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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数の発光素子が略線状に配列形成され、この発光素子の配列方向に略直交する方向に
複数配設された光源体と；
　樋状の反射面を有し、前記複数の発光素子が底部に配設されているとともに、樋状の上
部を覆う補助反射部材を有している反射部材と；
　平板状の板材で構成された取付板部の板面に前記光源体が配置されるとともに、これら
一対の取付板部同士が所定の角度をもって交差するように形成された略Ｖ字形の取付部と
；
　一対の取付板部に覆われた器具本体の内面側に付けられている光源体の点灯装置と；
　光源体を収容する器具本体と；
を具備しており、発光素子は、発光ダイオードであり、透光性カバーが器具本体の開口部
に固定されており、かつ器具の開口部と透光性カバーとの間に防水手段としての防水パッ
キングが設けられていることを特徴とする照明装置。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、道路、公園等の主に屋外に使用される照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
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　この種の照明装置は、道路の歩道側に設置された支柱等の高所に取付けられ、蛍光ラン
プやＨＩＤランプを光源として路面を照明することが一般的である。しかし、近年、省エ
ネや省メンテナンス等の観点から、発光ダイオードを屋外照明装置の光源として利用する
ことが検討されている。
【０００３】
　一方、屋外照明を行う防犯灯においては、道路面を適度な明るさで照明する必要があり
、防犯照明の推奨照度が求められている。すなわち、照明の効果として、歩行者の挙動・
姿勢などがわかるように、水平面照度（平均値）が３ルックス、鉛直面照度（最小値）が
０．５ルックスになるように照明器具を設置することが求められている。同時に防犯灯の
設置間隔をできるだけ広くすることにより設置コストを削減することが求められ、経済的
に広範囲の配光を得ることが要請されている。
【０００４】
　このため、特許文献１に示される白色発光ダイオード屋外照明器具が提案されている。
これは、複数の白色発光ダイオードを取り付けた複数の平面プリント基板が、白色ダイオ
ードが下面側に指向するように、しかも多方向に指向するように多角形状に多数配装され
たものである。
【特許文献１】特開２００４－２００１０２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、特許文献１にも示されるように、発光ダイオードのように発光部の小さ
な光源を利用して、防犯灯のように道路を照明する配光を得るためには、数多くの発光ダ
イオードを使用して配列する必要があり、コスト的な問題が生じると共に構造的にも複雑
化し組み立て作業も煩雑になる。
【０００６】
　このため、この種、発光ダイオード等の発光素子を光源とする防犯灯などの照明装置に
おいては、簡単な構成により、道路等の照明対象に適した配光をもって照明することが重
要な課題となっている。
【０００７】
　一方、発光素子、特に発光ダイオードを光源とした場合、発光ダイオードは点灯時に発
熱量が比較的多く、この温度上昇により素子の寿命が低下したり、発光効率が低下して光
束が低下する問題が生じる。特に、屋外で使用される防犯灯などにおいては、防水の目的
から器具を防水構造とすることが多く、発光ダイオードの熱が器具内にこもり易く一層の
寿命低下と発光効率の低下が顕著となる。このため、発光ダイオード等の発光素子を光源
とする照明装置においては、発光素子の温度上昇を如何に抑制し、素子の長寿命化を図る
と共に、光源の発光効率の低下を防止するかが重要な課題となっている。
【０００８】
　本発明は、上記課題に鑑みてなされたものであり、簡単な構成により目的とする配光を
もって照明することが可能な照明装置を提供しようとするものである。また、さらなる目
的は、発光素子の温度上昇を抑制することが可能な照明装置を提供しようとするものであ
る。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　請求項１に記載の照明装置の発明は、複数の発光素子が略線状に配列形成され、この発
光素子の配列方向に略直交する方向に複数配設された光源体と；樋状の反射面を有し、前
記複数の発光素子が底部に配設されているとともに、樋状の上部を覆う補助反射部材を有
している反射部材と；平板状の板材で構成された取付板部の板面に前記光源体が配置され
るとともに、これら一対の取付板部同士が所定の角度をもって交差するように形成された
略Ｖ字形の取付部と；一対の取付板部に覆われた器具本体の内面側に付けられている光源
体の点灯装置と；光源体を収容する器具本体と；を具備しており、発光素子は、発光ダイ
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オードであり、透光性カバーが器具本体の開口部に固定されており、かつ器具の開口部と
透光性カバーとの間に防水手段としての防水パッキングが設けられていることを特徴とす
る。
【００１０】
　本発明において、照明装置は、道路、公園等の照明に使用される防犯灯などの屋外照明
装置が好適であるが、室内の廊下や通路など長手方向に所定の明るさを必要とする場所に
設置される屋内用照明器具であってもよい。
【００１１】
　発光素子は、好適には発光ダイオードや半導体レーザーなど、半導体を発光源とした発
光素子が許容される。個数は１個でも複数個で構成してもよい。発光素子が配設された光
源体は、１個または複数個の発光素子により各種形状のモジュールとして構成されている
ことが許容される。
【００１２】
　取付部は、ステンレスやアルミニウム等の部材で構成され、例えば、１枚の平板状の板
材で取付板部が構成され、その板面に光源体を配置すると共に、支持部を器具本体の内面
に支持することにより所定の角度をもって交差するように配置されるもの、換言すれば、
断面が略Ｖ字形をなす板材で取付板部を構成し、互いの背部が所定の角度をもって対向す
る一対のＶ字の両辺部にそれぞれ光源体を配置すると共に、Ｖ字の開放端部に形成された
支持部を器具本体の内面に支持するものであってもよい。取付部の端部を折り曲げること
により取付部と一体に支持部を構成してもよく、または支持部を別体に構成してもよく、
要は、所定の角度をもって配置された取付部により目的とする配光をもって照明すること
が可能となると共に、取付部を介して発光素子の熱が器具本体から放熱できるように形成
された全ての構成が許容される。
【００１３】
　器具本体は、例えば、アルミダイカストやアルミニウムの押出し材等によって開口部を
有するように形成されており熱伝導性を有する金属等によって構成されている。
