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(57)【要約】
本発明は、多様な配光特性の設計及び作製が容易なブロ
ック組立構造を有するＬＥＤ照明装置に関するものであ
る。
本発明は、下部が開放され、側面に形成された組立面に
は多数の組立ホールが形成されたハウジングボディーと
；多数のＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュールが
実装される多段の傾斜面を有する角度調節部と、前記多
段の傾斜面の裏面に備えられた多数の放熱フィンとを含
む多数の光源ブロックであって、前記多数の光源ブロッ
クのそれぞれは、前記ハウジングボディーの各組立ホー
ルに、予め設定された配光タイプを具現するように配置
されて結合される多数の光源ブロックと；前記ハウジン
グボディーの下部をカバーリングする保護カバーと；を
含むＬＥＤ照明装置を開示する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
下部が開放され、側面に形成された組立面には多数の組立ホールが形成されたハウジング
ボディーと、
多数のＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュールが実装される多段の傾斜面を有する角
度調節部と、前記多段の傾斜面の裏面に備えられた多数の放熱フィンとを含む多数の光源
ブロックであって、前記多数の光源ブロックのそれぞれは、前記ハウジングボディーの各
組立ホールに、予め設定された配光タイプを具現するように配置されて結合される多数の
光源ブロックと、
前記ハウジングボディーの下部をカバーリングする保護カバーと、を含むことを特徴とす
る、ＬＥＤ照明装置。
【請求項２】
下部が開放され、側面に形成された組立面には多数の組立ホールが形成されたハウジング
ボディーと、
多数のＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュールが実装される多段の傾斜面を有する角
度調節部と、前記多段の傾斜面の裏面に備えられた多数の放熱フィンとを含む多数の光源
ブロックであって、前記多数の光源ブロックのそれぞれは、前記ハウジングボディーの各
組立ホールに、予め設定された配光タイプを具現するように配置されて結合される多数の
光源ブロックと、
前記多数の光源ブロックのそれぞれをカバーリングする多数の個別カバーと、を含むＬＥ
Ｄ照明装置。
【請求項３】
前記ハウジングボディーの下部をカバーリングする保護カバーをさらに含むことを特徴と
する、請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項４】
前記ハウジングボディーは、下側に行くほど収容溝が広くなり、水平方向の断面形状は、
多角形、円形または楕円形状であることを特徴とする、請求項１または２に記載のＬＥＤ
照明装置。
【請求項５】
前記多数の放熱フィンは、前記多段の傾斜面の裏面に一体に形成されることを特徴とする
、請求項１または２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項６】
前記光源ブロックがハウジングボディーに結合される時に形成される界面には、パッキン
が備えられることを特徴とする、請求項１または２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項７】
前記光源ブロックは、前記ＬＥＤモジュールを保護するための個別カバーをさらに含むこ
とを特徴とする、請求項１に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項８】
前記保護カバーは、前記ＬＥＤモジュールから照射される光が全反射されるのを防止する
ために、中央に行くほど前記ハウジングボディーの内側に引込まれるコンベックス部が形
成されることを特徴とする、請求項３に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項９】
前記保護カバーを前記ハウジングボディーに固定支持する固定リングと、前記保護カバー
と前記ハウジングボディーとの間の防水のために、前記保護カバーの外周に沿って結合さ
れたパッキンと、をさらに含み、
前記パッキンは、前記保護カバーの外周に沿って多数のシーリング突起を備えることを特
徴とする、請求項３に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１０】
