間隔を置いて複数の第２発光ダイオードモジュールが装着
される例を示している。
【００３４】
　図１６～図１８は本発明の第２発光ダイオードモジュールが装着される例を示す要部拡
大図であって、側面部の内側面に複数の発光ダイオードモジュールが装着される例を示し
ており、各側面部の傾斜面に応じて多様に装着される例を示している。
【００３５】
　図１９は角度調整ブロックを示す実施図であって、第２発光ダイオードモジュールの装
着角度を１０度に調整することができる角度調整ブロックの多様な形状を示している。
【００３６】
　図２０～図２３は図１９の角度調整ブロックを用いた例を示す使用状態断面図であり、
図２０および図２１は第２発光ダイオードモジュールの両側方向角度を１０度に調整する
例を示しており、図２２および図２３は第２発光ダイオードモジュールの上下方向角度を
１０度に調整する例を示している。
【００３７】
　図２４～図２６は本発明の視野角度に対する実施形態を示す概略図であって、それぞれ
異なる傾斜角度を有する傾斜面からなる側面部に装着された発光ダイオードモジュールを
歩行者または運転手が直接に見ることができない視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ
）を、一定の角度範囲内に確保する例を示している。
【００３８】
　図２７は本発明の一実施形態を示す分解斜視図であって、ランプハウジング部材の下部
に透明パネル部材が装着される例を示している。
【００３９】
　図２８および図２９は本発明の一実施形態を示す要部拡大断面図であって、ランプハウ
ジング部材の側面部の下部に透明パネル部材が装着される断面を示すものであり、側面部
の内側面の形状に対する各実施形態を示している。
【００４０】
　図３０は本発明のランプハウジング部材に対する実施形態を示す斜視図であって、ラン
プハウジング部材の上部に熱を排出するヒートシンク部が備えられた例を示している。
【００４１】
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　図３１は本発明のランプハウジング部材に対する他の実施形態を示す側面図であって、
傾斜した上部プレート部を有するランプハウジング部材においてヒートシンク部の形状に
対する実施形態を示している。
【００４２】
　図３２～図３４は本発明の傾斜ブロック部材に対する実施形態（但し、図３４は参考形
態）を示す概略図であって、それぞれ、三段ブロック、二段ブロック、一段ブロックに対
する一形態を示している。
【００４３】
　図３５～図４８は本発明の他の実施形態（但し、図３８及び図４１は参考形態）を示す
図であって、第２配光タイプ、第３配光タイプおよび第４配光タイプによる各形態を示し
ている。
【００４４】
　図４に示すように、本発明のランプハウジング部材１０は、道路の地面に垂直に立てら
れている街灯電柱１００の上端部から一側に延長されるアーム部材１１０に装着される。
【００４５】
　前記ランプハウジング部材１０は、道路の地面と平行な平面で形成される、円形状を有
する上部プレート部１１と、前記上部プレート部１１の外周面の周囲に沿って形成され、
平面である上部プレート部１１を基準として鋭角を有して傾斜した側面部１２とを含むこ
とを基本とする。
【００４６】
　前記側面部１２の傾斜角度は、図５に示すように、道路の地面と平行な水平面を基準と
して６０度で形成されることを基本とし、この他にも道路照明設計時に用いられる配光に
応じて多様な角度で形成することができる。
【００４７】
　また、本発明のランプハウジング部材１０は、図６に示すように、道路の地面に平行な
水平線を基準として一側から他側に向かって下側に傾斜した、円形状を有する上部プレー
ト部１１と、前記上部プレート部１１の外周面の周囲に沿って形成され、平面である上部
プレート部１１を基準として鋭角を有して傾斜した側面部１２とを含むことを基本とする
。
【００４８】
　前記上部プレート部１１は、前記アーム部材１１０に装着される装着地点から上部プレ
ート部１１の中心を経て下側に傾斜するように形成され、このとき、側面部１２は下端部
が地面と平行な水平と一致するように形成され、第２発光ダイオードモジュール３０が装
着される装着面の面積が、側面部１２の内側面において道路に対向する部分から街灯電柱
１００に対向する部分へ行くに従って次第に小さくなるように形成される。
【００４９】
　したがって、前記側面部１２の内側面においては、道路に対向する部分から街灯電柱１
００に対向する部分に行くに従って、第２発光ダイオードモジュール３０の装着個数が減
少する。
【００５０】
　この構成によれば、道路面に向かって照明する十分な個数の第２発光ダイオードモジュ
ール３０を装着しつつ、道路面を照明しない不必要な第２発光ダイオードモジュール３０
の個数を減らすことにより、少ない個数の第２発光ダイオードモジュール３０で十分な道
路の照明および配光を形成し、製造原価を節減することができる。
【００５１】
　また、前記上部プレート部１１が傾斜するように形成されることにより、上部に、後述
されるヒートシンク部１７を備えることが容易な形状となるとともに、或る一方向を集中
して照明することにおいてランプハウジング部材１０の設計および製造を容易にし、製造
原価を節減する。
【００５２】
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　さらに、本発明のランプハウジング部材１０は、図７～図９に示すように、円形状を有
する上部プレート部１１と、前記上部プレート部１１の外周面の周囲に沿って、平面であ
る上部プレート部１１を基準として鋭角を有して傾斜した側面部１２とを含み、側面部１
２は傾斜が異なる複数の傾斜面を有するように形成される。
【００５３】
　前記側面部１２は、上部プレート部１１から下部に延長する複数の傾斜面を含み、本発
明において、前記傾斜面は、上部プレート部１１から下部に順に延長してそれぞれ異なる
傾斜角度を有し、道路の地面と平行な水平面を基準として順に角度が大きくなる第１、第
２および第３傾斜面１２ａ、１２ｂ、１２ｃを含むことを基本とする。
【００５４】
　前記第１傾斜面１２ａは道路の地面と平行な水平面を基準として５０度で形成され、第
２傾斜面１２ｂは道路の地面と平行な水平面を基準として６０度で形成され、第３傾斜面
１２ｃは道路の地面と平行な水平面を基準として７０度で形成され、この他にも道路照明
設計時に用いられる配光に応じて多様な角度で形成することができる。
【００５５】
　一方、図１０に示すように、前記上部プレート部１１の下部面および側面部１２の内側
面には、それぞれ第１および第２発光ダイオードモジュール２０、３０が装着される。
【００５６】
　前記第１および第２発光ダイオードモジュール２０、３０は、図１１に示すように、メ
タル印刷回路基板（ＰＣＢ；ｐｒｉｎｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｂｏａｒｄ）２０ａに実
装されて電気電源の供給を受けて発光する発光ダイオードチップ（ＬＥＤ　Ｃｈｉｐ）（
図示せず）と、前記発光ダイオードチップから発光する光を集中させるレンズ部（図示せ
ず）とを含む。
【００５７】
　前記第１および第２発光ダイオードモジュール２０、３０のレンズ部は、発光ダイオー
ドチップから発光する光を集中させて光の照射範囲を調整するものであって、例えば、照
射される範囲に応じて１２度レンズ、２５度レンズ、３０度レンズ、４５度レンズなどに
区分されて用いられる。
【００５８】
　このことは、従来より公知であって（このため、その詳細な説明は省略する）、前記第
１および第２発光ダイオードモジュール２０、３０にも同様に適用される。
【００５９】
　前記第１発光ダイオードモジュール２０は前記上部プレート部１１の下部面に装着され
るものであって、１つだけ装着されることもでき、間隔を置いて複数が装着されることも
できる。
【００６０】
　前記第１発光ダイオードモジュール２０の設置位置および設置個数は、照明設計時の配
光、明るさおよび配光面積に応じて多様に変形されて実施されることができる。
【００６１】
　また、前記第２発光ダイオードモジュール３０は、図１２～図１４に示すように、側面
部１２の内側面の周囲に沿って間隔を置いて複数が備えられる例を示している。
【００６２】
　図１２は、１つの傾斜面に形成された側面部１２の内側面全体に第２発光ダイオードモ
ジュール３０が一定の間隔を置いて複数列で備えられる例を示している。
【００６３】
　図１４は、上部プレート部１１から下部に順に延長されてそれぞれ異なる傾斜角度を有
する第１、第２および第３傾斜面１２ａ、１２ｂ、１２ｃに形成された側面部１２の内側
面全体に、第２発光ダイオードモジュール３０が複数装着される装着部が間隔を置いて複
数備えられかつ前記装着部が上部プレート部１１の中心点を基準としてそれぞれ対称とな
るように備えられる例を示している。
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【００６４】
　前記装着部は、側面部１２の内側面を上部プレート部１１の中心を基準として均一に分
割するものであって、ランプハウジング部材１０が街灯電柱１００のアーム部材１１０に
装着される装着地点からランプハウジング部材１０の中心を経る基準線に位置する一対の