【００１４】
　本発明によれば、複数の発光素子が略線状に配列形成され、この発光素子の配列方向に
略直交する方向に複数配設された光源体と、この光源体が配置される取付部により、発光
素子の配列を簡素化して構成を簡単にすることが可能となる。
【００１５】
　光源体は、複数個の発光素子を直線または曲線等をなして配列形成し略線状をなすモジ
ュールとして構成しても、複数個の発光素子をマトリックス状に配列形成して略線状をな
す短冊状に構成しても、さらには、複数個の発光素子により楕円や長円形状になるように
配列形成して略線状をなすようにしてもよく、個数および配列形成される形状等は略線状
をなす全ての個数、形状が許容される。複数個の発光素子は、同一機能、性能を有するも
のが好適であるが、機能、性能が異なる発光素子で構成してもよい。
【００１６】
　複数配設された光源体は、複数種の発光素子を組み合わせてもよく、また配列も上述し
た線モジュール、短冊状、楕円や長円形状など、各種の配列を組み合わせて構成してもよ
い。複数の光源体は、発光素子の配列方向に略直交する方向に配設されるが、幾何学的に
厳密に直交する方向に形成されていても、または多少直交の角度がずれて配設されていて
もよい。
【００１７】
　本発明における取付部は、少なくとも構成を簡単にするための機能を有していればよく
、ここでは、取付部により目的とする配光をもって照明する機能、さらには、発光素子の
熱を放熱する機能は有していても、有していなくてもよい。
【００１８】
　透光性カバーは、光源体の発光素子の配列方向に略直交する方向に稜線が連続するよう
にプリズムを形成して構成されるが、幾何学的に厳密に直交して形成されていても、また
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多少直交の角度がずれていてもよい。
【００１９】
　また、複数配設された各光源体における発光素子の配列方向と透光性カバーのプリズム
の稜線が略直交する方向に形成されていることが好ましいが、一部の光源体の発光素子の
配列方向はプリズムの稜線と直交しない角度で交差するように構成されていてもよい。
【００２０】
　透光性カバーのプリズムは、小さな光源で比較的指向性の強い、例えば、半導体発光素
子の照射光を屈折させて目的とする広範囲の配光を得るためのもので、プリズムの頂角の
角度やプリズムの形状・大きさ等を変えて制御しても、同一の角度、同一の形状・大きさ
で構成して制御するようにしてもよく、要は、目的とする配光制御を行うために設計上で
選択された全ての頂角の角度、形状・大きさ等が許容される。
【００２１】
　プリズムは、透光性カバーの全面に形成しても、光源体に対向する部分にのみ、または
特定の箇所など一部に形成してもよい。さらに、プリズムの断面形状においてプリズムが
連続的に形成され、複数の稜線（または溝）が所定の間隔をもって複数形成されているこ
とが好ましいが、光源体に対向する部分等、一部のみに形成した不連続の状態に形成して
もよい。さらに、プリズムは、透光性カバーの内面に形成しても外面に形成しても内外両
面に形成してもよい。また、プリズムは、例えば、器具の上方から漏れる光を屈折させて
、近隣家屋など不必要な方向へ放出される光を阻止する機能を有していてもよい。透光性
カバーは、光源体を覆うカバー部材を構成していることが好ましいが、カバー部材とは別
個の、専ら光を制御するための機能のみを有して構成されたものであってもよい。
【００２２】
　本発明における器具本体は、少なくとも光源体および透光性カバーを支持する機能を有
していればよく、ここでは、発光素子の熱を放熱する機能は有していても、有していなく
てもよく、例えば、アルミダイカスト等からなる金属や、光を透過させない合成樹脂等で
構成して光を遮断することが好ましいが、光障害とならない範囲で、多少光が漏れるもの
も許容される。
【発明の効果】
【００２３】
　請求項１の発明によれば、複数の発光素子が略線状に配列形成され、この発光素子の配
列方向に略直交する方向に複数配設された光源体と、この光源体が配置される取付部によ
り、発光素子の配列を簡素化して構成を簡単にすることが可能となる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２４】
　以下、本発明の実施形態につき、防犯灯を例に図面に従い説明する。
【実施例１】
【００２５】
　図１～図８に示すように、１０は本発明の照明装置である防犯灯で、発光素子１１を有
する光源体１２、光源体が配置される取付部１５ｂ、発光素子からの光を制御する透光性
カバー１３、光源体の光を透光性カバーに向けて反射する反射体１４、透光性カバーおよ
び反射体を支持する器具本体１５、器具本体を支持する支持部材１６で構成する。
【００２６】
　発光素子１１は、半導体発光素子である発光ダイオード（以下「ＬＥＤ」と称す）で構
成し、同一性能を有する複数個のＬＥＤ１１が用意され、この各ＬＥＤは、本実施形態で
は青色ＬＥＤチップとこの青色ＬＥＤチップにより励起される黄色蛍光体により白色を発
光する高輝度、高出力のＬＥＤからなり、さらに、一方向、すなわちＬＥＤの光軸ｏ－ｏ
方向に光線が主として放射される。ここで光軸ｏ－ｏは、ＬＥＤ１１が実装される基板１
１ａの面に対して略鉛直方向のことである（図５）。
【００２７】
　また、ＬＥＤ１１は細長矩形状をなす回路基板からなる基板１１ａ上に複数個、本実施
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例では２４個のＬＥＤが基板の長手方向の中心線、すなわち光源体１２の中心線ｘ－ｘに
沿って略直線状に配列形成され、実装されて線モジュールとしての光源体１２が構成され
る。この光源体１２は、複数本、本実施例では１０本用意され、各光源体に反射体１４が
装着される。
【００２８】
　すなわち、図５に示すように反射体１４は、熱伝導性を有するステンレス若しくはアル
ミニウムの板材からなり断面が略Ｕ字形をなす樋状の反射面１４ａを有して構成される。
この反射体の樋の底部に反射体の長手方向の中心線ｙ－ｙに、上記構成の線状をなす光源
体１２の中心線ｘ－ｘが沿うように位置させて支持される。これにより、略線状をなす光
源体１２の両側に、左右対称に反射体の反射面１４ａが位置し、各ＬＥＤ１１から両側に
向かって放射される照射光がＬＥＤの光軸ｏ－ｏに向かうように反射される。上記反射体
１４が装着された光源体１２は、複数個、本実施例では１０個用意される。各反射体１４
は、凹内面を鏡面に仕上げて構成し、各光源体１２上下の端部を反射体の内面にネジ等の
固定手段で取付ける。
【００２９】
　器具本体１５は、熱伝導性を有するアルミダイカスト製で、一面に開口部１５ａを形成
した略船底形状をなす箱体の本体部１５ａ１を有して構成され、この本体部１５ａ１の内
側面に開口部１５ａに面して上述した反射体１４を装着した光源体１２を収納し支持する
。すなわち、器具本体の一方の空間部、図２において右方の広い空間部に、器具本体の長