前記ハウジングボディーの内側上面に間隔を置いて装着され、前記光源ブロックに形成さ
れたコネクタにより連結されて、前記ＬＥＤモジュールに電源を印加するための印刷回路
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基板をさらに含み、
前記印刷回路基板は、両面基板であり、上面には電子部品が実装され、下面にはアンバー
（ａｍｂｅｒ）ＬＥＤモジュールが設置されることを特徴とする、請求項１または２に記
載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１１】
前記印刷回路基板に実装されるパワー素子は、前記パワー素子と印刷回路基板の上面との
間に配置されるスペーサーにより支持されて、ハウジングの内部上面に接触されることに
よって放熱されることを特徴とする、請求項１０に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１２】
前記多数の光源ブロックは、前記ハウジングボディーの組立ホールと結合するための結合
ホールを有することを特徴とする、請求項１または２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１３】
前記各角度調節部の配向方向は、ハウジングボディーの中心軸から外れた方向に設定され
ることを特徴とする、請求項１または２に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１４】
前記多数のＬＥＤモジュールは、予め設定された配光曲線を具現するために、互いに異な
る照射角度及び明るさに設定されて光が照射されることを特徴とする、請求項１または２
に記載のＬＥＤ照明装置。
【請求項１５】
前記ハウジングボディーは、水平方向の断面形状が１２角形の形状からなり、１２面の組
立面を有することを特徴とする、請求項４に記載のＬＥＤ照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
本発明は、ＬＥＤ照明装置に係り、特に、ＬＥＤを含む多数の光源ブロックを簡便にハウ
ジングボディーに組み立て、多様な配光曲線を有するように設計及び変更するのが容易で
あり、光源ブロック別に分離することが可能なので、メンテナンスが容易なブロック組立
構造を有するＬＥＤ照明装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
一般に、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、商業地区の道路、住宅地区の道路など設置場所に応じ
て、それに適した種類が用いられる。
前記照明装置は、内側面に反射板が備えられ、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の内部に装着され、光を発光する光源とを含む。街灯電柱の形式
は多様であるが、電柱の端部を曲げて、その先端に灯を取り付けるハイウェイ型、電柱の
端部に横に枝を伸ばして、そこに灯を取り付けるブラケット型、電柱の頂上に灯を取り付
ける柱頭型などがある。
また、前記光源としては、高圧水銀灯、蛍光灯、ナトリウム灯、普通の電球などが用いら
れる。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
択されることもある。
一方、上記の街灯は、道路に設置する際に道路面に配光される配光を、道路を最も效率的
に照明できる形状に設計され、バルブ型ランプを使用する場合、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で、道路照明の設計の際に適し
た配光で照明されるようにしている。
一般に、道路を照明する際に主に用いられる配光は、図１０に示すように、第１配光タイ
プ乃至第５配光タイプに区分され、一部の特殊な部分を除いては、第２配光タイプ乃至第
４配光タイプの配光曲線（ｌｉｇｈｔ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　ｃｕｒｖｅ）を主に
用いて大部分の道路を效率的に照明している。
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しかし、上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、最初の製造の時にその明るさ及び拡散範囲が決まっている
ため、ユーザーがこれを人為的に調整できないという短所があり、また寿命が非常に短く