ベース装着部５０と、上述した一対のベース装着部５０を繋ぐ基準線から所定の角度で回
転しながら間隔を置いて上部プレート部１１の中心点を基準としてそれぞれ対称となるよ
うに複数備えられるサイド装着部６０とを含む。
【００６５】
　前記図１４において、前記第１、第２および第３傾斜面１２ａ、１２ｂ、１２ｃは、道
路地面と平行な水平面を基準として５０度、６０度、６５度にそれぞれ傾斜するように形
成され、ベース装着部５０およびサイド装着部６０は内側面を１８個の部分に分割する。
サイド装着部６０は、一対のベース装着部５０の間において、上部プレート部１１の中心
点に対してそれぞれ対称でありかつ一対からなる第１～第８サイド装着部６１、６２、６
３、６４、６５、６６、６７、６８が備えられる。
【００６６】
　前記ベース装着部５０にはそれぞれ２つの第２発光ダイオードモジュール３０が装着さ
れ、第１～第８サイド装着部６１、６２、６３、６４、６５、６６、６７、６８はベース
装着部５０からそれぞれ２０度、４０度、５０度、７０度、１１０度、１３０度、１４０
度、１６０度に回転した角度で間隔を置いて複数備えられ、第１、第２、第３、第５、第
６、第７サイド装着部６１、６２、６３、６５、６６、６７にはそれぞれ５つの第２発光
ダイオードモジュール３０が装着され、第４および第８サイド装着部６４、６８にはそれ
ぞれ４つの第２発光ダイオードモジュール３０が装着されることを基本とする。
【００６７】
　この場合、第１発光ダイオードモジュール２０は上部プレート部１１の下部面に２つ設
置され、ランプハウジング部材１０の直径は６２０ｍｍで製造され、第１および第２発光
ダイオードモジュール２０、３０に用いられる発光ダイオードは、２．５Ｗ（３．５×７
００ｍＡ）で１５０ｌｍのものを用い、図１の配光タイプにおいて第３配光タイプで配光
がなされる例である。
【００６８】
　また、図１３および図１５に示すように、前記第２発光ダイオードモジュール３０は、
側面部１２の内側面に沿って間隔を置いて複数装着されるが、所定の部分にのみ装着され
る例を示している。
【００６９】
　図１３は、１つの傾斜面に形成された側面部１２の内側面の所定の部分に第２発光ダイ
オードモジュール３０が一定の間隔を置いて複数列で備えられる例を示している。
【００７０】
　図１５は、上部プレート部１１から下部に順に延長してそれぞれ異なる傾斜角度を有す
る第１、第２および第３傾斜面１２ａ、１２ｂ、１２ｃに形成された側面部１２の内側面
全体に、第２発光ダイオードモジュール３０が複数装着されるサイド装着部６０が間隔を
置いて複数備えられかつ１８個の装着部が上部プレート部１１の中心点を基準としてそれ
ぞれ対称となるように備えられる例を示している。
【００７１】
　図１５において、１８個のサイド装着部６０において、連続した７つのサイド装着部６
０には１０個の第２発光ダイオードモジュール３０が装着され、連続した７つのサイド装
着部６０の両側に位置するサイド装着部６０にはそれぞれ５つの第２発光ダイオードモジ
ュール３０が装着されることを基本とする。
【００７２】
　この場合、第１発光ダイオードモジュール２０は上部プレート部１１の下部面に２つ設
置され、ランプハウジング部材１０の直径は６２０ｍｍで製造され、第１および第２発光
ダイオードモジュール２０、３０に用いられる発光ダイオードは、２．５Ｗ（３．５×７
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００ｍＡ）で１５０ｌｍのものを用い、図１の配光タイプにおいて第５配光タイプで配光
がなされる例である。
【００７３】
　前記図１３および図１５において、側面部１２の内側面において第２発光ダイオードモ
ジュール３０が装着される部分は、街灯電柱１００のアーム部材１１０に装着される部分
、つまり道路に対向する部分であり、側面部１２における道路に対向する内側面に、道路
を照明する最小限の個数の第２発光ダイオードモジュール３０を設置することにより、街
灯照明設計時の自由度を高めて製造原価を節減し、使用時の電力消耗量を最小化できる。
【００７４】
　この構成は、街灯が壁やその他の建築物に近接するように設置されて街灯電柱１００の
内側方向、すなわち、アーム部材１１０の反対方向側を照明する必要がない場合に用いら
れるもので、街灯照明設計時に多様に変更して実施することができる。
【００７５】
　図１６に示すように、前記側面部１２の第１、第２および第３傾斜面１２ａ、１２ｂ、
１２ｃは、道路地面と平行な水平面を基準として５０度、６０度、６５度にそれぞれ傾斜
するように形成することもできる。
【００７６】
　また、１０個の第２発光ダイオードモジュール３０が装着される例において、第１傾斜
面１２ａには、３０度のダイオードレンズを備えた２つの第２発光ダイオードモジュール
３０および４５度のダイオードレンズを備えた３つの第２発光ダイオードモジュール３０
が装着され、第２傾斜面１２ｂには、３０度のダイオードレンズを備えた２つの第２発光
ダイオードモジュール３０および２５度のダイオードレンズを備えた１つの第２発光ダイ
オードモジュール３０が装着され、第３傾斜面１２ｃには、２５度のダイオードレンズを
備えた２つの第２発光ダイオードモジュール３０が装着される。
【００７７】
　また、図１７は、１つの傾斜面を有する側面部１２に１０個の第２発光ダイオードモジ
ュール３０が装着された例を示しており、図１８は、５０度に傾斜した第１傾斜面１２ａ
と６０度に傾斜した第２傾斜面１２ｂとを有する側面部１２に１０個の第２発光ダイオー
ドモジュール３０が装着された例を示しており、このように側面部１２の形状が変更され
るのは、配光を維持しながら配光面積および視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を
調整するためである。
【００７８】
　上述したように、側面部１２の傾斜角度、すなわち、第２発光ダイオードモジュール３
０の装着角度、装着個数、装着位置などを調整して多様な配光が可能であり、道路照明設
計時に最も効果的な配光で製造することにより、道路照明の設計時の自由度を高め、道路
照明の効率を増大させることができる。
【００７９】
　また、側面部１２の傾斜角度および傾斜面を調整することにより、配光面積および歩行
者または運転手が発光ダイオードモジュールを直接に見ることができない視野角度（Ｃｕ
ｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を調整して道路照明の設計時の自由度をさらに高めることがで
きる。
【００８０】
　一方、参考形態として、本発明のランプハウジング部材１０には、第２発光ダイオード
モジュール３０と第２発光ダイオードモジュール３０が装着される側面部１２の内側面（
装着面）との間に、第２発光ダイオードモジュール３０の装着角度を調整することができ
る角度調整ブロック１８が挿入されることも可能である。
【００８１】
　本発明において、配光および視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）は、側面部１２
の傾斜角度および第２発光ダイオードモジュール３０の装着角度、第２発光ダイオードモ
ジュール３０の個数などに応じて多様に変形して実施することができるものであり、側面
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部１２の内側面に角度調整ブロック１８を装着して第２発光ダイオードモジュール３０の
角度を多様に調整することにより、道路照明設計時の自由度を増大させることができる。
【００８２】
　図１９は、装着角度を１０度に調整することができる角度調整ブロック１８の多様な形
状を示している。
【００８３】
　前記角度調整ブロック１８は、図１９に示すように、上下方向に傾斜面を有するように
形成することもでき、水平方向に傾斜面を有するように形成することもでき、互いに対向
する一対の傾斜面を有するように形成することもでき、この他にも第２発光ダイオードモ
ジュール３０が装着されて装着角度を調整できるようにする傾斜面を有するいずれの形状
でも可能である。
【００８４】
　前記角度調整ブロック１８は、図２０～図２３に示すように、第２発光ダイオードモジ
ュール３０と側面部１２の装着面との間に装着されて第２発光ダイオードモジュール３０
の装着角度を調整するものであり、図２０および図２１は、第２発光ダイオードモジュー
ル３０が装着される装着面に角度調整ブロック１８が挿入されて第２発光ダイオードモジ
ュール３０の両側方向角度を１０度に調整する例を示しており、図２２および図２３は第
２発光ダイオードモジュール３０が装着される装着面に角度調整ブロック１８が挿入され
て第２発光ダイオードモジュール３０の上下方向角度を１０度に調整する例を示している
。
【００８５】
　一方、図２４～図２６に示すように、さらに本発明は側面部１２の傾斜角度および傾斜
面を調整することにより、配光面積および歩行者または運転手が発光ダイオードモジュー
ルを直接的に見ることができない視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を調整し、こ
うして、道路照明設計時の自由度をさらに高めることができる。
【００８６】
　さらに、本発明の図２４～図２６は、道路地面と平行な水平面を基準として５０度、６