手方向の中心線ｚ－ｚ上に位置して熱伝導性を有するステンレス若しくはアルミニウムの
板材からなり断面が略Ｖ字形をなす取付部１５ｂを支持する。
【００３０】
　取付部１５ｂは、複数の光源体１２を配置するための一対の取付板部１５ｂ１を有し、
Ｖ字の先端が開口部１５ａに面するように、これら取付板部同士が所定の角度αをもって
交差するように一体的に形成される。換言すれば、互いの背部が所定の角度をもって対向
する一対のＶ字の両辺部１５ｃ、１５ｃが左右対称に、器具本体１５の底部に向かって徐
々に開きながら傾斜するように位置させて船底形状の底部に固定される（図４）。この状
態は、器具本体１５を支柱等に設置した場合、Ｖ字の両辺部１５ｃ、１５ｃが左右対称に
、上方に向かって徐々に開きながら傾斜し、Ｖ字の両辺部１５ｃ、１５ｃの板面が左右対
称に斜め下方に向かって位置される。なお、取付部１５ｂの表面には、鏡面加工を施して
反射体の機能を持たせて構成する。
【００３１】
　上記のように器具本体１５に固定された取付部の取付板部１５ｂ１に、反射体１４を装
着した１０個の光源体１２が配置され支持される。すなわち、互いの背部が所定の角度を
もって対向するＶ字の一対の両辺部１５ｃ、１５ｃに対して、各光源体１２がＬＥＤ１１
の配列方向に略直交する方向、換言すれば、光源体１２の中心線ｘ－ｘに略直交する方向
に略等間隔に配置され配設される。
【００３２】
　詳細には、反射体１４を装着した１０個の光源体１２は、５個ずつが取付部１５ｂのＶ
字の左右両辺部１５ｃ、１５ｃに分配されて、それぞれが略等間隔になるように固定され
る。固定は、例えば、反射体１４の底面部を取付部１５ｂに対してスポット溶接等の手段
で固定する。これにより、取付部１５ｂは、ＬＥＤの基板１１ａと反射体１４を保持し、
ＬＥＤの基板１１ａの背面が互いに所定の角度をなすように取付角が保持され、１０個の
光源体１２は、５個ずつに配分され照射方向が左右略対称となるように配設される。
【００３３】
　これにより、器具本体１５の本体部１５ａ１の内側面に取付部１５ｂが本体部に対して
熱伝導可能に取り付けられ、さらに、光源体１２の光出力が開口部１５ａ１の方向に向く
ように配設される。
【００３４】
　図中１４ｂは補助反射体で、取付部１５ｂのＶ字の両辺部１５ｃ、１５ｃの開放端部を
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延長し略水平方向に屈曲させて一体に形成し、器具本体１５の底面を覆うように位置させ
て配設される。これにより、各ＬＥＤ１１の光軸ｏ－ｏに沿わない光の内、器具本体１５
の底面側に放射された光を器具本体の開口部１５ａ側に向けて反射させるものである。な
お、補助反射体１４ｂの表面は鏡面加工を施して構成する。
【００３５】
　また、補助反射体１４ｂは、本発明における取付部１５ｂの支持部１５ｄを構成してい
る。すなわち、Ｖ字の開放端部を延長し略水平方向に屈曲させて一体に形成した平坦な部
分、換言すれば、補助反射体１４ｂの反射面の裏面を器具本体１５の取付ボス１５ｅに支
持板１５ｆを介して当接し、貫通する取付孔を通じてネジ等で固定し取付部１５ｂを支持
部により器具本体１５の底面側の内面に支持している。この際、支持部１５ｄは補助反射
板１４ｂを兼ねた広い面で接触し密着される。取付ボス１５ｅはアルミダイカスト製の器
具本体１５の底面側の内面に一体に突出して形成する。また、支持板１５ｆは熱伝導性を
有するステンレス若しくはアルミニウムの板材で構成されている。これら構成により、光
源体１２の各ＬＥＤ１１で発生した熱が、それぞれが熱伝導性を有する反射体１４、取付
部１５ｂ、支持部１５ｄ、支持板１５ｆ、さらに取付ボス１５ｅを介して器具本体１５に
伝達され、器具本体の外面から放熱されてＬＥＤ点灯時における温度上昇を抑制している
。
【００３６】
　透光性カバー１３は、光源体１２に実装された各ＬＥＤ１１からの照射光を制御するも
ので、透明なアクリル等の合成樹脂で構成し、上記器具本体１５の開口部１５ａを覆うカ
バー部材を構成するように、一面に開口部１３ａを形成した断面が略Ｖ字形をなす箱体で
構成する。
【００３７】
　透光性カバー１３の内面には、プリズム１３ｂを一体に形成する。プリズム１３ｂは、
上記光源体１２の各ＬＥＤ１１の配列方向に略直交する方向、換言すれば、光源体１２の
中心線ｘ－ｘに略直交する方向に稜線が連続するように形成する（図３（ａ））。この稜
線は、カバー部材である透光性カバー１３を器具本体１５に被せ、器具本体を支柱等に設
置した場合、水平方向に略沿った方向に位置する。
【００３８】
　プリズム１３ｂは、比較的指向性の強いＬＥＤの光を屈折させて目的とする配光をもっ
て広範囲の配光を得るためのもので、プリズムの頂角を約９０°に形成し、透光性カバー
１３の長手方向に沿う両側面１３ｃ、１３ｃおよび先端面１３ｄに形成し、さらに断面形
状においても両側面１３ｃ、１３ｃおよび底部１３ｅにわたりプリズムが連続するように
形成し、複数の稜線（または溝）が所定の間隔をもって複数形成されている（図４）。
【００３９】
　上記に構成された透光性カバー１３は、開口部１３ａを器具本体１５の開口部１５ａに
合致させ、器具本体１５内に支持された光源体１２および器具本体の左方の狭い空間部に
収納された点灯装置２０を覆うようにしてネジ等で着脱ができるように取り付けられる。
これにより、透光性カバー１３は、断面が略Ｖ字形をなす両側面１３ｃ、１３ｃが、略Ｖ
字形の取付部１５ｂに支持された各５個の光源体１２に対し略平行に沿った状態で覆われ
、かつプリズム１３ｂの稜線がＬＥＤ１１の配列方向（光源体１２の中心線ｘ－ｘ）に略
直交する方向に位置して被せられる（図３（ａ））。なお、器具本体の開口部１５ａと透
光性カバーの開口部１３ａは、シリコーン樹脂等からなるパッキングを介して嵌合させ防
水性を保持するように構成する。透光性カバー１３は、ネジを取り外して光源体１２や点
灯装置２０等の点検、修理等ができるように構成する。図中１６は、器具本体の一方、す
なわち、点灯装置２０側に取り付けられた取付金具からなる支持部材であり、この支持部
材１６により上記に構成された防犯灯１０を支柱Ｐ等に支持固定する。
【００４０】
　本実施例において、防犯灯の寸法等は、次のように設定した。器具本体の長さ寸法Ｌ１
は約３８０ｍｍ、透光性カバー１３を含めた高さ寸法Ｈ１は約２００ｍｍ、幅寸法Ｓは約
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１７０ｍｍである。
【００４１】
　次に、上記のように構成した防犯灯１０を、図６に示すように道路の歩道側に設置され
た支柱Ｐに取付けて使用した場合の作用につき説明する。
【００４２】
　まず、図６に示すように、支持部材１６により器具本体１５を支柱Ｐの約４．５ｍの高
さに取付ける。この際、器具本体１５の中心線ｚ－ｚが略水平になるように設置し、透光
性カバー１３のプリズム１３ｂの稜線が道路横断方向に略沿って位置するように支持する