、電力の消耗量が多いという短所があった。
このような点を勘案して、最近では光源としてＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
Ｄｉｏｄｅ）を用いた照明装置が提案されており、技術の発展で電力消耗量が少なく、且
つ高輝度で発光するＬＥＤが開発され、その使用が漸次拡散している趨勢にある。高輝度
ＬＥＤは、これから照射される光は直進性が強いため、広い地域を照射することができる
ようにＬＥＤチップをパッケージングする時、ＬＥＤチップから発光される光を分散させ
て、光の照射範囲を、例えば、１２°レンズ、２５°レンズ、３０°レンズ、４５°レン
ズなどに区分して使用可能なようにするレンズ部（図示せず）を含んでいる。
それにも拘わらず、ＬＥＤを用いた照明装置は、照射角が３６０度であるバルブ型光源に
比べて相対的に照射角が小さいため、ハウジングの上部プレート部の下部面に複数のＬＥ
Ｄモジュールを装着して、ハウジングの側面部の内側に備えられる反射板を用いて道路を
照明するのが一般的である。
前記照明装置は、一定角度以内で歩行者や運転者がＬＥＤ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）を確保するために、上部プレート部の
下部面にＬＥＤモジュールを複数装着している。
ところで、このような高輝度ＬＥＤを用いた街灯は、光源の光が歩行や運転の時に歩行者
または運転者の目に直接に見える場合、歩行や運転を妨げて事故を誘発するおそれがある
ため、視野角度（Ｃｕｔ－ｏｆｆ－ａｎｇｌｅ）の確保が必ず必要になる。
しかし、前記ＬＥＤは、従来のランプ類に比べて半永久的と言えるほどの長い寿命を有し
ているが、ＬＥＤ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
反射板を通じて配光を形成する場合、配光面積が狭く、明るさが小さいだけでなく、道路
面を效率的に照明できる配光、すなわち、前記第１乃至第５配光タイプの配光を具現する
のに限界があった。したがって、前記ＬＥＤを用いた照明装置は、製造の時に理想的な配
列は除外され、単に反射板に依存して明るさを提供することになるため、道路照明が非効
率的なので広く使用できないという弊害があった。
さらに、複数のＬＥＤから発散する熱を效率的に発散しにくいため、熱により発光効率が
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。
また、従来のＬＥＤを用いた街灯や通常の街灯は、ハウジング内に設置されるランプを保
護するために透明な保護カバーを使用した。ところで、このような保護カバーは、主にハ
ウジングの外側に突出するコンケイブタイプ（ｃｏｎｃａｖｅ　ｔｙｐｅ）からなるので
、ハウジングと保護カバーを結合した状態では、街灯が上下に突出した形状になり、全体
的に体積が大きくなるため、保管及び運搬が容易でないという問題があった。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
したがって、本発明は、上記のような問題点を解決するために提案されたもので、その目
的は、多数の光源ブロックをそれぞれの組立面に個別的に組み立てることが可能なので、
多様な配光特性の設計及び変更が容易な、ブロック組立構造を有するＬＥＤ照明装置を提
供することにある。
本発明の他の目的は、多数のＬＥＤモジュールを含む多数の光源ブロックをそれぞれ点光
源として利用して、所望の配光特性を具現するように、照射角度と明るさが互いに異なる
光源ブロックを選択的にハウジングボディーの組立面に配置することが可能な、ブロック
組立構造を有するＬＥＤ照明装置を提供することにある。
本発明のまた他の目的は、多数のＬＥＤモジュールが実装された多数の光源ブロックを、
ハウジングボディーの多数の組立ホールに組み立て、所望の照射角度をなすことができ、
それぞれの光源ブロックを個別的に分離することが可能なので、メンテナンスが容易な、
ブロック組立構造を有するＬＥＤ照明装置を提供することにある。
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本発明のまた他の目的は、ハウジングボディーにそれぞれＬＥＤモジュールを実装した多
数個の光源ブロックに、放熱フィンを一体に形成することによって、ＬＥＤモジュールと
放熱フィンとの間の界面を最小化して、ＬＥＤから放熱フィンまでの熱伝逹の効率に優れ
て、放熱効果を極大化することのできる、ブロック組立構造を有するＬＥＤ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】
