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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
非対称ＬＥＤ照明器具において、
一方の側面が斜めな傾斜を有する四角形状の非対称型の外装ケースと；
前記外装ケースの内部に位置し、光を発光する多数のＬＥＤ光源モジュールが整列されて
形成されたＬＥＤ光源モジュールアレイと；
前記外装ケース外部の一側に位置し、前記ＬＥＤ光源モジュールに電源を供給するコンバ
ータと；
前記ＬＥＤ光源モジュールの光を反射させる多屈折の反射笠と；で構成され、
前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、
前記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤモジュールベースと、前記ＬＥＤモジ
ュールベースの下部と連結結合される多数のＬＥＤモジュールブラケットと、前記各々の
ＬＥＤモジュールブラケットの下部に結合される多数のメタルＰＣＢ基板と、前記メタル
ＰＣＢ基板上に結合する多数のＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップで発光する光を集束さ
せる多数のレンズと、を含み、
前記モジュールベースの下部は円筒のパイプ構造であり、前記モジュールブラケットの上
部は凹型のアーチ構造で形成されて、モジュールクランプを用いて連結結合され、照明角
度をモジュールブラケットの回転によって調節し、
光源から発生した熱は、モジュールブラケットとモジュールベースを通じて外装ケースに
伝導によって放熱され、パイプ構造で空気の対流によって放熱されることを特徴とするＬ
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ＥＤ照明器具。
 
【請求項２】
対称ＬＥＤ照明器具において、
両方の側面がいずれも斜めな傾斜を有する四角形状の対称型の外装ケースと；
前記外装ケースの内部に位置し、光を発光する多数のＬＥＤ光源モジュールが整列されて
形成されたＬＥＤ光源モジュールアレイと；
前記外装ケースと分離構成され、ＬＥＤ光源モジュールに電源を供給するコンバータと；
前記ＬＥＤ光源モジュールの光を反射させる多屈折の反射笠と；で構成され、
前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、
前記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤモジュールベースと、前記ＬＥＤモジ
ュールベースの下部と連結結合される多数のＬＥＤモジュールブラケットと、前記各々の
ＬＥＤモジュールブラケットの下部に結合される多数のメタルＰＣＢ基板と、前記メタル
ＰＣＢ基板上に結合する多数のＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップで発光する光を集束さ
せる多数のレンズと、を含み、
前記モジュールベースの下部は円筒のパイプ構造であり、前記モジュールブラケットの上
部は凹型のアーチ構造で形成されて、モジュールクランプを用いて連結結合され、照明角
度をモジュールブラケットの回転によって調節し、
光源から発生した熱は、モジュールブラケットとモジュールベースを通じて外装ケースに
伝導によって放熱され、パイプ構造で空気の対流によって放熱されることを特徴とするＬ
ＥＤ照明器具。
 
【請求項３】
前記レンズは、レンズベースで結合させ、前記レンズと前記レンズベースをレンズベース
カバーで結合させることを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項４】
前記外装ケースは、放熱のための放熱板を含むことを特徴とする請求項１または２に記載
のＬＥＤ照明器具 。
【請求項５】
前記外装ケースは、下面に光が透過するカバーをさらに含むことを特徴とする請求項１ま
たは２に記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項６】
前記ＬＥＤモジュールブラケットは、凹設されたアーチ形状の上部と平坦な四角形状の下
部を多数の支持台で連結することを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥＤ照明器具
 。
【請求項７】
前記ＬＥＤモジュールベースと前記ＬＥＤモジュールブラケットは、ＬＥＤモジュールク
ランプで結合させることを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項８】
前記ＬＥＤモジュールクランプのボルトでＬＥＤモジュールブラケットを調節し、ＬＥＤ
光源モジュールの角度を調節することを特徴とする請求項７に記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項９】
前記角度は、０～４５度の範囲を有することを特徴とする請求項８に記載のＬＥＤ照明器
具 。
【請求項１０】
前記レンズは、凸状よりなることを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥＤ照明器具
 。
【請求項１１】
前記ＬＥＤ光源モジュールは、個別的に配置されるか、またはグループ別に配置され、Ｌ
ＥＤ光源モジュールアレイを形成し、前記ＬＥＤ光源モジュールは、各々個別的に同一で
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あるか、または異なる角度で調節されることを特徴とする請求項１または２に記載のＬＥ
Ｄ照明器具 。
【請求項１２】