０度、６５度にそれぞれ傾斜するように形成された第１、第２および第３傾斜面１２ａ、
１２ｂ、１２ｃからなる側面部１２に１０個の第２発光ダイオードモジュール３０が装着
され、第１傾斜面１２ａには３０度のダイオードレンズを備えた２つの第２発光ダイオー
ドモジュール３０および４５度のダイオードレンズを備えた３つの第２発光ダイオードモ
ジュール３０が装着され、第２傾斜面１２ｂには３０度のダイオードレンズを備えた２つ
の第２発光ダイオードモジュール３０および２５度のダイオードレンズを備えた１つの第
２発光ダイオードモジュール３０が装着され、第３傾斜面１２ｃには２５度のダイオード
レンズを備えた２つの第２発光ダイオードモジュール３０が装着される例を示している。
【００８７】
　図２４は、上述した例において３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオード
モジュール３０の視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を示しており、図２５は、上
述した例において４５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０
の視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を示しており、図２６は、上述した例におい
て２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０の視野角度（Ｃ
ｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）を示しており、このような視野角度は道路安全のための視野
角度範囲内に含まれる。
【００８８】
　また、図に示してはいないが、前記側面部１２の内側面の下部には、側面部１２の下端
部から所定の高さを有し、第２発光ダイオードモジュール３０が装着されない視野角度確
保部が形成され、視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）をさらに大きく確保できるよ
うにする。
【００８９】
　前記視野角度確保部は、道路の走行方向において運転手の視野方向に対向する側面部１
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２の内側面の下部に形成し、道路照明設計時に歩行者、運転手の視野方向および照明範囲
、配光などを考慮して多様に変更して実施できる。
【００９０】
　一方、図２７に示すように、本発明のランプハウジング部材１０の側面部１２には、開
放された部分をカバーする透明パネル部材１３が装着されて、第１および第２発光ダイオ
ードモジュール２０、３０を保護し、側面部１２の内部に異物が流入することを防ぐよう
にすることが好ましい。
【００９１】
　前記透明パネル部材１３は、ガラスまたは合成樹脂材のように透明または半透明材質で
製造され、第１および第２発光ダイオードモジュール２０、３０から発光した光を透過さ
せる。
【００９２】
　前記透明パネル部材１３の下部面には、外側周囲に一致するリング形状の固定板１４が
備えられる。
【００９３】
　また、前記透明パネル部材１３は、下部から上部に貫通して側面部１２の下部面に締結
する締結ボルト１５で締結される。
【００９４】
　また、図２８および図２９に示すように、側面部１２の下部面と透明パネル部材１３と
の間には、透明パネル部材１３と側面部１２との間を密閉させるパッキングリング１６が
備えられる。
【００９５】
　図２８に示すように、側面部１２の下端部には、透明パネル部材１３が装着されること
が可能な凹部が形成されるように製造されることもでき、図２９に示すように、側面部１
２の内側面で下部の一部分を鉛直方向に延びるように形成して、第２発光ダイオードモジ
ュール３０が装着されない角度確保部１２ａを備えるようにすることもできる。このよう
な形状は金型製作時に製作便宜性に優れる。
【００９６】
　一方、図３０に示すように、本発明のランプハウジング部材１０の上部には、熱放出の
ためのヒートシンク部（Ｈｅａｔ　Ｓｉｎｋ）１７が備えられることが好ましい。
【００９７】
　前記ヒートシンク部１７は、ランプハウジング部材１０の上部に間隔を置いて突出され
る複数のピンまたは放熱弁を含んで熱伝達面積を広げることにより、第１および第２発光
ダイオードモジュール２０、３０から発生する熱を排出するものであり、その熱によって
第１および第２発光ダイオードモジュール２０、３０の故障を防ぐことにより、第１およ
び第２発光ダイオードモジュール２０、３０の寿命を増大させる。
【００９８】
　さらに、前記ヒートシンク部１７には、水を排水することが可能な排水溝１７ａを形成
することにより、雨や雪が降る場合に排水を容易にして、水による漏電事故や第１および
第２発光ダイオードモジュール２０、３０の故障を防ぐことができるようにすることが好
ましい。
【００９９】
　また、道路の地面に平行な水平線を基準として一側から他側に向かって下側に傾斜した
、円形状を有する上部プレート部１１と、前記上部プレート部１１の外周面の周囲に沿っ
て形成され、端部が広がるように傾斜した側面部１２とを含むランプハウジング部材１０
において、前記ヒートシンク部１７は、その下端部が上部プレート部１１の傾斜方向と反
対に傾斜するように形成されながら、上部プレート部１１の前記他側から前記一側方向に
いくほど放熱面積が増加するように形成されることが好ましい。
【０１００】
　すなわち、前記ランプハウジング部材１０において上部プレート部１１の一側に位置す
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る側面部１２に多数の第２発光ダイオードモジュール３０が装着され、他側にいくほど第
２発光ダイオードモジュール３０が装着される個数が減り、多様な実施形態において他側
に第２発光ダイオードモジュール３０が装着されない実施形態もあるため、多数の第２発
光ダイオードモジュール３０が装着される一側にヒートシンク部１７の放熱面積を大きく
することにより、熱放出を効果的に行うことができる。
【０１０１】
　ここまでの説明及びこれに関連する図面では傾斜ブロック部材４０について記載しなか
ったが、実際には、本発明は、複数の第２発光ダイオードモジュール３０が装着される１
つ以上の傾斜面を有しかつランプハウジング部材１０の側面部１２の内側面に装着される
傾斜ブロック部材４０を含み、街灯の配光のための道路照明時に主に用いられる配光、す
なわち、第１配光タイプ～第５配光タイプで照明することができるように多様に実施する
ことができる。
【０１０２】
　前記傾斜ブロック部材４０は、側面部１２の内側面上で第２発光ダイオードモジュール
３０との間に介在される。
【０１０３】
　前記傾斜ブロック部材４０を含む本発明の実施形態を説明すれば以下のとおりであり、
下記の実施形態は、傾斜角度が異なる複数の傾斜面を有するように形成された側面部１２
を備えたランプハウジング部材１０にも同じように適用して実施する実施形態である。
【０１０４】
　図３２の（ａ）に示すように、傾斜ブロック部材４０は、地面と平行な水平線を基準と
して任意の角度で傾斜した上部傾斜部４１、中間傾斜部４２および下部傾斜部４３を備え
ていて、下部傾斜部４３、中間傾斜部４２および上部傾斜部４１の傾斜角度がこの順に小
さくなるように形成される三段ブロック４４を含むことを基本とする。
【０１０５】
　本発明において、下部傾斜部４３は地面に平行な水平線を基準として６５度に傾斜し、
中間傾斜部４２は地面に平行な水平線を基準として６０度に傾斜し、上部傾斜部４１は地
面に平行な水平線を基準として５０度に傾斜するように形成されることを一例として説明
する。
【０１０６】
　前記三段ブロック４４は、図３２の（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示すように、第２発光ダ
イオードモジュール３０が１０個、８個、５個でそれぞれ装着される第１、第２、第３三
段ブロック４４ａ、４４ｂ、４４ｃを含むことを基本とし、第１三段ブロック４４ａの場
合、第２発光ダイオードモジュール３０は下部傾斜部４３に２つ、中間傾斜部４２に３つ
、上部傾斜部４１に５つがそれぞれ装着されることを基本とする。
【０１０７】
　また、第２三段ブロック４４ｂの場合、第２発光ダイオードモジュール３０は下部傾斜
部４３に２つ、中間傾斜部４２に３つ、上部傾斜部４１に３つがそれぞれ装着されること
を基本とする。
【０１０８】
　さらに、第３三段ブロック４４ｃの場合、第２発光ダイオードモジュール３０は下部傾
斜部４３に２つ、中間傾斜部４２に３つがそれぞれ装着されることを基本とする。
【０１０９】
　図３３の（ａ）に示すように、傾斜ブロック部材４０は地面と平行な水平線を基準とし
て任意の角度で傾斜した上部傾斜部４１と下部傾斜部４３とを備え、上部傾斜部４１の傾
斜角度が下部傾斜部４３の傾斜角度よりも小さく備えられる二段ブロック４５を含むこと
を基本とする。
【０１１０】
　本発明において、下部傾斜部４３は地面に平行な水平線を基準として６０度に傾斜し、
上部傾斜部４１は地面に平行な水平線を基準として５０度に傾斜するように形成されるこ