【０００４】
上記目的を達成するために、本発明の一様態によれば、下部が開放され、側面に形成され
た組立面には多数の組立ホールが形成されたハウジングボディーと；多数のＬＥＤモジュ
ールと、前記ＬＥＤモジュールが実装される多段の傾斜面を有する角度調節部と、前記多
段の傾斜面の裏面に備えられた多数の放熱フィンとを含む多数の光源ブロックであって、
前記多数の光源ブロックのそれぞれは、前記ハウジングボディーの各組立ホールに、予め
設定された配光タイプを具現するように配置されて結合される多数の光源ブロックと；前
記ハウジングボディーの下部をカバーリングする保護カバーと；を含むことを特徴とする
、ＬＥＤ照明装置を提供する。
前記光源ブロックは、前記ＬＥＤモジュールを保護するための個別カバーをさらに含む。
前記保護カバーは、ＬＥＤモジュールから照射される光が全反射されることを最小化する
ために、中央に行くほど前記ハウジングボディーの内側に引込まれるコンベックス部が形
成される。
前記保護カバーを前記ハウジングボディーに固定支持する固定リングと、前記保護カバー
と前記ハウジングボディーとの間の防水のために、前記保護カバーの外周に沿って結合さ
れたパッキンと、をさらに含み、前記パッキンは、前記保護カバーの外周に沿って多数の
シーリング突起を備える。
本発明の他の様態によれば、下部が開放され、側面に形成された組立面には多数の組立ホ
ールが形成されたハウジングボディーと；多数のＬＥＤモジュールと、前記ＬＥＤモジュ
ールが実装される多段の傾斜面を有する角度調節部と、前記多段の傾斜面の裏面に備えら
れた多数の放熱フィンとを含む多数の光源ブロックであって、前記多数の光源ブロックの
それぞれは、前記ハウジングボディーの各組立ホールに、予め設定された配光タイプを具
現するように配置されて結合される多数の光源ブロックと；前記多数の光源ブロックのそ
れぞれをカバーリングする多数の個別カバーと；を含む、ＬＥＤ照明装置を提供する。
前記ハウジングボディーは、１２角形の形状で１２面の組立面を有し、組立面には組立ホ
ールを有し、前記光源ブロックに形成された結合ホールとハウジングボディーの結合ホー
ルに、結合ピースが締結されて組み立てられる。
前記光源ブロックがハウジングボディーに組み立てられる時に形成された界面にパッキン
を結合する。
前記ハウジングボディーの内側上面に間隔を置いて装着され、前記光源ブロックに形成さ
れたコネクタにより連結されて、前記ＬＥＤモジュールに電源を印加するための印刷回路
基板をさらに含み、前記印刷回路基板は、両面基板であり、上面には電子部品が実装され
、下面にはアンバー（ａｍｂｅｒ）ＬＥＤモジュールが設置される。
前記印刷回路基板に実装されるパワー素子は、前記パワー素子と印刷回路基板の上面との
間に配置されるスペーサーにより支持されて、ハウジングの内部上面に接触されることに
よって放熱される。
前記多数の光源ブロックは、互いに同一の構造を有し、光源ブロックの各角度調節部の配
向方向は、ハウジングボディーの中心軸から外れた方向に設定される。
【発明の効果】
【０００５】
上記のように、本発明においては、各ブロックごとにＬＥＤモジュールを備えたブロック
構造の多数の光源ブロックをハウジングボディーに組み立てるので、組立、分離、及び設
計変更が容易であり、多数の光源ブロックに多様な角度を提供する角度調節部を一体に形
成すると共に、ハウジングボディーの互いに異なる円周面に互いに異なる照射角をもって
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組み立てられることによって、所望の配光タイプの照明装置を具現できるという利点があ
る。
また、ハウジングボディーの多数の組立ホールの外部に、放熱フィンが一体に形成された
多数の光源ブロックを組み立て、界面を最小化することができるので、ＬＥＤから放熱フ
ィンまでの熱伝逹に優れて、放熱効果をさらに増大させることができる。
また、本発明は、多数のＬＥＤを放熱フィンと一体に多数の光源ブロックを形成して、ハ
ウジングボディーに組み立てるので、ＬＥＤのメンテナンスの時、分離及び交替が容易で
あるという利点がある。
さらに、多数の光源ブロックをハウジングボディーの組立ホールに結合させる時、光源ブ
ロックにＬＥＤ駆動用電源を印加する雄コネクタが、印刷回路基板（ＰＣＢ）に設置され
た雌コネクタに直ちに結合される構造を採用して、多数の配線を結線し、組立連結する工
程を省略して組立生産性を高めることができる。
【図面の簡単な説明】