複合レンズを含むＬＥＤ照明器具において、
下部が開放された四角形態を有するハウジングである外装ケースと；
前記外装ケースの内部に位置し、光を発光する多数のＬＥＤ光源モジュールが整列されて
形成されたＬＥＤ光源モジュールアレイと；
前記外装ケース外部の一側に位置し、ＬＥＤ光源モジュールに電源を供給するコンバータ
と；
前記ＬＥＤ光源モジュールの光を反射させる多屈折の反射笠と；で構成され、
前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、
前記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤモジュールベースと、前記ＬＥＤモジ
ュールベースの下部と連結結合される多数のＬＥＤモジュールブラケットと、前記ＬＥＤ
モジュールブラケットの下部に結合される多数のメタルＰＣＢ基板と、前記メタルＰＣＢ
基板上に結合する多数のＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップで発光する光を集束させる多
数のレンズと、を含み、
前記レンズは、多数の曲面または曲率を有し、
前記モジュールベースの下部は円筒のパイプ構造であり、前記モジュールブラケットの上
部は凹型のアーチ構造で形成されて、モジュールクランプを用いて連結結合され、照明角
度をモジュールブラケットの回転によって調節し、
光源から発生した熱は、モジュールブラケットとモジュールベースを通じて外装ケースに
伝導によって放熱され、パイプ構造で空気の対流によって放熱されることを特徴とする複
合レンズを含むＬＥＤ照明器具 。
 
【請求項１３】
前記外装ケースは、いずれか一方の側面が斜めな傾斜を有する非対称形状または両方の側
面がいずれも斜めな傾斜を有する対称形状よりなることを特徴とする請求項１２に記載の
ＬＥＤ照明器具。
【請求項１４】
前記ＬＥＤ光源モジュールは、個別的に配置されるか、またはグループ別に配置され、Ｌ
ＥＤ光源モジュールアレイを形成し、前記ＬＥＤ光源モジュールは、各々個別的に、同一
であるかまたは異なる角度で調節されることを特徴とする請求項１２または１３に記載の
ＬＥＤ照明器具 。
【請求項１５】
前記レンズは、下部と、下部上に形成される曲面部とで構成されることを特徴とする請求
項１２に記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項１６】
前記レンズの下部は、円形、四角形または多角形状のうちいずれか１つの形状よりなり、
曲面部は、円形または卵円形の凸レンズ形状よりなることを特徴とする請求項１５に記載
のＬＥＤ照明器具 。
【請求項１７】
前記レンズは、ロッド形状に長く形成することを特徴とする請求項１２、１５または１６
のいずれかに記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項１８】
前記レンズとレンズベースカバーとの間にＯリングを含んでなることを特徴とする請求項
１２に記載のＬＥＤ照明器具 。
【請求項１９】
前記ＬＥＤ光源モジュールベースの一方の側面部に冷却ファンが設けられることを特徴と
する請求項１、２、１２及び１３のいずれかに記載のＬＥＤ照明器具 。
【発明の詳細な説明】



(4) JP 5706536 B2 2015.4.22

10

20

30

40

50

【技術分野】
【０００１】
本発明は、ＬＥＤ照明器具に関し、より詳細には、ＬＥＤチップの放熱を極大化し、ＬＥ
Ｄ光源モジュールの角度を自由に調節し、多様な形状のレンズを利用するＬＥＤ照明器具
に関する。
【背景技術】
【０００２】
一般的に、ＬＥＤ照明などは、ＬＥＤチップ部分がメタル印刷回路基板（ＰＣＢ）に装着
され、電気的なエネルギーを光のエネルギーに変換して使用することができる特性を有す
る電子部品であって、大容量のＬＥＤ照明を製作しようとするときに必須に発生する熱部
分を効果的に放熱させなければならない問題点を持っている。
【０００３】
これにより、適切な温度を維持しなければならないし、温度管理が不可能な場合、寿命及
び効率低下の問題点を発生するようになる。
【０００４】
また、ＬＥＤ照明は、単位容量が非常に小さく、表面積で光を発散することから、ＬＥＤ
ランプの光を遠く送ることができない。特にＬＥＤ照明は、一般照明の光源に比べて眩し
さ現象が非常に激しいため、大容量の照明を必要とするスポーツ施設の照明部分は眩しさ
現象が問題点として持っていて、室内または室外に使用することが困難であり、また、照
明の均整度を実現するに多くの問題点があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
前述したような従来問題点を解決するために、本発明の目的は、ＬＥＤモジュールベース
とＬＥＤモジュールブラケットを通じて伝導された熱をケース上部の放熱板に放熱させる
ＬＥＤ照明器具を提供することにある。
【０００６】
本発明の他の目的は、ＬＥＤチップで発光する光をレンズに集束させて遠距離まで送るＬ
ＥＤ照明器具を提供することにある。
【０００７】
本発明のさらに他の目的は、照明角度を自由に調節するＬＥＤ照明器具及び照明角度を自
由に調節する複合レンズを含むＬＥＤ照明器具を提供することにある。
【０００８】
本発明のさらに他の目的は、冷却ファンを利用して熱気を循環させて放熱させるＬＥＤ照
明器具を提供することにある。
【０００９】
本発明のさらに他の目的は、表面が曲面よりなるレンズを複合的に配合構成し、設置場所
または目的に合ったＬＥＤ照明器具を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
前述した従来問題点を解決し、上記目的を達成するために、本発明の第１実施例による非