。これにより、取付部１５ｂの互いの背部が所定の角度をもって対向するＶ字の一対の両
辺部１５ｃ、１５ｃに支持された片側５個ずつの各光源体１２が左右対称に斜め下方に向
かって位置される。
【００４３】
　上記に設置された状態で各光源体１２のＬＥＤ１１を点灯すると、各ＬＥＤ１１から放
射される光軸ｏ－ｏに沿う照射光は、透光性カバー１３のプリズム１３ｂにより屈折され
、その左右の照射方向が各光軸方向に沿って左右に略対称に斜め下方に向かって放射され
る。同時にＬＥＤの光軸に沿わない両側から放射される光は反射体１４の両側の反射面１
４ａで光軸方向に反射されプリズム１３ｂによって屈折されて光軸方向に沿って左右対称
に斜め下方に向かって放射される（図５（ｂ））。これにより、器具本体１５の両側面か
ら支柱Ｐの左右に向かい（図６（ａ）で図面手前と奥側に向かい）均等に放射され、歩道
側及び車道側の路面を道路Ｒの延伸方向に沿って照らし照明する。
【００４４】
　さらに、ＬＥＤ１１の光軸に沿わない光の内、下方に放射される光は、透光性カバー１
３の底面のプリズム１３ｂによって屈折されて下方に放射される。上方に放射された光は
補助反射体１４ｂで下方に反射され、下方に放射された光と共に透光性カバー１３の底面
のプリズム１３ｂによって屈折されて下方に放射され、設置された支柱Ｐの下方領域の路
面を照らし照明する（図５（ｃ））。また下方部分はプリズム１３ｂによって光が拡散さ
れ柔らかい光で支柱Ｐの下方領域を照らすことが出来ると共に、人が防犯灯を見上げて見
た場合に眩しさを感じることがない。
【００４５】
　これらの作用により、図６（ｂ）に概略的に示す配光状態のように、支柱Ｐの下方領域
から歩道側及び車道側の道路Ｒの延伸方向にわたる広範囲の配光をもって防犯灯としての
照明を行うことができる。
【００４６】
　以上、本実施例によれば、複数のＬＥＤ１１が光源体１２の中心線ｘ－ｘに沿って略直
線状に配列形成され実装された線モジュールとして構成されているので、構造的にも簡素
化され組み立て作業も簡単になる。また、取付部１５ｂに対し、線モジュールとして構成
された光源体１２を、単に、ＬＥＤ１１の配列方向に略直交する方向に複数配設する簡素
な構成としたので、構造的にも簡素化され組み立て作業も一層簡単になる。さらに、取付
板部１５ｂ１同士が所定の角度をもって交差するように一体的に形成された取付部１５ｂ
により目的とする配光を容易に得ることができる。
【００４７】
　また、同時に比較的指向性の強いＬＥＤの照射光を、ＬＥＤ１１の配列方向に略直交す
る方向に稜線が連続するように形成したプリズム１３ｂにより屈折させるので、上記所定
の角度をもって配置された取付部１５ｂの作用と相まって、防犯灯としての目的とする広
範囲の配光を得ることができる。このため、従来のように、広範囲の配光を得るために数
多くの高価なＬＥＤを使用することなく実現できる。これによりコスト的な問題も解消す
ることが可能となる。
【００４８】
　光源体１２を配置した取付部１５ｂは、その支持部１５ｄを器具本体１５の底面側の内
面に支持しているので、光源体１２の各ＬＥＤ１１で発生した熱が、それぞれが熱伝導性
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を有する反射体１４、取付部１５ｂ、支持部１５ｄ、支持板１５ｆ、さらに取付ボス１５
ｅを介して器具本体１５に伝達され、器具本体の外面から放熱されてＬＥＤ点灯時におけ
る温度上昇を抑制し、ＬＥＤの長寿命化をはかることができると共に、発光効率の低下を
防ぐことができる。また、支持部１５ｄは補助反射体１４ｂを兼ねているので、構造が簡
素化されると共に、ＬＥＤ１１の光を有効に活用することができる。
【００４９】
　さらに、光源体１２は線モジュールとして構成されているので、必要な個数のモジュー
ルを適宜選択して、防犯灯を設置する場所に合わせた配光特性を有する照明を行うことも
可能となる。例えば、片側の照明が不要な行き止まりの道路の場合には、左右対称に設置
された光源体の内、片側の光源体を省略、若しくは不点灯状態となし、不要な方向に向か
う光を阻止して近隣住宅や畑の農産物に悪影響を与える恐れをなくすこともでき、各種の
設置場所に適応可能な汎用性に優れた防犯灯を提供することもできる。さらに、点灯装置
内に調光制御装置を設け、複数の光源体を適宜選択して点灯若しくは消灯させ、道路周辺
の建物や環境等、設置場所の状況に合わせた防犯照明を行うことも可能となる。
【００５０】
　光源体１２のＬＥＤ１１は、青色ＬＥＤチップとこの青色ＬＥＤチップにより励起され
る黄色蛍光体により白色を発光する高輝度、高出力の複数の表面実装形のＬＥＤを基板１
１ａ上に配列した汎用性のある線モジュールとして構成し、その照射光をプリズムで制御
して目的とする配光を得るようにしたので、特許文献１に示されるような砲弾形のＬＥＤ
個々で配光を制御する必要がなく、コスト的にも有利となる。
【００５１】
　光源体１２に反射体１４を装着して構成したので、各ＬＥＤ１１から側方に漏れる光を
光軸方向に反射させて光を有効に活用することができ、一層広範囲の配光をもった照明を
行うことができる。さらに取付部１５ｂの支持部１５ｄを兼ねる補助反射体１４ｂを付加
し、光源体１２を支持する取付部１５ｂも反射体として機能するように構成したので、Ｌ
ＥＤから漏れる光をこれらで反射させて無駄な光を少なくすることができ、より一層有効
に活用することができる。
【００５２】
　また、光源として半導体発光素子であるＬＥＤを用いているため器具の寿命が長くなり
、ランプ交換などの維持費をかけることなく長期にわたり使用することができる。同時に
ＬＥＤとプリズムの組み合わせにより、広範囲の配光をもった照明を行うことができ、防
犯灯の設置間隔を広くすることも可能となり、経済的かつ広範囲の照明を行うことができ
る。
【００５３】
　また、光源としてＬＥＤを使用したので、従来の蛍光ランプやＨＩＤランプにおける点
灯装置の重い安定器等が不要で、器具全体の小形化、軽量化を図ることができ、防犯灯を
支柱の高所に設置する際の施工性が容易となり、確実に設置することが可能となる。
【００５４】
　複数の光源体１２は、略Ｖ字形をなす取付部１５ｂの、互いの背部が所定の角度をもっ
て対向するＶ字の一対の両辺部１５ｃ、１５ｃにそれぞれ分配されて配置されているので
、簡易な構成で各ＬＥＤの照射光を照射方向が略対称となるように容易かつ確実に配光制
御することができる。
【００５５】
　複数個の光源体１２は、略Ｖ字形をなす取付部１５ｂに支持されて一括して器具本体内
の一方の広い空間部に収納され、また他方の狭い空間部には点灯装置が収納され部品配置
も簡素化されたより一層組み立て易い防犯灯を提供できる。
【００５６】
　以上、本実施例において、透光性カバー１３のプリズム１３ｂの頂角を約９０°に形成
したが、光源体１２との位置関係によって、その頂角の角度等を適宜選択し、防犯灯とし
てより目的に近い広範囲の配光を得るように構成してもよい。また、プリズム１３ｂは、