【０００６】
【図１】本発明の一実施例に係るＬＥＤ照明装置を示す斜視図である。
【図２】本発明の一実施例に係るＬＥＤ照明装置を示す分解斜視図である。
【図３】本発明の一実施例に係るＬＥＤ照明装置を示す底面図である。
【図４】本発明の一実施例に係るＬＥＤ照明装置を示す平面図である。
【図５】本発明の一実施例に係るＬＥＤ照明装置のハウジングボディーと光源ブロックを
説明するための斜視図である。
【図６】図４に示されたＶＩ－Ｖ線に沿う断面図である。
【図７】光源ブロックを示す分解斜視図である。
【図８】図７の光源ブロックを示す斜視図である。
【図９】保護カバーを示す断面図である。
【図１０】配光タイプ別の配光曲線を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【０００７】
以下、添付の図面を参考して、本発明の一実施例に係るブロック組立構造を有するＬＥＤ
照明装置の構成を説明する。
本実施例では、ブロック組立構造を有するＬＥＤ照明装置１００が街灯に適用されたこと
を例に挙げて説明する。しかし、本発明のＬＥＤ照明装置１００は、街灯のみならず、室
内外駐車場、室内照明、トンネルなどの照明にも適用可能である。
図１を参考すると、ＬＥＤ照明装置１００は、支柱１０の上端一側から延びた連結部１１
１に固定して設置することができる。ＬＥＤ照明装置１００は、例えば、１２角形の形状
であるハウジングボディー１１０の外部に沿って多数の放熱フィン１１３が１２面に沿っ
て上下方向に延長して配列される。
ハウジングボディー１１０は、照明のために下部が開放され、熱伝逹及び剛性を考慮して
、熱伝導性に優れた金属、例えば、アルミニウムまたはアルミニウム合金からなり、押出
またはダイカスト方式で製作することができる。ハウジングボディー１１０は、上側に連
結部１１１が延長形成され、連結部１１１は、ハウジングボディー１１０の内部から引き
出されて所定の電源配線などが通過するように、所定の空間部（図示せず）を備える。前
記連結部１１１は、ＬＥＤ照明装置１００が適用される分野に応じて多様に変形可能であ
る。
図２の分解斜視図を参考すると、前記ＬＥＤ照明装置１００は、１２角形の形状のハウジ
ングボディー１１０と、それぞれ角度調節部１３０に実装されたＬＥＤモジュール１４０
を一体に配置した多数の光源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃと、印刷回路基板（
以下、ＰＣＢという）１５０と、保護カバー１６０と、パッキン１７０と、固定リング１
８０と、を含む。
ここで、ハウジングボディー１１０の１２面の各面に嵌合されて組み立てられる多数の光
源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの内部面には、互いに異なる傾斜面を有する角
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度調節部１３０が形成されており、前記それぞれの角度調節部１３０には、多数のＬＥＤ
モジュール１４０が実装され、前記多数の光源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃの
外部面には、放熱フィン１１３が形成されている。
このように、各光源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは、角度調節部１３０と放熱
フィン１１３を一体に形成することによって、ＬＥＤモジュール１４０から放熱フィン１
１３までの界面を最小化して、ＬＥＤ１４３からの熱が放熱フィン１１３に直接伝達され
るので、放熱効果を極大化することができる。
図３及び図４を参考すると、ハウジングボディー１１０は、下部が開放された１２角形の
上部から下側に行くほど直径が増加する１２面からなる収容溝を備える。収容溝のハウジ
ングボディー１１０の内側の１２面は、１２個の光源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１
０ｃが組み立てられる組立面１１４ごとに組立ホール１１２が形成されている。このよう
なハウジングボディー１１０の形状は、図５を参考にして詳細に説明する。
図３を見ると、ハウジングボディー１１０の内側には、１１個の光源ブロック１１０ａ、
１１０ｂ、１１０ｃが組立ホール１１２に嵌合されて組み立てられており、残りの１個の
組立ホール１１２には、光源ブロックが組み立てられていない状態を示す。
前記多数の光源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃは、互いに同一の構造を有し、光