対称ＬＥＤ照明器具は、一方の側面が斜めな傾斜を有する四角形状の非対称型の外装ケー
スと；前記外装ケースの内部に位置し、光を発光する多数のＬＥＤ光源モジュールが整列
されて形成されたＬＥＤ光源モジュールアレイと；前記外装ケース外部の一側に位置し、
前記ＬＥＤ光源モジュールに電源を供給するコンバータと；前記ＬＥＤ光源モジュールの
光を反射させる多屈折の反射笠と；で構成され、前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、前
記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤモジュールベースと、前記ＬＥＤモジュ
ールベースの下部と連結結合される多数のＬＥＤモジュールブラケットと、前記ＬＥＤモ
ジュールブラケットの下部に結合される多数のメタルＰＣＢ基板と、前記メタルＰＣＢ基
板上に結合する多数のＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップで発光する光を集束させる多数
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のレンズと、を含むことを特徴とする。
【００１１】
また、本発明の第２実施例による対称ＬＥＤ照明器具は、両方の側面がいずれも斜めな傾
斜を有する四角形状の対称型の外装ケースと；前記外装ケースの内部に位置し、光を発光
する多数のＬＥＤ光源モジュールが整列されて形成されたＬＥＤ光源モジュールアレイと
；前記外装ケースと分離構成され、ＬＥＤ光源モジュールに電源を供給するコンバータと
；前記ＬＥＤ光源モジュールの光を反射させる多屈折の反射笠と；で構成され、前記ＬＥ
Ｄ光源モジュールアレイは、前記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤモジュー
ルベースと、前記ＬＥＤモジュールベースの下部と連結結合される多数のＬＥＤモジュー
ルブラケットと、前記ＬＥＤモジュールブラケットの下部に結合される多数のメタルＰＣ
Ｂ基板と、前記メタルＰＣＢ基板上に結合する多数のＬＥＤチップと、前記ＬＥＤチップ
で発光する光を集束させる多数のレンズと、を含むことを特徴とする。
【００１２】
前記レンズは、レンズベースで結合させ、前記レンズと前記レンズベースをレンズベース
カバーで結合させることを特徴とする。
【００１３】
前記外装ケースは、放熱のための放熱板を含むことを特徴とする。
【００１４】
前記外装ケースは、下面に光が透過するカバーをさらに含むことを特徴とする。
【００１５】
前記ＬＥＤモジュールブラケットは、凹設されたアーチ形状の上部と平坦な四角形状の下
部を多数の支持台で連結することを特徴とする。
【００１６】
前記ＬＥＤモジュールベースと前記ＬＥＤモジュールブラケットは、ＬＥＤモジュールク
ランプで結合させることを特徴とする。
【００１７】
前記ＬＥＤモジュールクランプのボルトでＬＥＤモジュールブラケットを調節し、ＬＥＤ
光源モジュールの角度を調節することを特徴とする。
【００１８】
前記ＬＥＤ光源モジュールは、０～４５度の範囲を有することを特徴とする。
【００１９】
前記レンズは、凸状よりなることを特徴とする。
【００２０】
前記ＬＥＤ光源モジュールは、個別的に配置されるか、またはグループ別に配置され、Ｌ
ＥＤ光源モジュールアレイを形成し、前記ＬＥＤ光源モジュールは、各々個別的に同一で
あるか、または異なる角度で調節されることを特徴とする。
【００２１】
また、前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、ＬＥＤ光源モジュールベースの一方の側面部
に冷却ファンが設けられることを特徴とする。
【００２２】
また、本発明の第３実施例による複合レンズを含むＬＥＤ照明器具は、下部が開放された
四角形態を有するハウジングである外装ケースと；前記外装ケースの内部に位置し、光を
発光する多数のＬＥＤ光源モジュールが整列されて形成されたＬＥＤ光源モジュールアレ
イと；前記外装ケース外部の一側に位置し、ＬＥＤ光源モジュールに電源を供給するコン
バータと；前記ＬＥＤ光源モジュールの光を反射させる多屈折の反射笠と；で構成され、
前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、前記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤ
モジュールベースと、前記ＬＥＤモジュールベースの下部と連結結合される多数のＬＥＤ
モジュールブラケットと、前記ＬＥＤモジュールブラケットの下部に結合される多数のメ
タルＰＣＢ基板と、前記メタルＰＣＢ基板上に結合する多数のＬＥＤチップと、前記ＬＥ
Ｄチップで発光する光を集束させる多数のレンズと、を含み、前記レンズは、多数の曲面
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または曲率を有することを特徴とする。
【００２３】
また、本発明の前記外装ケースは、いずれか一方の側面が斜めな傾斜を有する非対称また
は両方の側面がいずれも斜めな傾斜を有する対称形状よりなることを特徴とする。
【００２４】
また、本発明の前記ＬＥＤ光源モジュールは、個別的に配置されるか、またはグループ別
に配置され、ＬＥＤ光源モジュールアレイを形成し、前記ＬＥＤ光源モジュールは、各々
個別的に、同一であるかまたは異なる角度で調節されることを特徴とする。
【００２５】
また、本発明の前記レンズは、下部と、下部上に形成される曲面部とで構成されることを
特徴とする。
【００２６】
また、本発明の前記レンズの下部は、円形、四角形または多角形状のうちいずれか１つの
形状よりなり、曲面部は、円形または卵円形の凸レンズ形状よりなることを特徴とする。