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透光性カバー１３の長手方向に沿う全面に形成したが、図７（ａ）に示すように、光源体
１２に対応する部分にのみ形成するようにしてもよい。この場合プリズムを形成しない部
分は透明または光拡散処理を施した半透明の状態になるように構成する。
【００５７】
　また、断面形状においてプリズム１３ｂが連続するように形成したが、図７（ｂ）に示
すように、光源体１２に対応する部分は透明体で構成し、下方および上端部分のみにプリ
ズム１３ｂを形成するように構成してもよい。これによれば、光源体に対応する側面部分
が透明となっているので、指向性の強いＬＥＤの光を透明部分から直接放射させて、より
遠方へ光が届くように構成される。また下方部分はプリズム１３ｂによって光が拡散され
柔らかい光で支柱Ｐの下方領域を照らすことが出来ると共に、人が防犯灯を見上げて見た
場合に眩しさを感じることがない。さらに、上端部分のプリズム１３ｂにより、その頂角
の角度等を適宜選択して設定し、器具本体１５から上方に向かう光を阻止するようにする
ことができる。これにより、近隣住宅や畑の農作物に悪影響を与える恐れがなくなる。
【００５８】
　さらに、図７（ｃ）に示すように、支柱Ｐの下方領域の照度が不足する場合には、下方
のプリズムを形成せずに透明または半透明の状態に形成し、支柱の下方領域の路面を明る
くするようにしてもよい。
【００５９】
　光源体１２に装着した反射体１４の配置角度を変化できるようにして、配光を調整でき
るようにしてもよい。また、図８（ａ）に示すように、反射体１４を装着した光源体１２
を取付部１５ｂに対して回動ができるように構成し、角度、すなわち、線状に配列された
ＬＥＤ１１の配列方向とプリズム１３ｂの稜線とのなす角度が可変できるように構成して
、配光をさらに調整できるようにしてもよい。これら反射体１４や光源体１２の調整機能
により、例えば、曲がった道路や、曲がり角に適した配光を得ることも可能となる。
【００６０】
　反射体１４、取付部１５ｂおよび補助反射体１４ｂに鏡面加工を施して構成したが、こ
れら部材をステンレスやアルミニウム等で構成した場合には、格別に鏡面加工を施さずに
構成してもよい。反射体１４は、ＰＢＴ（ポリブチレンテレフタレート）等の白色の合成
樹脂で構成してもよい。さらに上記金属や合成樹脂に鏡面または半鏡面加工等を施して形
成したものであってもよい。
【００６１】
　反射体１４は、全ての光源体１２に対応して設けたが、目的とする配光を得るために一
部の光源体にのみ対応して設けるように構成してもよい。反射体１４は、器具本体１５、
または光源体１２を支持する部材などと一体に形成されても、または別体に構成されてい
てもよい。また、複数の反射体１４は同一の材料、同一の反射性能を有して構成したが、
別の材料で構成してもよく、さらには、それぞれ、若しくは一部の反射性能が異なるもの
でもよい。さらに、それぞれの反射体が一体に構成されていても、別体にそれぞれの光源
体個々に対応して構成されていてもよい。
【００６２】
　器具本体１５内に収納した点灯装置２０は、器具本体とは別置きに構成してもよい。器
具本体１５とカバー部材である透光性カバー１３を、ネジで固定したが、器具本体１５と
透光性カバー１３の一端縁部を回動自在に軸支し、この軸を支点とし開閉ができるように
構成してもよい。透光性カバー１３を器具本体１５のカバー部材の機能を持たせて構成し
たが、図８(ｂ)に示すように、カバー部材３０は点灯装置２０を覆う部分３０ａと光源体
１２に対向する開口部３０ｂをもった枠状部材で構成し、この枠状部材の開口部３０ｂに
透光性カバー１３´を嵌め込んで構成し、透光性カバーは専ら光を制御するための機能の
みを有して構成されたものであってもよい。
【００６３】
　発光素子は、半導体発光素子であるＬＥＤで構成したが、冷陰極ランプ、ハロゲンラン
プ、ＥＬ（エレクトロルミネセンス）等、半導体発光素子以外で構成してもよい。
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【００６４】
　防犯灯１０を支持部材１６により、透光性カバー１３のプリズム１３ｂが道路横断方向
に略沿って位置するように支持したが、幾何学的に厳密に道路横断方向にプリズムが位置
している必要はなく、設置する現場の状況に応じ、道路横断方向から多少ずれた角度で位
置されて支持されたものであってもよい。
【００６５】
　上記実施例は、屋外用の防犯灯として構成したが、研究施設、図書館や美術館等の廊下
に用い、廊下の延伸方向に沿って照明を行う室内用の照明器具として構成してもよい。室
内用の照明器具として構成する場合には、防水のためのパッキングは省略してもよい。
【実施例２】
【００６６】
　防犯灯などの照明装置においては、省エネや省施工の考えから設置間隔を広げて照明が
できるよう道路方向に沿って長手方向に広がる配光が求められている。しかしながら、こ
のように長手方向に照射距離を広げたものは、例えば、曲がり角、カーブなどの道路に設
置すると片側の照射光が余分になり、その部分が漏れ光となって近隣住宅や畑の農作物に
悪影響を与える恐れがある。
【００６７】
　本実施例は、上記の問題を解決するためになされたもので、曲がり角、カーブなどの道
路で効率のよい照明ができると共に、漏れ光を最小限にすることが可能な照明装置を提供
しようとするものである。以下、図９～図１０に従いその構成を説明する。なお、図９～
図１０には、実施例１における図１～図８と同一部分に同一の符号を付してその詳細な説
明は省略する。
【００６８】
　本実施例の照明装置である防犯灯は、実施例１で構成された防犯灯１０において、器具
本体の中心線ｚ－ｚを境に２分割し、右側用防犯灯Ｒおよび左側用防犯灯Ｌを構成する。
これにより、右側用防犯灯Ｒには、取付部１５ｂの右側に支持された５個の光源体１２お
よびこの光源体の各ＬＥＤ１１の配列方向に略直交する方向に稜線が連続するようにプリ
ズム１３ｂを形成した透光性カバー１３が器具本体１５に組み込まれる。同様に左側用防
犯灯Ｌには、取付部１５ｂの左側に支持された５個の光源体１２およびこの光源体の各Ｌ
ＥＤ１１の配列方向に略直交する方向に稜線が連続するようにプリズム１３ｂを形成した
透光性カバー１３が器具本体１５に組み込まれる。
【００６９】
　なお、右側用防犯灯Ｒおよび左側用防犯灯Ｌのそれぞれの取付部１５ｂは、１枚の平板
状の板材で構成され、支持部１５ｄによって所定の角度をもって実施例１と同様に器具本
体１５の底面側の内面に支持される。また、左右の分割面となる器具本体の側面には、ア
ルミダイカストで側板４０、４０をそれぞれ一体に形成し、カバー部材である透光性カバ
ー１３との間にパッキングを介在させて防水機能をもたせて構成する。
【００７０】
　上記に構成された右側用防犯灯Ｒは、片側に支持された各光源体１２のＬＥＤ１１を点
灯すると、各ＬＥＤ１１から放射される光が実施例１と同様に透光性カバー１３のプリズ