源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃに形成されたそれぞれの角度調節部１３０の配
向方向Ｘ１～Ｘ５は、ハウジングの中心軸１０２から外れた方向に設定される。このとき
、光源ブロック１１０ａ、１１０ｂ、１１０ｃのそれぞれの角度調節部１３０は、ハウジ
ングボディー１１０との傾斜角αによって照射領域の大きさが決定され得る。
図３に示されたように、それぞれの角度調節部１３０の配向方向Ｘ１～Ｘ５は、いずれも
ハウジングの中心軸１０２から外れた方向に設定されているが、具現しようとする照明器
具の配光曲線によって、これらのうち一部は中心軸１０２に向かうように設定されてもよ
い。そのためには、それぞれの角度調節部１３０の傾斜角αを互いに異なるように調節し
て配置すれば良い。
図１０を参考してより具体的に説明すると、例えば、第４配光タイプの照明器具を具現し
ようとする場合は、連結部１１１から延びた基準線１０１を中心に左右側の大部分の角度
調節部１３０が、前方の組立ホール１１２側に向かうように配向方向Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、
Ｘ４、Ｘ５が設定され、正方形の形状をなす第５配光タイプの照明器具を具現するときは
、角度調節部１３０の配向方向Ｘ１、Ｘ２、Ｘ３、Ｘ４、Ｘ５がいずれも中心軸１０２に
向かうように設定される。
一方、前記それぞれの角度調節部１３０は、具現しようとする照明器具の配光曲線によっ
て、ＬＥＤモジュール１４０が装着される少なくとも一つの傾斜面１３３ａ、１３３ｂを
有する多段構造となっている。
例えば、第３または第４配光タイプを具現しようとする場合、前方に位置した組立ホール
１１２は、照射方向が後方に向かっているので、角度調節部１３０が挿入される場合、１
段の傾斜面を備え、前方に位置した組立ホール１１２と対向する角度調節部１３０ａは、
照射方向が前方に向かっているので、３段の傾斜面を備えて、それぞれＬＥＤモジュール
１４０が装着されるように設計されてもよい。
また、後方に位置した角度調節部１３０ａの左右側に位置した角度調節部には、少なくと
も２段の傾斜面１３３ａ、１３３ｂを備えてＬＥＤモジュール１４０が設置され、前方に
位置した組立ホール１１２の左右側に位置した角度調節部１３０には、１段の傾斜面が配
置されて１個のＬＥＤモジュール１４０が装着されたり、またはＬＥＤモジュール１４０
が設置されなくてもよい。
上記のように、本発明のＬＥＤ照明装置では、多数のＬＥＤモジュール１４０が設置され
る多数の角度調節部１３０を、ハウジングボディー１１０の組立ホール１１２にブロック
組み立て、多数の角度調節部１３０に装着され、互いに異なる照射角及び明るさに設定可
能な多数のＬＥＤモジュール１４０により多様な配光曲線を具現することができる。
図４を見ると、ハウジングボディー１１０の外側には、１２面の放熱フィン１１３が放射
状に突出形成される。
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ハウジングボディー１１０は、図４のように、上部面が１２角形の形状をなすので、水平
方向の断面形状が１２角形からなるが、放熱フィン１１３またはハウジングボディー１１
０の外部形状を変更することで、断面形状が円形、楕円形（ｏｖａｌ　ｔｙｐｅ）、正方
形、矩形または１２角形以外の多様な形状の多角形からなってもよい。
図５を参考すると、ハウジングボディー１１０は、１２角形の形状で１２面の組立面１１
４を通じて下部に延長される。各組立面１１４には、多数の光源ブロック１１０ａ、１１
０ｂ、１１０ｃが組み立てられる組立ホール１１２が形成されている。また、組立ホール
１１２の上下部には２個ずつの結合ホール１１２ａを有し、光源ブロック１１０ａ、１１
０ｂ、１１０ｃは、自身の結合ホール１１２ｂとハウジングボディー１１０の結合ホール
１１２ａに、結合ピース１１２ｃが締結されることによって、ハウジングボディー１１０
に組み立てられる。すなわち、光源ブロック１１０ａの結合ホール１１２ｂは、ハウジン
グボディー１１０の結合ホール１１２ａと同一直径で、２個の結合ホール１１２ａ、１１
２ｂに結合ピース１１２ｃが締結されて組立完了する。
この時、光源ブロック１１０ａは、角度調節部１３０の上部に、金属基板１４１に実装さ
れた多数のＬＥＤ１４３からなったＬＥＤモジュール１４０を含み、各ＬＥＤモジュール
１４０を保護するための個別カバー１９０を有する。