【００２７】
また、本発明の前記レンズは、ロッド形状に長く形成することを特徴とする。
【００２８】
また、本発明の前記レンズとレンズベースカバーとの間にＯリングを含んでなることを特
徴とする。
【００２９】
また、本発明のＬＥＤ光源モジュールアレイは、ＬＥＤ光源モジュールベースの一方の側
面部に冷却ファンが設けられることを特徴とする。
【発明の効果】
【００３０】
前述したように、本発明は、ＬＥＤチップで発生する熱を、ＬＥＤモジュールベースとＬ
ＥＤモジュールブラケットを通じて伝導させ、これをケース上部の放熱板に放熱させて、
ＬＥＤ照明器具の寿命及び効率を高める効果がある。
【００３１】
また、本発明は、ＬＥＤチップで発生する熱を、ＬＥＤモジュールベースに設けられた冷
却ファンに放熱させて、ＬＥＤ照明器具の寿命及び効率を高める効果がある。
【００３２】
また、本発明は、レンズを通じて光を集束させて遠距離まで送って、ＬＥＤ光源モジュー
ルを所望の角度で自由に調節することができる効果がある。
【００３３】
また、本発明は、レンズの表面に多数の曲面または曲率を形成し、場所及び目的に合わせ
て光を集束させる効果がある。
【図面の簡単な説明】
【００３４】
図１は、本発明の第１実施例によるケースの側面が非対称に形成される非対称ＬＥＤ照明
器具の断面図である。
図２は、本発明の第１実施例による非対称ＬＥＤ照明器具の側面の下部を示す図である。
図３は、本発明の第１実施例による非対称ＬＥＤ照明器具の右側面を示す図である。
図４ａ及び図４ｂは、本発明の第１実施例によるＬＥＤ光源モジュールの断面を示す図で
ある。
図５は、本発明の第１実施例による非対称ＬＥＤ照明器具のＬＥＤ光源モジュールの配置
角度を示す断面図である。
図６は、本発明の第２実施例によるケースの側面が対称に形成される対称ＬＥＤ照明器具
を示す断面図である。
図７は、本発明の第２実施例による対称ＬＥＤ照明器具のＬＥＤ光源モジュールの配置角
度を示す断面図である。
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図８は、本発明の第３実施例によるケースの側面が非対称に形成される非対称ＬＥＤ照明
器具の断面図である。
図９は、本発明の第３実施例によるケースの側面が対称に形成される対称ＬＥＤ照明器具
を示す断面図である。
図１０は、本発明の第３実施例によるレンズの形状を示す側断面図である。
図１１は、本発明の各々の実施例によるＬＥＤ照明器具の背面配置構造を示す斜視図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【００３５】
以下、添付の図面を参照して本発明による具体的な実施例を詳細に説明する。
図１は、本発明の第１実施例による非対称ＬＥＤ照明器具の断面図であり、図２は、非対
称ＬＥＤ照明器具の側面の下部を示す図であり、図３は、非対称ＬＥＤ照明器具の右側面
を示す図である。
【００３６】
図１～図３に示されたように、本発明の第１実施例による非対称ＬＥＤ照明器具６１は、
外装ケース７０、コンバータ７１、多数のＬＥＤ光源モジュールが整列されてなるＬＥＤ
光源モジュールアレイａ、ｂ、ｃ及び多屈折の反射笠６２で構成される。
【００３７】
前記外装ケース７０は、下部が開放された四角形態を有し、斜めな傾斜を有する一方の側
面７３を含んでハウジングされる。
【００３８】
前記外装ケース７０の上部には、放熱のためにケース表面と垂直するようにパターンが形
成された放熱板が設けられている。
【００３９】
前記外装ケース７０は、角度調節部８１と連結され、ヒンジ（ｈｉｎｇｅ）を通じて天井
やレールに結合する。
【００４０】
前記外装ケース７０の内部には、光を発光する多数のＬＥＤ光源モジュールアレイａ、ｂ
、ｃが装着される。
【００４１】
前記ＬＥＤ光源モジュールアレイａ、ｂ、ｃは、多数のＬＥＤ光源モジュール１を横にま
たは縦に整列されてなる。ここで、前記ＬＥＤ光源モジュール１の個数は、照明の容量及
び用途によって調節することができる。
【００４２】
また、前記ＬＥＤ光源モジュール１は、ＬＥＤ光源モジュールアレイａ、ｂ、ｃ内に個別
的に配置されることができ、または、互いに同一であるか、異なる種類よりなる多数のグ
ループ別に配置され、前記ＬＥＤ光源モジュールアレイが形成されることができ、前記Ｌ
ＥＤ光源モジュール１は、各々個別的に角度調節が行われる。
【００４３】
前記多屈折の反射笠６２は、ＬＥＤ光源モジュール１と結合されて発散される光を反射さ
せて光の反射効率を高める。
【００４４】
前記外装ケース７０の下面は、カバー８２と連結され、前記外装ケース７０とカバー８２
は、ボルトまたはクリップ（ｃｌｉｐ）で締結する。
【００４５】
ここで、前記カバー８２は、光が透過するように透明または半透明のカバー８２を使用す
ることが好ましく、前記カバー８２の材質は、プラスチックや強化ガラスなどよりなるこ
とが好ましい。
【００４６】
前記コンバータ７１は、外装ケース７０の外部の一側に設けられ、ＬＥＤ光源モジュール
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１に電源を供給する。ここで、前記コンバータ７１は、コンバータ外装ケース７２で保護
し、前記コンバータ外装ケース７２は、一側が開放された四角形態よりなる。
【００４７】
前記コンバータ外装ケース７２は、放熱のためにケース表面と垂直となるようにパターン
が形成された放熱板よりなる。
【００４８】
図４ａ及び図４ｂは、本発明によるＬＥＤ光源モジュール１の断面を示す図である。
本発明のＬＥＤ光源モジュール１は、多数が整列されてＬＥＤ光源モジュールアレイを形
成することができる。 図４ａ及び図４ｂに示されたように、前記ＬＥＤ光源モジュール