ム１３ｂによって制御され、器具本体１５の片面、図９（ａ）において右側に向かって放
射される。また、左側用防犯灯Ｌは、各ＬＥＤ１１から放射される光が実施例１と同様に
透光性カバー１３のプリズム１３ｂによって制御され、器具本体１５の片面、図９（ｂ）
において左側に向かって放射される。なお、支持部材１６は、支柱Ｐに対して回動が可能
で、器具本体１５を任意の方向に設置できる構成にする。
【００７１】
　上記に構成された右側用防犯灯Ｒおよび左側用防犯灯Ｌは、次のようにして各種の道路
に設置される。すなわち、図１０（ａ）に示すように、直線道路Ａの場合には、１本の支
柱Ｐに対して右側用防犯灯Ｒと左側用防犯灯Ｌの２台を使用して、その分割面に設けられ
た側板４０が対向するように、換言すれば、透光性カバー１３が左右に延伸する道路に面
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するように位置させて支柱Ｐに設置する。これにより、実施例１と同様に、透光性カバー
１３のプリズム１３ｂの稜線が道路横断方向に略沿って位置するように設置され、図１０
（ａ）に示す概略的な配光状態のように、支柱Ｐの下方領域から左右の歩道側及び車道側
の道路Ｒの延伸方向にわたる広範囲の配光をもって防犯灯としての照明を行うことができ
る。この際、道路以外に漏れ光が出ないようにプリズム１３ｂによって各ＬＥＤ１１から
の光は制御される。
【００７２】
　次に、図１０（ｂ）に示すようにカーブを伴う道路Ａの場合には、１本の支柱Ｐに対し
て右側用防犯灯Ｒと左側用防犯灯Ｌの２台を使用し、右側用防犯灯Ｒは右カーブの路面に
沿わせるように、所定の角度で右側に向けて支柱Ｐに設置する。左側用防犯灯Ｌは左カー
ブの路面に沿わせるように、所定の角度で左側に向けて支柱Ｐに設置する。これにより、
右側用防犯灯Ｒにより支柱Ｐの下方領域から右側にカーブした歩道側及び車道側の道路Ｒ
の延伸方向にわたる広範囲の配光をもって照明を行う。また左側用防犯灯Ｌにより支柱Ｐ
の下方領域から左側にカーブした歩道側及び車道側の道路Ｒの延伸方向にわたる広範囲の
配光をもって照明を行う。これにより、図１０（ｂ）に示す概略的な配光状態のように、
左右の防犯灯Ｒ、Ｌによって、カーブに沿った広範囲の配光をもって照明を行うことがで
る。同時に、図１０（ｂ）中破線で示すような漏れ光が発生することがなく、近隣住宅や
畑の農作物に悪影響を与える恐れがなくなる。
【００７３】
　次に、曲がり角の道路Ａの場合には、図１０（ｃ）に示すように、１本の支柱Ｐに対し
て右側用防犯灯Ｒと左側用防犯灯Ｌの２台を使用し、道路の曲がりに沿うように約９０°
の角度隔たるように配置する。すなわち、右側用防犯灯Ｒは右に曲がった路面に沿わせる
ように右側に向けて支柱Ｐに設置する。左側用防犯灯Ｌは左に曲がった路面に沿わせるよ
うに左側に向けて支柱Ｐに設置する。これにより、右側用防犯灯Ｒにより支柱Ｐの下方領
域から右側に曲がった歩道側及び車道側の道路Ｒの延伸方向にわたる広範囲の配光をもっ
て照明を行う。また左側用防犯灯Ｌにより支柱Ｐの下方領域から左側に曲がった歩道側及
び車道側の道路Ｒの延伸方向にわたる広範囲の配光をもって照明を行う。これにより、図
１０（ｃ）に示す概略的な配光状態のように、左右の防犯灯Ｒ、Ｌによって、曲がり角の
道路に沿った広範囲の配光をもって照明を行うことができる。同時に、従来の設置形態を
示す図１０（ｄ）に破線で示すような漏れ光が発生することがなく、角の住宅や畑の農作
物に悪影響を与える恐れがなくなる。図中１０´は従来の防犯灯である。
【００７４】
　次に、行き止まりの道路Ａの場合には、図１０（ｅ）に示すように、左側用防犯灯Ｌを
１台使用し、その分割面に設けられた側板４０が行き止まりの奥に面するように、換言す
れば、透光性カバー１３が延伸する道路に面するように位置させて支柱Ｐに設置する。こ
れにより、実施例１と同様に、透光性カバー１３のプリズム１３ｂの稜線が道路横断方向
に略沿って位置するように設置され、図１０（ｅ）に示す概略的な配光状態のように、支
柱Ｐの下方領域から歩道側及び車道側の道路Ｒの延伸方向にわたる広範囲の配光をもって
照明を行うことができる。同時に、破線で示すような漏れ光が発生することがなく奥の住
宅や畑の農作物に悪影響を与える恐れがなくなる。なお、図１０（ｅ）と逆に、行き止ま
り道路の左側に支柱を立てて防犯灯を設置する場合には右側用防犯灯Ｒを１台使用し、そ
の透光性カバー１３が延伸する道路に面するように位置させて支柱Ｐに設置すれば、同様
の作用効果を得ることができる。
【００７５】
　以上、本実施例によれば、曲がり角、カーブ、行き止まりなどの道路で効率のよい照明
ができると共に、漏れ光を最小限にすることができる。同時に各種設置場所の条件に適合
可能な汎用性に富んだ照明装置および防犯灯を提供することができる。
【００７６】
　また、本実施例の防犯灯によれば、片側だけの配光でよいので、光源体１２のＬＥＤ１
１の数は少なくすることができ、安価にできると共に、反射体１４や透光性カバー１３な
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どの光学系が半分となり器具を小型・軽量に構成することができ支柱への設置作業も楽に
行える。
【００７７】
　本実施例において、透光性カバーとしてプリズムを使用したが、凸レンズ等のレンズ体
で構成してもよい。この場合、光学系部品としては、光源体とレンズ体、または光源体と
反射体およびレンズ体で構成してもよい。
【００７８】
　その他、本実施例における他の構成、作動、作用効果、変形例等は、実施例１と同様で
ある。
【実施例３】
【００７９】
　本実施例は、取付部により、目的とする配光をより確実に得ることができると共に、発
光素子の熱をより効果的に器具本体から放熱させて発光素子の温度上昇を一層抑制するこ
とが可能な照明装置を提供しようとするものである。以下、図１１～図１６に従いその構
成を説明する。なお、図１１～図１６には、実施例１、２における図１～図１０と同一部
分に同一の符号を付してその詳細な説明は省略する。本実施例におけるＬＥＤ１１は、白
色を発光するより高輝度、高出力のＬＥＤを用いる。これにより使用個数を４個に減少さ
せて細長矩形状をなす回路基板からなる基板１１ａ上に略直線状に配列形成して線モジュ
ールとしての光源体１２を構成する。この光源体は、本実施例では本数を減らして８本が
用意される。反射体１４は、熱伝導性を有するステンレス若しくはアルミニウムの板材か
らなり断面が略Ｖ字形をなす樋状の反射面１４ａと、Ｖ字の上部を覆うように一体に形成
された補助反射板１４ｃを有して構成され、この反射体の樋の底部に反射体の長手方向の
中心線ｙ－ｙに、上記構成の線状をなす光源体１２の中心線ｘ－ｘが沿うように配置され
る。反射体１４が配置された光源体１２は、本実施例では一列に４個ずつ、合計８個用意
される。器具本体１５は、実施例１と同様に熱伝導性を有するアルミダイカストまたはア
ルミニウムの押出し材で構成し、下方に開口部１５ａが設けられ、器具本体の一方の空間