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とを一例として説明する。
【０１１１】
　また、前記二段ブロック４５は、図３３の（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示すように、第２
発光ダイオードモジュール３０が１０個、８個、５個でそれぞれ装着される第１、第２、
第３二段ブロック４５ａ、４５ｂ、４５ｃを含むことを基本とし、第１二段ブロック４５
ａの場合、第２発光ダイオードモジュール３０は下部傾斜部４３に５つ、上部傾斜部４１
に５つがそれぞれ装着されることを基本とする。
【０１１２】
　また、第２二段ブロック４５ｂの場合、第２発光ダイオードモジュール３０は下部傾斜
部４３に５つ、上部傾斜部４１に３つがそれぞれ装着されることを基本とする。
【０１１３】
　さらに、第３二段ブロック４５ｃの場合、第２発光ダイオードモジュール３０は下部傾
斜部４３に５つが装着されることを基本とする。
【０１１４】
　参考形態として、図３４の（ａ）に示すように、傾斜ブロック部材４０は地面と平行な
水平線を基準として任意の角度で傾斜した単一傾斜部を備えた一段ブロック４６を含むこ
とを基本とする。
【０１１５】
　本参考形態において、単一傾斜部は地面に平行な水平線を基準として６０度に傾斜する
ように形成されることを一例として説明する。
【０１１６】
　また、前記一段ブロック４６は、図３４の（ｂ）、（ｃ）、（ｄ）に示すように、第２
発光ダイオードモジュール３０が１０個、８個、５個でそれぞれ装着される第１、第２、
第３一段ブロック４６ａ、４６ｂ、４６ｃを含むことを基本とする。
【０１１７】
　上述した傾斜ブロック部材４０を用いて道路照明時に主に用いられる配光、すなわち、
第１配光タイプ～第５配光タイプで照明することができるように多様に実施する例は以下
のとおりである。
【０１１８】
　また、下記の例において、ランプハウジング部材１０の側面部１２は前記傾斜ブロック
部材４０が装着されるように１８等分されて、互いに対向する第１および第２ベース装着
部７０、７１と、第１ベース装着部７０の両側から第２ベース装着部７１の両側まで順に
備えられ、第１および第２ベース装着部７０、７１を結ぶ中央線を基準として対称となる
ように一対で備えられる第１～第８装着部８０、８１、８２、８３、８４、８５、８６、
８７を含む。この構成のランプハウジング部材１０を共通として説明する。
【０１１９】
　また、前記ランプハウジング部材１０は下部に透明パネル部材１３が装着され、熱を放
出するヒートシンク部１７が備えられることができ、これは上述した他の例において詳し
く説明したことと同一であるため、説明を省略する。
【０１２０】
　［第１実施形態］
　本実施形態では、図３５の（ａ）に示すように、１０個、８個、５個の第２発光ダイオ
ードモジュール３０がそれぞれ装着された第１、第２、第３三段ブロック４４ａ、４４ｂ
、４４ｃを用いる。すなわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２
発光ダイオードモジュール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に１２度のダイオードレ
ンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ装着され、上部傾斜部４１に、４
５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダ
イオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第
１三段ブロック４４ａと、第１三段ブロック４４ａを基準として、第２発光ダイオードモ
ジュール３０が下部傾斜部４３に５つ、上部傾斜部４１に３つそれぞれ装着された第２三
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段ブロック４４ｂと、第２発光ダイオードモジュール３０が下部傾斜部４３に５つ装着さ
れた第３三段ブロック４４ｃとを用いる。
【０１２１】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を８つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第２、第３三段ブロック４４ａ、４
４ｂ、４４ｃを組み合わせて装着するが、第１装着部８０および第２装着部８１に第３三
段ブロック４４ｃを装着し、第３装着部８２に第１三段ブロック４４ａを装着し、第４、
第５装着部８３、８４に第２三段ブロック４４ｂを装着する。
【０１２２】
　また、前記第４、第５装着部８３、８４の第２三段ブロック４４ｂは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１２３】
　本実施形態は、図３５の（ｂ）に示すように第２配光タイプの配光を形成し、図３５の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が７６６０ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が６０度である。
【０１２４】
　すなわち、本実施形態では、最大カンデラが高く、また、最大カンデラの垂直角度が６
０度であって、以下の第２配光タイプの他の実施形態を含めて最も大きい。
【０１２５】
　最大カンデラが高くて最大カンデラの垂直角度が大きいということは、灯器具が照らす
面の均斉度が高いということを意味するため、本実施形態は、第２タイプ配光において最
も良い均斉度を有するようになる実施形態である。
【０１２６】
　また、本実施形態では、大部分の光を、照らそうとする道路面に集中させることにより
、道路のみを照明する状況において効率的な照明が可能となる。
【０１２７】
　［第２実施形態］
　本実施形態では、図３６の（ａ）に示すように、１０個、８個、５個の第２発光ダイオ
ードモジュール３０がそれぞれ装着された第１、第２、第３三段ブロック４４ａ、４４ｂ
、４４ｃを用いる。すなわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２
発光ダイオードモジュール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に、２５度のダイオード
レンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が１つ、３０度のダイオードレンズを
備えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、
４５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度の
ダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された
第１三段ブロック４４ａと、第１三段ブロック４４ａを基準として、第２発光ダイオード
モジュール３０が下部傾斜部４３に５つ、上部傾斜部４１に３つ装着された第２三段ブロ
ック４４ｂと、第２発光ダイオードモジュール３０が下部傾斜部４３に５つ装着された第
３三段ブロック４４ｃとを用いる。
【０１２８】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を８つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第２、第３三段ブロック４４ａ、４
４ｂ、４４ｃを組み合わせて装着するが、第１装着部８０および第２装着部８１に第３三
段ブロック４４ｃを装着し、第３装着部８２に第１三段ブロック４４ａを装着し、第４、
第５装着部８３、８４に第２三段ブロック４４ｂを装着する。
【０１２９】
　また、前記第４、第５装着部８３、８４の第２三段ブロック４４ｂは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
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うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１３０】
　本実施形態は、図３６の（ｂ）に示すように第２配光タイプの配光を形成し、図３６の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が７１０５ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が５０度である。
【０１３１】
　すなわち、本実施形態は、最大カンデラおよび最大カンデラの垂直角度（６０度）が他
の実施形態の平均であり、最も幅広い用途で適切に実施することができる例である。
【０１３２】
　［第３実施形態］
　本実施形態では、図３７の（ａ）に示すように、１０個、８個、５個の第２発光ダイオ
ードモジュール３０がそれぞれ装着された第１、第２、第３二段ブロック４５ａ、４５ｂ
、４５ｃを用いる。すなわち、下部傾斜部４３に、２５度のダイオードレンズを備えた第
２発光ダイオードモジュール３０が２つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダ
イオードモジュール３０が３つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオー
ドレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズ
を備えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１二段ブロック
４５ａと、第１二段ブロック４５ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が
下部傾斜部４３に５つ、上部傾斜部４１に３つそれぞれ装着された第２二段ブロック４５
ｂと、第２発光ダイオードモジュール３０が下部傾斜部４３に５つ装着された第３二段ブ
ロック４５ｃとを用いる。
【０１３３】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を８つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第２、第３二段ブロック４５ａ、４
５ｂ、４５ｃを組み合わせて装着するが、第１装着部８０および第２装着部８１に第３二
段ブロック４５ｃを装着し、第３装着部８２に第１二段ブロック４５ａを装着し、第４、
第５装着部８３、８４に第２二段ブロック４５ｂを装着する。
【０１３４】
　また、前記第４、第５装着部８３、８４の第２二段ブロック４５ｂは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１３５】
　本実施形態は、図３７の（ｂ）に示すように第２配光タイプの配光を形成し、図３７の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が７７１６ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が５０度である。
【０１３６】
　すなわち、本実施形態は、最大カンデラが最大に高くて高い均斉度を有するようになる
実施形態である。
【０１３７】
　また、本実施形態では、大部分の光を、照らそうとする道路面に集中させることにより
、道路のみを照明する状況において効率的な照明が可能となる。
【０１３８】
　［第１参考形態］
　本参考形態では、図３８の（ａ）に示すように、１０個、８個、５個の第２発光ダイオ
ードモジュール３０がそれぞれ装着された第１、第２、第３一段ブロック４６ａ、４６ｂ
、４６ｃを用いる。すなわち、下部には２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイ
オードモジュール３０が２つ装着され、中間部分には、３０度のダイオードレンズを備え
た第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、４５度のダイオードレンズを備えた第２発
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光ダイオードモジュール３０が３つそれぞれ装着され、上部には３０度のダイオードレン
ズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つ装着される第１一段ブロック４６ａ
と、第１一段ブロック４６ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が８つ装
着された第２一段ブロック４６ｂと、第２発光ダイオードモジュール３０が５つ装着され
た第３一段ブロック４６ｃとを用いる。
【０１３９】
　また、本参考形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を８つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、２、３一段ブロック４６ａ、４６ｂ
、４６ｃを組み合わせて装着するが、第１装着部８０および第２装着部８１に第３一段ブ
ロック４６ｃを装着し、第３装着部８２に第１一段ブロック４６ａを装着し、第４、第５
装着部８３、８４に第２一段ブロック４６ｂを装着する。
【０１４０】
　また、前記第４、第５装着部８３、８４の第２一段ブロック４６ｂは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１４１】
　本参考形態は、図３８の（ｂ）に示すように第２配光タイプの配光を形成し、図３８の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が７０９２ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が５０度である。
【０１４２】
　すなわち、本参考形態は、一段ブロック４６を用いて生産性、組立性が優れており、作
動時に熱伝導率が高くて、作動、生産などにおいて全体的に高い安全性を有する。
【０１４３】
　また、本参考形態は、街灯電柱１００の下に向かう光がランプハウジング部材１０の直
ぐ下も照らす状況に有利な配光である。
【０１４４】
　［第４実施形態］
　本実施形態では、図３９の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３三段ブロック４４ａ、４４ｃを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発
光ダイオードモジュール３０が１つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオ
ードモジュール３０が２つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレ
ンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備
えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１三段ブロック４４
ａと、第１三段ブロック４４ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が下部
傾斜部４３に５つ装着された第３三段ブロック４４ｃとを用いる。
【０１４５】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を５つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第３三段ブロック４４ａ、４４ｃを
組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０に第３三段ブロック４４ｃを装着し、第
１装着部８０～第３装着部８２に第１三段ブロック４４ａを装着し、第４装着部８３に第
３三段ブロック４４ｃを装着する。
【０１４６】
　また、前記第２、第３装着部８１、８２の第１三段ブロック４４ａは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１４７】
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　本実施形態は、図３９の（ｂ）に示すように第３配光タイプの配光を形成し、図３９の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が７７９３ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が５０度である。
【０１４８】
　本実施形態は、ランプハウジング部材１０における第２発光ダイオードモジュール３０
が装着された後側に光が照明されず、複数の第２発光ダイオードモジュール３０が対向す
る道路側のみに照明することにおいて効率的な実施形態である。
【０１４９】
　［第５実施形態］
　本実施形態では、図４０の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３二段ブロック４５ａ、４５ｃを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジ
ュール３０が２つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３
０が３つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレンズを備えた第２
発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイ
オードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１二段ブロック４５ａと、第１二段ブ
ロック４５ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が下部傾斜部４３に５つ
装着された第３二段ブロック４５ｃとを用いる。
【０１５０】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を５つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第３二段ブロック４５ａ、４５ｃを
組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０に第３二段ブロック４５ｃを装着し、第