１は、前記外装ケース内部の上面の一側に結合するＬＥＤモジュールベース５１と、前記
ＬＥＤモジュールベース５１と連結されるＬＥＤモジュールブラケット３１と、前記ＬＥ
Ｄモジュールブラケット３１に結合されるメタルＰＣＢ基板２１と、前記メタルＰＣＢ基
板２１に挿入された多数のＬＥＤチップ１１と、前記ＬＥＤチップ１１で発光された光を
集束させて照射するレンズ４１と、前記レンズ４１を結合するためのレンズベース４２と
、前記レンズ４１とレンズベース４２を結合固定させるレンズベースカバー４３とで構成
される。
【００４９】
従って、前記ＬＥＤ光源モジュールアレイは、前記外装ケース内部の上面の一側に結合す
るＬＥＤモジュールベース５１と、前記ＬＥＤモジュールベースの下部と連結結合される
多数のＬＥＤモジュールブラケット３１と、前記各々のＬＥＤモジュールブラケットの下
部に結合される多数のメタルＰＣＢ基板２１と、前記メタルＰＣＢ基板上に結合する多数
のＬＥＤチップ１１と、前記ＬＥＤチップ１１で発光する光を集束させる多数のレンズ４
１とを含む。
【００５０】
ここで、前記ＬＥＤモジュールベース５１は、外気の温度または発熱条件によって一方の
側面部に冷却ファン５２を備えることができる。
【００５１】
ここで、前記ＬＥＤモジュールベース５１は、外装ケース７０内部の上面の一側に結合す
る。この際、前記ＬＥＤモジュールベース５１の形態は、円形、四角、多角形態のうちい
ずれか１つと支持台とで構成される。
【００５２】
前記ＬＥＤモジュールベース５１の上部結合部は、ボルトまたはスナップ結合で外装ケー
ス７０と締結される。
【００５３】
そして、前記ＬＥＤモジュールベース５１は、ＬＥＤモジュールブラケット３１と組み立
て装着されることができるように成形製作された締結部を有する。
【００５４】
前記冷却ファン５２が設けられる場合、これは、ＬＥＤモジュールベース５１と一方の側
面部で結合され、コンバータ７１の制御命令によって動作し、ＬＥＤ光源モジュールアレ
イａ、ｂ、ｃを構成するＬＥＤ光源モジュール１の個数によって、すなわちＬＥＤ照明器
具の容量によって冷却ファン５２の容量が変わって、ＬＥＤ光源１で発生する熱が少ない
場合には使用しなくてもよい。
【００５５】
前記ＬＥＤモジュールブラケット３１は、各々ＬＥＤモジュールベース５１の下部と連結
結合され、結合されるＬＥＤモジュールブラケット３１の上部は、凹設されたアーチ形状
よりなり、ＬＥＤモジュールブラケット３１の下部は、平たい四角形態を有する。この際
、ＬＥＤモジュールブラケット３１の上部とＬＥＤモジュールベース５１の下部との間に
は、多数の支持台を含んでいる。
【００５６】
また、前記冷却ファン５２をＬＥＤ照明器具の容量によって結合することができるように
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、ＬＥＤモジュールベース５１と結合する部分には別途の加工なしに組み立て締結するこ
とができるように成形製作されたボルトホールを形成し、冷却ファン５２を設置すること
ができる。
【００５７】
そして、前記ＬＥＤモジュールベース５１と前記ＬＥＤモジュールブラケット３１は、冷
却ファン５２空気の対流現象を極大化するためにパイプ構造よりなる。
【００５８】
また、前記ＬＥＤモジュールブラケット３１とＬＥＤモジュールベース５１は、ＬＥＤモ
ジュールクランプ３２を利用して締結結合させる。
【００５９】
そして、前記ＬＥＤモジュールブラケット３１の下部には、メタルＰＣＢ基板２１と、レ
ンズ４１を装着するためのレンズベース４２と、レンズベースカバー４３をさらに含んで
なる。ここで、前記メタルＰＣＢ基板２１の上面には、ＬＥＤチップ１１を動作させるた
めの制御回路が設けられており、下面には、ＬＥＤチップ１１が結合されて構成される。
【００６０】
前記ＬＥＤチップ１１は、コンバータ７１の実行命令に従って光を発光し、赤色、緑色、
青色及び白色に限定されず、多様な色相で具現可能であり、多数を具備して光を発光させ
ることが好ましい。
【００６１】
前記レンズ４１は、ＬＥＤチップ１１の下部に位置し、ＬＥＤモジュールブラケット３１
下部の両端に設置されたレンズベース４２とレンズベースカバー４３に結合する。
【００６２】
前記レンズ４１は、ＬＥＤチップ１１の光を集束させて遠距離地点まで送ることができる
ように凸状よりなっている。
【００６３】
ここで、前記レンズベース４２及びレンズベースカバー４３は、ＬＥＤモジュールブラケ
ット３１の下部の両端に位置するように設けられる。
【００６４】
この際、前記レンズベース４２は、レンズ４１を固定結合するように成形された部品であ
って、“『”または“』”
形状に折り曲げ加工される。
【００６５】
また、前記レンズベースカバー４３は、レンズ４１及びレンズベース４２を結合固定させ
ることができるように設けられた部品であって、レンズベース４２の外側に位置し、レン
ズベース４２を取り囲んで結合させる。
【００６６】
そして、前記レンズベースカバー４３は、“『” または“』”
または形態で“［” または“］”形状に折り曲げ加工される。
【００６７】
前記図４ａは、 ＬＥＤ光源モジュールの配置角度が２５度である場合を示すものであり
、図４ｂは、配置角度が０である場合を示すものである。
【００６８】
図５は、本発明の第１実施例による非対称ＬＥＤ照明器具のＬＥＤ光源モジュールアレイ
の配置角度を示す断面図である。
【００６９】
図５に示されたように、ＬＥＤ光源モジュール１またはＬＥＤ光源モジュールアレイａ、
ｂ、ｃは、照明の容量または建築物の設置条件などによって傾斜角度を互いに異にして設
置することができる。また、前記ＬＥＤ光源モジュールアレイａ、ｂ、ｃと結合された多
屈折の反射笠６２は、傾斜角度を調節することができ、この際、傾斜角度は、０～４５度