部、図１２において左方の広い空間部に光源体１２を配置した取付部１５ｂを収納し、右
方の狭い空間部に点灯装置２０を収納して支持する。さらに、光源体１２を収納する左方
の広い空間部の外面（図１３において上面）に、直線状をなす複数本の放熱リブ１５ｒを
一体に形成する。なお、放熱リブ１５ｒは、放熱効果が十分であれば特に設けなくてもよ
い。取付部１５ｂは、実施例１と同様に熱伝導性を有するステンレスやアルミニウムの板
材からなる取付板部１５ｂ１を有し、その表裏前面をアクリル塗層やアルミナ材料等によ
って白色の塗装を施して構成し、Ｖ字の先端が開口部１５ａ側に面するように、これら取
付板部同士が所定の角度をもって交差するように一体的に形成される。換言すれば、互い
の背部が所定の角度、本実施例では略９０°の角度をもって対向する一対のＶ字の両辺部
１５ｃ、１５ｃが左右対称に、器具本体１５の底部に向かって徐々に開きながら傾斜する
ように位置させ、その支持部１５ｄを、直接、船底形状の底部にネジ等で固定する。この
際、取付部１５ｂは、その裏面も白色の塗装が施されているので、白色に塗装された支持
部１５ｄが器具本体１５の底部と密着して固定される。この場合、器具本体１５側の支持
部１５ｄが取り付けられる被取付部にも同種の白色塗装を施すことで、一層密着性を向上
させることができる。
【００８０】
　取付部１５ｂには、互いの背部が略９０°の角度をもって対向するＶ字の一対の両辺部
１５ｃ、１５ｃに対して、反射体１４を有する８個の光源体１２がＬＥＤ１１の配列方向
に略直交する方向に４個ずつが分配され、それぞれが略等間隔になるように固定される。
【００８１】
　光源体１２および反射体１４は次のようにして取付部１５ｂに固定される。すなわち、
図１５に示すように、反射体１４の樋状の底面に、ＬＥＤ１１を実装した細長矩形状をな
す基板１１ａが嵌合される形状、大きさの貫通する縦長の角孔１４ｈを形成し、まず、８
個の反射体１４を角孔１４ｈが取付部の取付板部１５ｂ１の表面に面するようにして所定
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の位置に当接しスポット溶接等の手段で固定する。次に、ＬＥＤ１１を実装した基板１１
ａを角孔１４ｈに嵌合し、基板１１ａの放熱板１１ｂを取付板部１５ｂ１の表面に当接さ
せて基板の上下をネジ１１ｃで固定する。これにより、基板１１ａの放熱板１１ｂと白色
に塗装された取付板部１５ｂ１の表面が密着して固定される。図中１１ｄは、熱伝導性が
良好で電気絶縁性を有するシリコーン樹脂等で構成された絶縁板である。なお、放熱板１
１ｂは熱伝導性の良好な銅板等で構成されている。
【００８２】
　上記により、取付部１５ｂは、ＬＥＤ１１の基板１１ａと反射体１４を保持し、ＬＥＤ
の基板１１ａの背面が互いに略９０°の角度をなすように取付角が保持され、８個の光源
体１２は、４個ずつに配分され光軸ｏ－ｏを中心とする照射方向が角度略４５°をもって
左右略対称となるように配設される（図１４）。
【００８３】
　これにより、器具本体１５の本体部１５ａ１の内側面に取付部１５ｂが本体部に対して
熱伝導可能に取り付けられ、さらに、光源体１２の光出力が開口部１５ａ１の方向に向く
ように配設される。
【００８４】
　透光性カバー１３は、透明なアクリル等の合成樹脂で構成し、一面に開口部１３ａを形
成した断面が略Ｗ字形をなす箱体で構成する。透光性カバー１３は、光源体１２を配置し
た取付部１５ｂに対向する部分を透明に形成し、点灯装置２０を収納した部分に対向する
部分をフロスト加工し、点灯装置等の内蔵物が透視できないように構成されている。透光
性カバーは器具本体１５の開口部１５ａに嵌合固定されている。このとき、開口部１５ａ
と透光性カバー１３との間には防水手段としての防水パッキング（図示しない）が設けら
れている。
【００８５】
　また、本実施例においては、点灯装置２０を構成する回路部品の内、比較的発熱を伴う
部品、例えば、トランジスタ等の部品２０ａを、点灯装置のケースから分離させて一対の
取付板部１５ｂ１に覆われた器具本体１５の内面側で器具本体１５の放熱リブ１５ｒに対
向する内面に取り付けている。本実施例では、図１２に破線ｃで示すようにトランジスタ
等の部品２０ａの約半分が一対の取付板部１５ｂ１に覆われるように配置したが、部品全
体が一対の取付板部１５ｂ１によって覆われるように配置してもよい。
【００８６】
　本実施例において、防犯灯の寸法等は、次のように設定した。器具本体の長さ寸法Ｌ１
は約３２０ｍｍ、透光性カバー１３を含めた高さ寸法Ｈ１は約８５ｍｍ、幅寸法Ｓは約１
９０ｍｍで、実施例１における防犯灯より小型、薄型で高出力の防犯灯が構成される。
【００８７】
　次に、上記のように構成した防犯灯１０を、実施例１の図６に示すように道路の歩道側
に設置された支柱Ｐに取付けて使用すると、取付部１５ｂにおいて、互いの背部が略９０
°角度をもって対向するＶ字の一対の両辺部１５ｃ、１５ｃに支持された片側４個ずつの
各光源体１２が左右対称に斜め下方に向かって位置される。
【００８８】
　上記に設置された状態で各光源体１２のＬＥＤ１１を点灯すると、各ＬＥＤ１１から放
射される光軸ｏ－ｏに沿う照射光は、透光性カバー１３の透明な部分を介して光軸ｏ－ｏ
を中心とする照射方向が角度略４５°をもって左右略対称に斜め下方に向かって放射され
る（図１４）。これにより、器具本体１５の両側面から支柱Ｐの左右に向かい（図６（ａ
）で図面手前と奥側に向かい）、左右それぞれにおいて均等に放射され、歩道側及び車道
側の路面を道路Ｒの延伸方向に沿って照らし照明する。これにより、図６（ｂ）に概略的
に示す配光状態のように、支柱Ｐの下方領域から歩道側及び車道側の道路Ｒの延伸方向に
わたる広範囲の配光をもって防犯灯としての照明を行うことができる。
【００８９】
　以上、本実施例によれば、取付部１５ｂは、互いの背部が略９０°の角度をもって対向
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するＶ字の一対の両辺部１５ｃ、１５ｃに対して、反射体１４を有する８個の光源体１２
がＬＥＤ１１の配列方向に略直交する方向に４個ずつが分配され、それぞれが略等間隔に
なるように固定されている。このため、構造的にも簡素化され組み立て作業も簡単になる
と共に、略９０°の角度をもって交差するように一体的に形成された取付板部１５ｂ１に
より防犯灯としての目的とする広範囲の配光を容易に得ることができる。
【００９０】
　また、光源体１２におけるＬＥＤ１１を実装した基板１１ａは、反射体１４の角孔１４
ｈを貫通して基板１１ａの放熱板１１ｂが白色に塗装された取付板部１５ｂ１の表面が密
着して固定され、さらに、取付板１５ｂは白色に塗装された支持部１５ｄが器具本体の底
部と熱伝導可能なように密着して固定されている。これにより、各ＬＥＤ１１で発生した
熱が、それぞれが熱伝導性を有する取付部１５ｂ、支持部１５ｄを介して器具本体１５の
底部に、直接、熱伝導される。このため、器具本体の外面からＬＥＤ１１で発生した熱が