また、光源ブロック１１０ａは、ＰＣＢ１５０と金属基板１４１をコネクティングするた
めの雄コネクタ１５２を備え、雄コネクタ１５２は、ＰＣＢ１５０の雌コネクタ（図示せ
ず）に連結される。
図７は、ハウジングボディー１１０に組み立てられる光源ブロック１１０ａの分解斜視図
で、図８は、斜視図である。
図７及び図８を参考すると、本実施例の光源ブロック１１０ａは、多数の放熱フィン１１
３が外部に形成され、２つの角度調節部１３０に実装される２つのＬＥＤモジュール１４
０を含む。ここで、光源ブロック１１０ａに一体に形成された角度調節部１３０は、互い
に異なる傾斜角を有する２段の傾斜面１３３ａ、１３３ｂを有する。
前記角度調節部１３０は、前方に実装されるＬＥＤモジュール１４０の数に応じて、略矩
形または正方形の断面形状を有する六面体からなることができる。
前記角度調節部１３０の前方には、ＬＥＤ照明装置１００から所望の配光特性で照明が行
われるように、多数のＬＥＤモジュール１４０を所定の角度に設置するための傾斜面１３
３ａ、１３３ｂが形成される。この場合、前記傾斜面１３３ａ、１３３ｂは、少なくとも
１個または２個以上からなる。
ここで、多数のＬＥＤモジュール１４０は、略矩形形状の金属基板（ｍｅｔａｌ　ＰＣＢ
）１４１と、金属基板１４１の外表面に実装された多数のＬＥＤ１４３とを備える。金属
基板１４１は、熱伝導性に優れた素材（例えば、アルミニウム、銅、鉄、またはこれらの
合金）の板材からなることが好ましく、所定の固定ピース１４５を通じて角度調節部１３
０の傾斜面１３３ａ、１３３ｂにそれぞれ固定される。
この場合、金属基板１４１には、固定ピース１４５が貫通する貫通孔１４７が形成され、
傾斜面１３３ａ、１３３ｂには、固定ピース１４５が締結される締結孔１３７が形成され
る。以後、ＬＥＤモジュール１４０を保護するための個別カバー１９０が締結され、光源
ブロック１１０ａがハウジングボディー１１０に組み立てられた時、界面でのシーリング
性を良くするためにパッキン１５４を結合することができる。
前記角度調節部１３０は、ハウジングボディー１１０と同一の金属材、好ましくは、熱伝
逹及び剛性を考慮して、熱伝導性に優れた金属、例えば、アルミニウムまたはアルミニウ
ム合金からなり、押出またはダイカスト方式で製作されても良い。
前述のように形成されたハウジングボディー１１０のシーリング構造を、図２及び図６を
参考して説明する。
図２及び図６を参考すると、ハウジングボディー１１０の内部上面１１８には、所定の電
子部品１５５が実装された印刷回路基板（ＰＣＢ）１５０を固定するための多数の固定突
起１１７が形成され、固定突起１１７には、固定ピース１５３が締結される締結溝１１７
ａがそれぞれ形成される。この場合、ＰＣＢ１５０は、多数の固定突起１１７に対応する
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位置にそれぞれ多数の貫通孔１５１が形成され、多数の固定ピース１５３により多数の固
定突起１１７に固定される。このとき、多数の固定突起１１７は、多数のＬＥＤモジュー
ル１４０から発生し、ハウジングボディー１１０に伝達される高温の熱によって、ＰＣＢ
１５０のパターンが毀損されたり、またはＰＣＢ１５０に実装された電子部品１５５が誤
作動を起こさないように、ＰＣＢ１５０とハウジングボディー１１０の内部上面１１８と
の間に所定の間隔を置くためのスペーサーの役割を果たす。
一方、ＰＣＢ１５０は、ＦＲ４のような両面基板を使用することができ、ＳＭＰＳ（スイ
ッチングモードパワーサプライ）方式の電源回路と定電流／定電圧回路などが備えられる
。この場合、ＰＣＢ１５０に実装されるパワー素子１５６は、スポンジ１５７により支持
された状態で、放熱のためにハウジングボディー１１０の内部上面１１８に接触される。
また、ＰＣＢ１５０は、ＬＥＤ照明装置１００の色相を具現するために多数のＬＥＤが組
み合わされるとき、クール（ｃｏｏｌ）／ホワイト（ｗｈｉｔｅ）及びウォーム（ｗａｒ
ｍ）／ホワイト（ｗｈｉｔｅ）以外に、橙色を発現できるように、ＰＣＢ１５０の下面に
、アンバー（ａｍｂｅｒ）ＬＥＤ（図示せず）を、ハウジングボディー１１０の収容溝の
側面に設置される多数のＬＥＤモジュール１４０と組み合わせて設置することができる。
ハウジングボディー１１０の組立ホール１１２に光源ブロック１１０ａが組立完了した後
、パッキン１５４によりシーリング性を向上させることができる。
ＬＥＤ照明装置１００は、それぞれの光源ブロック１１０ａ～１１０ｃが個別カバー１９
０を備えると共に、図６のように、前面開放部をシーリングするための保護カバー１６０