の範囲が好ましい。
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【００７０】
前記ＬＥＤ光源モジュールアレイａ、ｂ、ｃまたは多屈折の反射笠６２の傾斜角度は、Ｌ
ＥＤモジュールクランプ３２のボルトを利用してＬＥＤモジュールベース５１と結合され
たＬＥＤモジュールブラケット３１を調節して行われる。
【００７１】
図６は、本発明の第２実施例による対称ＬＥＤ照明装置を示す図であり、図７は、対称Ｌ
ＥＤ照明装置のＬＥＤ光源モジュールアレイの配置角度を示す図である。
【００７２】
図６及び図７に示されたように、本発明の第２実施例による対称ＬＥＤ照明器具６１ａは
、前記第１実施例と同一であるが、外装ケース７０が斜めな傾斜を有する対称側面７４を
さらに含み、コンバータ７１は、外装ケース７０と分離して構成される。
【００７３】
本発明は、ＬＥＤチップ１１で発生する熱をＬＥＤモジュールブラケット３１とＬＥＤモ
ジュールベース５１を結合させたＬＥＤモジュールクランプ３２を通じて伝導させ、この
ように伝導された熱は、非対称または対称ＬＥＤ照明器具６１、６１ａの外装ケース７０
の表面に設置された放熱板に伝達され、放熱を極大化することができる。
【００７４】
また、本発明のＬＥＤモジュールベース５１は、パイプ構造よりなっていて、ＬＥＤ光源
モジュールで発生した熱を外装ケース７０の側面に形成されているホールを通じて冷たい
空気を外装ケース７０の内部に流入させ、暑い空気は、外装ケース７０外に排出させる冷
却ファン５２を通じて放熱効果を極大化することができる。また、前記ＬＥＤ光源モジュ
ールは、必要に応じてファンが設けられるか、または設けられていない無ファンタイプで
形成されることができ、これは、ＬＥＤ照明器具が設置される周辺の環境などによって決
定されることができる。
【００７５】
また、本発明は、凸状のレンズ４１を通じてＬＥＤチップ１１で発生する光を集束させて
遠距離まで送ることができる長所がある。
【００７６】
そして、本発明は、ＬＥＤ光源モジュールまたはＬＥＤ光源モジュールアレイを個別的に
調節し、場所や用途に合わせて容易に光の角度を調節することができる効果がある。
【００７７】
また、本発明の第３実施例によれば、前記ＬＥＤ照明器具内のレンズの表面に多数の曲面
または曲率を形成し、場所及び目的に合わせて光を集束させることができる。
【００７８】
以下では、本発明の第３実施例によるＬＥＤ照明器具の構成について具体的に説明する。
図８は、本発明の第３実施例によるケースの側面が非対称に形成される非対称ＬＥＤ照明
器具の断面図であり、図９は、ケースの側面が対称に形成される対称ＬＥＤ照明器具を示
す断面図である。
【００７９】
図８及び図９に示されたように、本発明による複合レンズを含むＬＥＤ照明器具６１は、
外装ケース７０、ＬＥＤ光源モジュールが整列されたＬＥＤ光源モジュールアレイ、コン
バータ７１及び多屈折の反射笠６２で構成される。
【００８０】
ここで、外装ケース７０は、下部が開放された四角形態を有し、ハウジングされる。
【００８１】
この際、外装ケース７０は、いずれか一方の側面が斜めな傾斜を有する一方の側面７３を
含むか、または両方の側面がいずれも斜めな傾斜を有する対称形状よりなる。
【００８２】
そして、外装ケース７０の上部には、放熱のためにケース表面と垂直となるようにパター
ンが形成された放熱板が設けられている。
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【００８３】
また、外装ケース７０は、角度調節部８１と連結され、ヒンジ（ｈｉｎｇｅ）を通じて天
井やレールに結合する。
【００８４】
そして、外装ケース７０の内部には、光を発光する多数のＬＥＤ光源モジュール１が装着
される。
【００８５】
ここで、ＬＥＤ光源モジュール１は、多数個が横に整列され、ＬＥＤ光源モジュールアレ
イａ、ｂ、ｃで形成されることができる。前記ＬＥＤ光源モジュール１及びＬＥＤ光源モ
ジュールアレイａ、ｂ、ｃの個数は、照明の容量及び用途によって調節することができる
。
【００８６】
また、前記ＬＥＤ光源モジュール１は、ＬＥＤ光源モジュールアレイａ、ｂ、ｃ内に個別
的に配置することができ、または、互いに同一であるか、異なる種類よりなる多数のグル
ープを配置して、前記ＬＥＤ光源モジュールアレイを形成することができ、前記ＬＥＤ光
源モジュール１は、各々個別的に角度調節が行われる。
【００８７】
この際、ＬＥＤ光源モジュール１は、多数が整列されてＬＥＤ光源モジュールアレイを形
成することができ、ＬＥＤ光源モジュールアレイは、前記外装ケース内部の上面の一側に
結合するＬＥＤモジュールベースと、前記ＬＥＤモジュールベース５１と連結される多数
のＬＥＤモジュールブラケット３１と、前記ＬＥＤモジュールブラケット３１に結合され
る多数のメタルＰＣＢ基板２１と、前記メタルＰＣＢ基板２１に挿入された多数のＬＥＤ
チップ１１と、前記ＬＥＤチップ１１で発光する光を集束させて照射する多数のレンズ４
１とを含み、前記レンズ４１を結合するためのレンズベース４２と、前記レンズ４１とレ
ンズベース４２を結合固定させるレンズベースカバー４３とを含んでなる。
【００８８】
ここで、前述したものと同様に、ＬＥＤモジュールベース５１は、外装ケース７０内部の
上面の一側に結合する。この際、ＬＥＤモジュールベース５１の形態は、円形、四角形、
多角形態のうちいずれか１つと支持台とよりなる。
【００８９】
また、ＬＥＤモジュールベース５１の上部結合部は、ボルトまたはスナップ結合で外装ケ
ース７０と締結される。
【００９０】
そして、ＬＥＤモジュールベース５１は、ＬＥＤモジュールブラケット３１と組み立て装
着されることができるように成形製作された締結部を有する。
【００９１】