１装着部８０～第３装着部８２に第１二段ブロック４５ａを装着し、第４装着部８３に第
３二段ブロック４５ｃを装着する。
【０１５１】
　また、前記第２、第３装着部８１、８２の第１二段ブロック４５ａは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１５２】
　本実施形態は、図４０の（ｂ）に示すように第３配光タイプの配光を形成し、図４０の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が８４５２ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が５０度である。
【０１５３】
　すなわち、本実施形態は、最大カンデラが最大に高くて高い均斉度を有するようになり
、ランプハウジング部材１０における第２発光ダイオードモジュール３０が装着された後
側に光が照明されず、複数の第２発光ダイオードモジュール３０が対向する道路側にのみ
照明することにおいて効率的な実施形態である。
【０１５４】
　［第２参考形態］
　本参考形態では、図４１の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３一段ブロック４６ａ、４６ｃを用いる。す
なわち、下部には２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０
が２つ装着され、中間部分には、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオード
モジュール３０が３つ、４５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュー
ル３０が３つそれぞれ装着され、上部には３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダ
イオードモジュール３０が２つ装着される第１一段ブロック４６ａと、第１一段ブロック
４６ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が５つ装着された第３一段ブロ
ック４６ｃとを用いる。
【０１５５】
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　また、本参考形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０を５つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第３一段ブロック４６ａ、４６ｃを
組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０に第３一段ブロック４６ｃを装着し、第
１装着部８０～第３装着部８２に第１一段ブロック４６ａを装着し、第４装着部８３に第
３一段ブロック４６ｃを装着する。
【０１５６】
　また、前記第２、第３装着部８１、８２の第１一段ブロック４６ａは、その両側端の角
度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端の
うちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かっ
て１０度傾斜するようにする。
【０１５７】
　本参考形態は、図４１の（ｂ）に示すように第３配光タイプの配光を形成し、図４１の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が８１７２ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が６０度である。
【０１５８】
　本参考形態では、最大カンデラが高く、最大カンデラの垂直角度が６０度であって、第
３配光タイプの他の実施形態を含めて最も大きい。
【０１５９】
　最大カンデラが高くて最大カンデラの垂直角度が大きいということは、灯器具が照らす
面の均斉度が高いということを意味するため、本参考形態は第３タイプ配光において最も
良い均斉度を有するようになる形態である。
【０１６０】
　また、本参考形態は、一段ブロック４６を用いて生産性、組立性が優れており、作動時
に熱伝導率が高くて、作動、生産などにおいて全体的に高い安全性を有する。
【０１６１】
　本参考形態は、ランプハウジング部材１０における第２発光ダイオードモジュール３０
が装着された後側に光が照明されず、複数の第２発光ダイオードモジュール３０が対向す
る道路側にのみ照明することにおいて効率的な形態である。
【０１６２】
　［第６実施形態］
　本実施形態では、図４２の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３三段ブロック４４ａ、４４ｃを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発
光ダイオードモジュール３０が１つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオ
ードモジュール３０が２つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレ
ンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備
えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１三段ブロック４４
ａと、第１三段ブロック４４ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が下部
傾斜部４３に５つ装着された第３三段ブロック４４ｃとを用いる。
【０１６３】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に第１発光ダイオードモジュール
２０が５つ装着された第１、第２、第３上部発光ダイオード部２０ａ、２０ｂ、２０ｃを
備える。
【０１６４】
　第１上部発光ダイオード部２０ａは上部プレート部１１の下部面の中央に備えられる。
第２、第３上部発光ダイオード部２０ｂ、２０ｃは第１ベース装着部７０と第２ベース装
着部７１とを結ぶ線の両側に備えられるとともに、２０度の角度調整ブロック１８を装着
面の間に備えて、照明しようとする道路側に向かって２０度に傾斜するように備えられる
。
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【０１６５】
　また、本実施形態では、側面部１２の内側面に前記第１、第３三段ブロック４４ａ、４
４ｃを組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０および第１装着部８０に第３三段
ブロック４４ｃを装着し、第２装着部８１および第３装着部８２に第１三段ブロック４４
ａを装着し、第４装着部８３に第３三段ブロック４４ｃを装着する。
【０１６６】
　また、前記第１、第２装着部８０、８１の第３、第１三段ブロック４４ｃ、４４ａは、
その両側端角度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、こ
れら両側端のうちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、
外側に向かって１０度傾斜するようにする。また、第３装着部８２の第１三段ブロック４
４ａは、その両側端角度を調整する２０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備え
るが、これら両側端のうちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備
えられ、外側に向かって２０度傾斜するようにする。
【０１６７】
　本実施形態は、図４２の（ｂ）に示すように第４配光タイプの配光を形成し、図４２の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が８４４０ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が６０度である。
【０１６８】
　本実施形態では、第４配光タイプの実施形態において最大カンデラが高く、最大カンデ
ラの垂直角度が６０度と大きいため、均斉度が高い特徴がある。
【０１６９】
　また、本実施形態は、ランプハウジング部材１０と近接するように最大カンデラが発生
して街灯電柱１００の下方の周辺部に光量が集中されるため、狭い領域を明るく集中的に
照らすのに使用し易い実施形態である。
【０１７０】
　［第７実施形態］
　本実施形態では、図４３の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３三段ブロック４４ａ、４４ｃを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発
光ダイオードモジュール３０が１つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオ
ードモジュール３０が２つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレ
ンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備
えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１三段ブロック４４
ａと、第１三段ブロック４４ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が下部
傾斜部４３に５つ装着された第３三段ブロック４４ｃとを用いる。
【０１７１】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面の中央に第１発光ダイオードモジ
ュール２０が５つ装着され、側面部１２の内側面に前記第１、第３三段ブロック４４ａ、
４４ｃを組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０および第１装着部８０～第３装
着部８２に第１三段ブロック４４ａを装着し、第４装着部８３に第３三段ブロック４４ｃ
を装着する。
【０１７２】
　また、前記第１装着部８０～第３装着部８２の第１三段ブロック４４ａは、その両側端
角度を調整する２０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端
のうちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外側に向か
って２０度傾斜するようにする。
【０１７３】
　本実施形態は、図４３の（ｂ）に示すように第４配光タイプの配光を形成し、図４３の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が１４１７６ｄであり、最大カンデラの垂直角
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度が５０度である。
【０１７４】
　本実施形態は、第４配光タイプの実施形態において最大カンデラが最も高くて均斉度が
高い特徴があり、ランプハウジング部材１０と距離を置いて最大カンデラが発生して、広
い領域を照らすのに使用し易く、均一な配光形状を得ることができる実施形態である。
【０１７５】
　［第８実施形態］
　本実施形態では、図４４の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３二段ブロック４５ａ、４５ｃを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジ
ュール３０が２つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３
０が３つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレンズを備えた第２
発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイ
オードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１二段ブロック４５ａと、第１二段ブ
ロック４５ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が下部傾斜部４３に５つ
装着された第３二段ブロック４５ｃとを用いる。
【０１７６】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面の中央に第１発光ダイオードモジ
ュール２０を２つ装着し、側面部１２の内側面に前記第１、第３二段ブロック４５ａ、４
５ｃを組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０および第１装着部８０～第３装着
部８２に第１二段ブロック４５ａを装着し、第４装着部８３に第３二段ブロック４５ｃを
装着する。
【０１７７】
　また、前記第１、第２装着部８０、８１の第１二段ブロック４５ａと、第４装着部８３
の第３二段ブロック４５ｃとは、その両側端角度を調整する１０度の角度調整ブロック１
８を装着面との間に備えるが、これら両側端のうちで第１ベース装着部７０に対向する一
端が上げられるように備えられ、外側に向かって１０度傾斜するようにする。また、第３
装着部８２の第１二段ブロック４５ａは、その両側端角度を調整する２０度の角度調整ブ
ロック１８を装着面との間に備えるが、これら両側端のうちで第１ベース装着部７０に対
向する一端が上げられるように備えられ、外側に向かって２０度傾斜するようにする。
【０１７８】
　本実施形態は、図４４の（ｂ）に示すように第４配光タイプの配光を形成し、図４４の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が１２０７６ｃｄであり、最大カンデラの垂直
角度が５０度である。
【０１７９】
　本実施形態は、第４配光タイプの実施形態において最大カンデラが高くて均斉度が高い
特徴があり、ランプハウジング部材１０と距離を置いて最大カンデラが発生して、広い領
域を照らすことに使用し易く、均一な配光形状を得ることができる実施形態である。
【０１８０】
　［第９実施形態］
　本実施形態では、図４５の（ａ）に示すように、１０個、３個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第４三段ブロック４４ａ、４４ｄを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発
光ダイオードモジュール３０が１つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオ
ードモジュール３０が２つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレ
ンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備
えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１三段ブロック４４
ａと、上部傾斜部４１に３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュー
ル３０が３つ装着された第４三段ブロック４４ｄとを用いる。
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【０１８１】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面に５個の第１発光ダイオードモジ
ュール２０がそれぞれ装着された第１、第２、第３、第４上部発光ダイオード部２０ａ、
２０ｂ、２０ｃ、２０ｄを備える。
【０１８２】
　第１上部発光ダイオード部２０ａは上部プレート部１１の下部面の中央に装着され、第
２上部発光ダイオード部２０ｂは第１上部発光ダイオード部２０ａと第２ベース装着部７
１の間に装着され、第３、第４上部発光ダイオード部２０ｃ、２０ｄは第１ベース装着部
７０と第２ベース装着部７１とを結ぶ線の両側に備えられる。第２、第３、第４上部発光
ダイオード部２０ｂ、２０ｃ、２０ｄは２０度の角度調整ブロック１８を装着面の間に備
え、照明しようとする道路側に向かって２０度傾斜するように備えられる。
【０１８３】
　また、本実施形態は、側面部１２の内側面に前記第１、第４三段ブロック４４ａ、４４
ｄを組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０および第１装着部８０～第３装着部
８２には第１三段ブロック４４ａを装着し、第４装着部８３に第４三段ブロック４４ｄを
装着する。
【０１８４】
　また、前記第１、第２、第３装着部８０、８１、８２の第１三段ブロック４４ａは、そ
の両側端角度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、これ
ら両側端のうちで第１ベース装着部７０に対向する一端が上げられるように備えられ、外
側に向かって１０度傾斜するようにする。
【０１８５】
　本実施形態は、図４５の（ｂ）に示すように、第４配光タイプの配光を形成し、図４５
の（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が８３０３ｃｄであり、最大カンデラの垂直
角度が６０度である。
【０１８６】
　本実施形態は、第４配光タイプの実施形態において最大カンデラが高くかつ最大カンデ
ラの垂直角度が大きくて均斉度が高く、ランプハウジング部材１０と近接して最大カンデ
ラが発生して、街灯電柱１００の下方の周辺部に光量が集中されるため、狭い領域を明る
く集中的に照らすことに使用し易い実施形態である。
【０１８７】
　［実施形態１０］
　本実施形態では、図４６の（ａ）に示すように、１０個、５個の第２発光ダイオードモ
ジュール３０がそれぞれ装着された第１、第３三段ブロック４４ａ、４４ｃを用いる。す
なわち、下部傾斜部４３に２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ装着され、中間傾斜部４２に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発