、パッキン１７０及び固定リング１８０を備えることができ、以下にこれらのそれぞれに
ついて説明する。
保護カバー１６０は、ハウジングボディー１１０の開放部に設置され、ハウジングボディ
ー１１０内に異物または水分が流入するのを防止し、透明または半透明ガラス、または合
成樹脂材質で形成される。保護カバー１６０は、図９のように、略中央部に行くほど上側
に緩やかに突出されるコンベックス部（ｃｏｎｖｅｘ　ｐｏｒｔｉｏｎ）１６１を備えて
いる。コンベックス部１６１は、多数のＬＥＤ１４３から発散する光の全反射及び透過を
考慮して、その曲率を設定することが好ましい。上記のように、保護カバー１６０にコン
ベックス部１６１を備える場合、平坦型カバーに比べて６％以上の透過率を向上させるこ
とができるようになる。
さらに、保護カバー１６０は、ハウジングボディー１１０に装着する時にコンベックス部
１６１がハウジングボディー１１０の内側に引込まれるので、従来の照明装置のように保
護カバーが外部に突出することに比べて体積を減らすことができる。
パッキン１７０は、リング状のゴム材質からなり、内周に沿って保護カバー１６０の外周
端１６３が挿入される挿入溝１７１が形成される。また、パッキン１７０は、外周に沿っ
て多数のシーリング突起１７３が形成され、多数のシーリング突起１７３は、ハウジング
ボディー１１０及び固定リング１８０と接触しながらシーリング性を向上させることがで
きる。
固定リング１８０は、保護カバー１６０をハウジングボディー１１０に固定させるために
リング状からなり、略ハウジングボディー１１０の下端に対応する形状を有する。前記固
定リング１８０は、ハウジングボディー１１０のようにアルミニウム材質で形成されるこ
とが好ましい。固定リング１８０は、ハウジングボディー１１０との結合力を向上させる
ために、ハウジングボディー１１０の下端に沿って形成された結合溝１１８に結合される
結合突起１８２を備え、多数の固定ピース１８５によってハウジングボディー１１０に固
定設置される。これによって、固定リング１８０は、支持突起１８１によりパッキン１７
０及び保護カバー１６０をハウジングボディー１１０に押圧固定する。この場合、固定リ
ング１８０には、多数の固定ピース１８５が貫通する貫通孔１８３が形成され、ハウジン
グボディー１１０には、固定ピース１８５が締結される多数の締結孔１１９がそれぞれ形
成される。
上記の本発明の実施例に係るＬＥＤ照明装置１００は、ハウジングボディー１１０の内側
にＬＥＤモジュール１４０が設置された多様な角度調節部１３０の組合せ形態を変形させ
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て、多様な配光タイプ、例えば、図１０に示した第２乃至第５配光タイプを容易に具現で
きるので、多様な用途の照明装置を設計する時、設計自由度が高くなる。
また、多数のＬＥＤモジュール１４０が実装された多数の光源ブロックを、ハウジングボ
ディー１１０の多数の組立ホール１１２に組立て、それぞれの光源ブロック１１０ａ～１
１０ｃを個別的に分離するのが可能なので、メンテナンスが容易で、ＬＥＤから放熱フィ
ンまでの界面を最小化して、熱伝逹の効率に優れて、放熱効果を極大化することができる
。
前述の実施例では、それぞれの光源ブロック１１０ａ～１１０ｃが個別カバー１９０を備
えると共に、図６のように、全面開放部をシーリングするための保護カバー１６０を備え
るのを例示したが、全面開放部をシーリングせずに、それぞれの光源ブロック１１０ａ～
１１０ｃが個別カバー１９０のみを備えることも可能である。また、個別カバー１９０を
備えずに、保護カバー１６０で全面開放部のみをシーリングすることも可能である。
以上のように、本発明は、たとえ限定された実施形態と図面によって説明されたが、本発
明はこれに限定されず、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によって
、本発明の技術思想と以下に記載される特許請求の範囲の均等範囲内で多様な修正及び変
形が可能であるのはもちろんである。
【産業上の利用可能性】
【０００８】
本発明の照明装置は、多様な配光タイプの道路照明用街灯、室内灯、駐車場用灯に適用さ
れる。

【図１】 【図２】



(11) JP 2013-506955 A 2013.2.28

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】
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