ここで、冷却ファン５２が設けられる場合、これは、ＬＥＤモジュールベース５１の一側
面部に結合され、コンバータ７１の制御命令によって動作し、ＬＥＤ照明器具６１、６１
ａの容量によって冷却ファン５２の容量が変わって、ＬＥＤ光源で発生する熱が少ない場
合には使用しなくてもよい。
【００９２】
ここで、前記ＬＥＤモジュールブラケット３１は、各々ＬＥＤモジュールベース５１の下
部と連結結合され、結合されるＬＥＤモジュールブラケット３１の上部は、凹設されたア
ーチ形状よりなり、ＬＥＤモジュールブラケット３１の下部は、平たい四角形態を有する
。この際、ＬＥＤモジュールブラケット３１の上部とＬＥＤモジュールベース５１の下部
との間には、多数の支持台を含んでなる。
【００９３】
また、前記冷却ファン５２をＬＥＤ照明器具の容量によって結合することができるように
、ＬＥＤモジュールベース５１部分には別途の加工なしに組み立て締結することができる
ように成形製作されたボルトホールを形成し、冷却ファン５２を設置することができる。
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【００９４】
そして、ＬＥＤモジュールベース５１と前記ＬＥＤモジュールブラケット３１は、冷却フ
ァン５２の空気の対流現象を極大化するためにパイプ構造よりなる。
【００９５】
また、ＬＥＤモジュールブラケット３１とＬＥＤモジュールベース５１は、ＬＥＤモジュ
ールクランプ３２を利用して締結結合させる。
【００９６】
そして、ＬＥＤモジュールブラケット３１の下部には、メタルＰＣＢ基板２１と、レンズ
４１を装着するためのレンズベース４２と、レンズベースカバー４３をさらに含んでなる
。ここで、前記メタルＰＣＢ基板２１の上面には、ＬＥＤチップ１１を動作させるための
制御回路が設けられており、下面には、ＬＥＤチップ１１が結合されて構成される。
【００９７】
ここで、ＬＥＤチップ１１は、コンバータ７１の実行命令に従って光を発光し、赤色、緑
色、青色及び白色に限定されず、多様な色相で具現可能であり、多数を具備して光を発光
させることが好ましい。
【００９８】
ここで、レンズ４１は、下部と、下部の上に形成される曲面部とで構成され、ロッド形状
に長く形成される。
【００９９】
この際、レンズの下部は、円形、四角形または多角形状のうちいずれか１つの形状よりな
る。
【０１００】
そして、レンズ４１の下部の上に形成される曲面部は、円形または卵円形の凸レンズ形状
よりなる。
【０１０１】
そして、レンズ４１は、ロッド形状に長く形成される。
【０１０２】
また、レンズ４１は、ＬＥＤチップ１１の下部に位置し、ＬＥＤモジュールブラケット３
１下部の両端に設置されたレンズベース４２とレンズベースカバー４３に結合する。
【０１０３】
そして、レンズ４１は、ＬＥＤチップ１１の光を集束させて遠距離地点まで送ることがで
きるように凸状よりなっている。
【０１０４】
ここで、前記レンズベース４２及びレンズベースカバー４３は、ＬＥＤモジュールブラケ
ット３１の下部の両端に位置するように設けられる。
【０１０５】
この際、前記レンズベース４２は、レンズ４１を固定結合するように成形された部品であ
って、“『”または“』”
形状に折り曲げ加工される。
【０１０６】
また、前記レンズベースカバー４３は、レンズ４１及びレンズベース４２を結合固定させ
ることができるように設けられた部品であって、レンズベース４２の外側に位置し、レン
ズベース４２を取り囲んで結合させる。
【０１０７】
そして、前記レンズベースカバー４３は、“『” または“』”
または形態で“［” または“］”形状に折り曲げ加工される。
【０１０８】
ここで、Ｏリング（Ｏ－ｒｉｎｇ）４７は、レンズ４１とレンズベースカバー４３との間
に設けられる。
【０１０９】
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この際、Ｏリング４７は、合成ゴムまたは合成樹脂などで作られた、断面が円形であるリ
ング形態を有する。
【０１１０】
そして、Ｏリング４７は、レンズ４１とレンズベースカバー４３を密封する役目をする。
【０１１１】
最後に、ＬＥＤ光源モジュール１は、照明の容量または建築物の設置条件などによって傾
斜角度を互いに異にして設置することができる。また、ＬＥＤ光源モジュール１と結合さ
れた多屈折の反射笠６２は、傾斜角度を調節することができ、この際、傾斜角度は、０～
４５度の範囲が好ましい。
【０１１２】
また、ＬＥＤ光源モジュール１は、個別的またはグループ別に配置され、それぞれ個別的
に角度調節が行われる。
【０１１３】
この際、ＬＥＤ光源モジュール１または多屈折の反射笠６２の傾斜角度は、ＬＥＤモジュ
ールクランプ３２のボルトを利用してＬＥＤモジュールベース５１と結合されたＬＥＤモ
ジュールブラケット３１を調節して行われる。
【０１１４】
ここで、多屈折の反射笠６２は、ＬＥＤ光源モジュール１と結合されて、発散される光を
反射させて光の反射効率を高める。
【０１１５】
また、多屈折の反射笠６２は、表面に少なくとも２個以上の丸いパターンが形成され、凹
設されていて、小さい角度で目の高さが変化することだけでも眩しさ現象を緩和する。
【０１１６】
ここで、外装ケース７０の下面には、カバー８２と連結され、外装ケース７０とカバー８
２は、ボルトまたはクリップ（ｃｌｉｐ）で締結する。
【０１１７】
ここで、カバー８２は、光が透過するように透明または半透明のカバー８２を使用するこ
とが好ましく、カバー８２の材質は、プラスチックや強化ガラスなどよりなることが好ま
しい。
【０１１８】
ここで、コンバータ７１は、外装ケース７０の外部の一側に設けられ、ＬＥＤ光源モジュ
ール１に電源を供給する。そして、コンバータ７１は、コンバータ外装ケース７２で保護