光ダイオードモジュール３０が１つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオ
ードモジュール３０が２つそれぞれ装着され、上部傾斜部４１に、４５度のダイオードレ
ンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ、３０度のダイオードレンズを備
えた第２発光ダイオードモジュール３０が２つそれぞれ装着された第１三段ブロック４４
ａと、第１三段ブロック４４ａを基準として、第２発光ダイオードモジュール３０が下部
傾斜部４３に５つ装着された第３三段ブロック４４ｃとを用いる。
【０１８８】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面の中央に第１発光ダイオードモジ
ュール２０が５つ装着され、側面部１２の内側面に前記第１、第３三段ブロック４４ａ、
４４ｃを組み合わせて装着するが、第１ベース装着部７０および第４装着部８３に第３三
段ブロック４４ｃを装着し、第１装着部８０～第３装着部８２に第１三段ブロック４４ａ
を装着する。
【０１８９】
　また、前記第２、第３装着部８１、８２の第１三段ブロック４４ａおよび第４装着部８
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３の第３三段ブロック４４ｃは、その両側端角度を調整する１０度の角度調整ブロック１
８を装着面との間に備えるが、これら両側端のうちで第１ベース装着部７０に対向する一
端が上げられるように備えられ、外側に向かって１０度傾斜するようにする。
【０１９０】
　前記第１装着部８０の第１三段ブロック４４ａは、上下方向角度を調整する３０度の角
度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、上部傾斜部４１の端部が上げられて更に
追加で３０度傾斜するようにする。
【０１９１】
　本実施形態は、図４６の（ｂ）に示すように第４配光タイプの配光を形成し、図４６の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が９２３６ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が６０度である。
【０１９２】
　本実施形態は、第４配光タイプの実施形態において最大カンデラが最も高くて均斉度が
高い特徴があり、ランプハウジング部材１０の下部に光量が集中されるため、狭い領域を
明るく集中的に照らすのに用い易い実施形態である。
【０１９３】
　［実施形態１１］
　本実施形態では、図４７の（ａ）に示すように、５個、３個の第２発光ダイオードモジ
ュール３０がそれぞれ装着された第３、第４二段ブロック４５ｃ、４５ｄを用いる。すな
わち、下部傾斜部４３に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０
が３つそれぞれ装着された第３二段ブロック４５ｃと、下部傾斜部４３に３０度のダイオ
ードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ装着された第４三段ブロッ
ク４４ｄとを用いる。
【０１９４】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面の中央に第１発光ダイオードモジ
ュール２０が２つ装着され、側面部１２の内側面に前記第３、第４三段ブロック４４ｃ、
４４ｄを組み合わせて装着するが、第１、第２ベース装着部７０、７１に第４三段ブロッ
ク４４ｄを装着し、第１装着部８０～第８装着部８７に第３三段ブロック４４ｃを装着す
る。
【０１９５】
　また、前記第１装着部８０の第３三段ブロック４４ｃおよび第８装着部８７の第３三段
ブロック４４ｃは、その両側端角度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面と
の間に備えるが、第１装着部８０における一対の第３三段ブロック４４ｃが互いに対向し
、第８装着部８７における一対の第３三段ブロック４４ｃが互いに対向した状態で１０度
傾斜するように備える。
【０１９６】
　また、第４装着部８３および第５装着部８４の第３三段ブロック４４ｃは、その両側端
角度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面との間に備えるが、第４装着部８
３および第５装着部８４の第３三段ブロック４４ｃが互いに対向した状態で１０度傾斜す
るように備える。
【０１９７】
　本実施形態は、図４７の（ｂ）に示すように第５配光タイプの配光を形成し、図４７の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が６０９９ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が６０度である。
【０１９８】
　本実施形態は、第５配光タイプの実施形態において、最大カンデラが高くかつ最大カン
デラの垂直角度が大きくて均斉度が高い特徴があり、ランプハウジング部材１０の下部に
多様な角度で光を照らし、広い領域を照らすのに使用し易い実施形態である。
【０１９９】
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　［実施形態１４］
　本実施形態では、図４８の（ａ）に示すように、５個、３個の第２発光ダイオードモジ
ュール３０がそれぞれ装着された第３、第４二段ブロック４５ｃ、４５ｄを用いる。すな
わち、下部傾斜部４３に、２５度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュ
ール３０が２つ、３０度のダイオードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０
が３つそれぞれ装着された第３二段ブロック４５ｃと、下部傾斜部４３に３０度のダイオ
ードレンズを備えた第２発光ダイオードモジュール３０が３つ装着された第４二段ブロッ
ク４５ｄとを用いる。
【０２００】
　また、本実施形態では、上部プレート部１１の下部面の中央に第１発光ダイオードモジ
ュール２０が２つ装着され、側面部１２の内側面に前記第３、第４三段ブロック４４ｃ、
４４ｄを組み合わせて装着するが、第１、第２ベース装着部７０、７１に第４三段ブロッ
ク４４ｄを装着し、第１装着部８０～第８装着部８７に第３三段ブロック４４ｃを装着す
る。
【０２０１】
　また、前記第１装着部８０の第３三段ブロック４４ｃおよび第８装着部８７の第３三段
ブロック４４ｃは、その両側端角度を調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面の
間に備えるが、第１装着部８０における一対の第３二段ブロック４５ｃが互いに対向し、
第８装着部８７における一対の第３三段ブロック４４ｃが互いに対向した状態で１０度傾
斜するように備える。
【０２０２】
　また、第４装着部８３および第５装着部８４の第３二段ブロック４５ｃは両側端角度を
調整する１０度の角度調整ブロック１８を装着面の間に備えるが、第４装着部８３および
第５装着部８４の第３二段ブロック４５ｃが互いに対向するように１０度傾斜するように
備える。
【０２０３】
　本実施形態は、図４８の（ｂ）に示すように第５配光タイプの配光を形成し、図４８の
（ｃ）に示すように最大カンデラ（ｃｄ）が６５７９ｃｄであり、最大カンデラの垂直角
度が６０度である。
【０２０４】
　本実施形態は、第５配光タイプの実施形態において、最大カンデラが高くかつ最大カン
デラの垂直角度が大きくて均斉度が高い特徴があり、ランプハウジング部材１０の下部に
多様な角度で光を照らし、広い領域を照らすのに使用し易い実施形態である。
【０２０５】
　上述したように、本発明は、ランプハウジング部材１０において側面部１２に装着され
る第２発光ダイオードモジュール３０の装着角度および個数を自由に調整して照明設計時
に要求される多様な配光を容易に得ることができ、道路照明設計時の自由度を増大させる
。
【０２０６】
　本発明は上述した実施形態に限定されるものではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲
内で多様に変更して実施することができ、これも本発明の構成に含まれる。
【０２０７】
　また、本発明は、上述したように街灯用として用いられることを基本とするが、この他
の多様な配光で照明すべくいかなる用途でも使用が可能である。
【符号の説明】
【０２０８】
　１０　　ランプハウジング部材
　１１　　上部プレート部
　１２　　側面部
　１３　　透明パネル部材
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　１４　　固定板
　１５　　締結ボルト
　１６　　パッキングリング
　１７　　ヒートシンク部
　１８　　角度調整ブロック
　２０　　第１発光ダイオードモジュール
　３０　　第２発光ダイオードモジュール
　４０　　傾斜ブロック部材
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【図２】
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