し、コンバータ外装ケース７２は、一側が開放された四角形態よりなる。
【０１１９】
ここで、コンバータ外装ケース７２は、放熱のためにケース表面と垂直となるようにパタ
ーンが形成された放熱板を有する。
【０１２０】
図９に示されたように、本発明による複合レンズを含む対称ＬＥＤ照明器具６１ａは、図
８と同一であるが、外装ケース７０が斜めな傾斜を有する対称側面７４をさらに含み、コ
ンバータ７１は、外装ケース７０と分離して構成される。
【０１２１】
図１０は、本発明によるレンズの形状を示す側断面図である。
図１０に示されたように、本発明によるＬＥＤ光源モジュール１に装着されるレンズ４１
は、卵円形の凸レンズ４１ａ、円形の凸レンズ４１ｂ、卵円形の２凸レンズ４１ｃ、卵円
形の３凸レンズ４１ｄで構成される。
【０１２２】
この際、レンズ４１は、それぞれのＬＥＤ光源モジュール１に個別的に連結結合するか、
２個のグループに分けて装着することができる。
【０１２３】
ここで、卵円形の凸レンズ４１ａは、レンズ４１下部の上に形成される曲面部の曲面傾斜
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が大きくなく、緩く形成される。
【０１２４】
この際、卵円形の凸レンズ４１ａは、光を分散させて広い地域に照射することができ、メ
タルＰＣＢ基板２１に装着されるＬＥＤチップ１１の個数によって光の強さ及び光を分散
させる範囲が変わる。
【０１２５】
ここで、円形の凸レンズ４１ｂは、レンズ４１下部の上に形成される曲面部が半円形態よ
りなる。
【０１２６】
この際、円形の凸レンズ４１ｂは、卵円形の凸レンズ４１ａより大きく形成され、メタル
ＰＣＢ基板２１に装着されるＬＥＤチップ１１の個数によって光の強さを異にすることが
できる。
【０１２７】
ここで、卵円形の２凸レンズ４１ｃは、レンズ４１下部の上に形成される曲面部が２個の
曲面よりなる。
【０１２８】
ここで、卵円形の３凸レンズ４１ｄは、レンズ４１下部の上に形成される曲面部が３個の
曲面よりなる。
【０１２９】
この際、卵円形の２凸レンズ及び卵円形の３凸レンズ４１ｃ、４１ｄは、ＬＥＤ光源モジ
ュール１に装着されるＬＥＤチップ１１の個数と同一のレンズ４１を選択して装着する。
【０１３０】
さらに詳細に説明すれば、ＬＥＤ光源モジュール１に装着されているＬＥＤチップ１１の
個数が２個である場合、卵円形の２凸レンズ４１ｃを選択して連結結合する。
【０１３１】
前述したように、レンズ４１は、多様な形状があり得、建築物の条件及び使用上の目的に
よってこのようなレンズ４１のうち１つを選択して装着するか、２つ以上を混用してＬＥ
Ｄ照明器具６１、６１ａに装着することができる。
【０１３２】
図１１は、本発明による複合レンズを含むＬＥＤ照明器具システムの背面配置構造を示す
斜視図である。
【０１３３】
図１１に示されたように、本発明によるＬＥＤ照明器具システムは、（ａ）、（ｂ）、（
ｃ）列に分けて配置される。
【０１３４】
この際、ＬＥＤ照明器具６１、６１ａに装着されるＬＥＤ光源モジュール１の配置は、１
列～３列で構成されるが、３列以上でも具現が可能である。
【０１３５】
以下では、さらに詳細にＬＥＤ照明器具の配置構造を説明する。
まず、図１１（ａ）には、ＬＥＤ光源モジュール１に装着されるレンズ４１がそれぞれの
ＬＥＤ光源モジュール１に個別的に連結結合されて配置され、図１１（ｂ）には、ＬＥＤ
光源モジュール１を２つのグループに分けて一方には円形の凸レンズ４１ｂ、他方には卵
円形の凸レンズ４１ａ、４１ｃ、４１ｄのうちいずれか１つを連結結合して配置し、図１
１（ｃ）には、円形の
凸レンズや卵円形、卵円形の２凸レンズ、卵円形の３凸レンズのうちいずれか１つを連結
結合して配置する。
【０１３６】
このように、ＬＥＤ照明器具６１、６１ａの配置列に対する実施例は、個別構成、２個の
レンズで構成または２個以上のレンズを複合的に配列して構成可能である。
【０１３７】
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また、一列全体を同一のレンズ４１で構成する場合には、ＬＥＤ光源モジュール１に装着
されるＬＥＤチップ１１の個数は、すべて同一であることが好ましい。
【０１３８】
このように配置されて設置された複合レンズを含むＬＥＤ照明器具６１、６１ａは、室内
あるいは室外に光を照射させるとき、場所や目的に合わせて角度調節をすることができる
と共に、光を集中的に照射させなければならない所に集光させるか、広い場所に均一に光
を分散させなければならないときに拡散させる効果がある。
【０１３９】
以上説明したように、本発明の詳細な説明では、本発明の好ましい実施例について説明し
たが、本発明の属する技術分野における通常の知識を有する者なら本発明の範疇を逸脱し
ない限度内で様々な変形が可能であることは勿論である。従って、本発明の権利範囲は、
説明された実施例に限定されて定められるべきものではなく、後述する請求範囲だけでな
く、これと均等なものなどによって定められるべきである。
【産業上の利用可能性】
【０１４０】
本発明は、ＬＥＤ照明器具に適用されることができる。具体的に、本発明は、ＬＥＤチッ
プの放熱を極大化し、ＬＥＤ光源モジュールの角度を自由に調節し、多様な形状のレンズ
を使用するＬＥＤ照明器具に適用されることができるので、産業上の利用可能性がある。

【図１】

【図２】

【図３】
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【図５】 【図６】
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【図９】 【図１０】
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