効率よく放熱されてＬＥＤ点灯時における温度上昇を抑制し、ＬＥＤの長寿命化をはかる
ことができると共に、発光効率の低下を防ぐことができる。
【００９１】
　この場合、実施例１に示されるように、光源体１２は、反射体１４を介さずに基板１１
ａが直接、取付部１５ｂに密着し、また、支持部１５ｄが支持板１５ｆや取付ボス１５ｅ
を介することなく、直接、器具本体の底部に熱伝導可能なように密着しているので、実施
例１に比較し、より効果的に放熱される。さらに、取付部１５ｂは表裏全体に白色塗装が
施されているので、基板１１ａと取付板部１５ｂ１との接触面、および支持部１５ｄと器
具本体１５の底部との接触面が塗料層により滑らかになり、隙間なく密着し接触面積を増
やすことができる。このため、熱伝導がより良好に行われ放熱効率が増大してＬＥＤ１１
の温度を低減することができる。同時に取付部１５ｂは白色を呈しているので、反射体と
しても光の反射効率を向上させることができる。
【００９２】
　また、点灯装置２０の比較的発熱を伴うトランジスタ等の部品２０ａを、点灯装置のケ
ースから分離させて一対の取付板部１５ｂ１に覆われた器具本体１５の内面側で器具本体
１５の放熱リブ１５ｒに対向する内面に取り付けたので、点灯装置を熱的に保護できると
共に、発熱を伴うトランジスタ等の部品２０ａの熱を器具本体から放熱させて部品の温度
上昇を防止することができ信頼性を向上させることができる。
【００９３】
　また、器具本体１５には、光源体１２を収納する左方の広い空間部の外面に、直線状を
なす複数本の放熱リブ１５ｒを一体に形成したので、上述したＬＥＤ１１から発生する熱
、および発熱を伴うトランジスタ等の部品２０ａの熱をより一層効果的に放熱させること
ができる。
【００９４】
　また、本実施例の防犯灯は、発光素子が長寿命なＬＥＤ１１で構成され、器具本体１５
の開口部１５ａと透光性カバー１３との間には防水手段として防水パッキングが設けられ
ている。これにより、光源の交換が不要となって透光性カバーを開閉する必要がなくなり
器具本体に固定することができる。さらに、防水パッキングも開閉動作に伴う複雑な形状
にする必要がなく、構成が簡素化されると共に防水に対する信頼性を向上させることがで
きる。
【００９５】
　また、反射体１４は、断面が略Ｖ字形をなす樋状の反射面１４ａと、Ｖ字の上部を覆う
ように一体に形成された補助反射板１４ｃを有しているので、図１５中矢印で示すように
、ＬＥＤ１１から上方に放射された光を下方に向けて反射させることができ、下方の照度
を向上させることができる。
【００９６】
　本実施例において、透光性カバー１３において透明に構成した部分の内面に、実施例１
と同様にプリズム１３ｂを一体に形成して、ＬＥＤ１１からの照射光をさらに制御するよ
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うにしてもよい。
【００９７】
　また、光源体１２が配置される取付部１５ｂを支持部１５ｄを介さずに、直接、器具本
体１５の内面に密着させるように支持してもよい。すなわち、図１６に示すように、器具
本体１５の内面に長手方向に連続するように、放熱リブ１５ｒと略平行する方向に断面が
略三角形の突条をなす支持突部１５ｓを一体に形成する。
【００９８】
　この支持突部１５ｓは傾斜部１５ｔを有し、傾斜部は取付板部１５ｂ１の角度が略４５
°をなす裏面形状に沿って、傾斜角度が略４５°をなすように構成されている。この傾斜
部１５ｔに取付板部１５ｂ１の裏面を当接し、その上端部を反射体１４の内側からネジ等
の固定手段で反射体と共に固定する。
【００９９】
　さらに、ＬＥＤ１１を実装した基板１１ａを反射体１４の角孔１４ｈに嵌合し、基板１
１ａの放熱板１１ｂを取付板部１５ｂ１の表面に当接させて基板の上端部をネジ１１ｃで
支持突部１５ｓの傾斜部１５ｔに対して固定する。これにより、基板の放熱板１１ｂと白
色に塗装された取付板部１５ｂ１の表面が密着し、かつ取付板部１５ｂ１の裏面と傾斜部
１５ｔとが密着して固定される。この場合、支持突部１５ｓの傾斜部１５ｔにも同種の白
色塗装を施すことで、一層密着性を向上させることができる。
【０１００】
　上記構成により、ＬＥＤ１１の基板１１ａの取付位置と支持突部１５ｓの傾斜部１５ｔ
が重なり、ＬＥＤから発生した熱が、図１５に示すような支持部１５ｄを介さずに、直接
、支持突部１５ｓ、すなわち器具本体１５に伝達され熱伝導効果が向上して効果的に放熱
される。同時に支持部１５ｄが省略でき構造的にも簡素化される。この構成において、１
本のネジにより反射体１４、取付部１５ｂおよび基板１１ａを、支持突部１５ｓの傾斜部
１５ｔに固定するように構成してもよい。
【０１０１】
　また、図１２に破線ａで示すようにトランジスタ等の部品２０ａと点灯装置２０との間
に遮熱板を設け、トランジスタ等の部品２０ａの熱が点灯装置側に一層影響を与え難くす
るように遮熱してもよい。また、同図の破線ｂに示すように、取付部１５ｂとトランジス
タ等の部品２０ａとの間に遮熱板を設け、発光素子であるＬＥＤ１１がトランジスタ等の
部品２０ａの熱的影響を受け難くするようにしてもよい。さらには、両方の遮熱板ａ、ｂ
を設けるようにしてもよい。その他、本実施例における他の構成、作動、作用効果、変形
例等は、実施例１、２と同様である。
【０１０２】
　以上、本発明の好適な実施形態を説明したが、本発明は上述の各実施例に限定されるこ
となく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において、種々の設計変更を行うことができる
。
【図面の簡単な説明】
【０１０３】
【図１】本発明の第１の実施例における照明装置を、制光体を取り外して示す斜視図。
【図２】同じく照明装置を、透光性カバーの一部を切り欠いて示す平面図。
【図３】同じく照明装置を示し、（ａ）は透光性カバーの一部を切り欠いて示す側面図、
（ｂ）は支持部材を示す側面図。
【図４】同じく照明装置を、透光性カバーの一部を切り欠き、図３（ａ）のＡ－Ａ線に沿
い断面した図。
【図５】同じく照明装置の光源部を示し、（ａ）は正面図、（ｂ）は平面図、（ｃ）はプ
リズムとの関係を示す側断面図。
【図６】同じく照明装置を道路に設置した状態を示し、（ａ）は設置した状態を道路に延
伸方向から見た図、（ｂ）は点灯時の配光状態を概略的に示した図。
【図７】同じく照明装置の変形例を示し、（ａ）は第１の変形例を示す図３（ａ）相当図



(16) JP 5071745 B2 2012.11.14

10

20

30

、（ｂ）は第２の変形例を示す図５（ｃ）相当図、（ｃ）は第３の変形例を示す図５（ｃ
）相当図。
【図８】同じく照明装置のさらなる変形例を示し、（ａ）は第４の変形例を示す図３（ａ
）相当図、（ｂ）は第５の変形例を示す正面図。
【図９】本発明の第２の実施例における照明装置を示し、（ａ）は右側用防犯灯Ｒを示す
図４相当図、（ｂ）は左側用防犯灯Ｌを示す図４相当図。
【図１０】同じく照明装置を各種の道路に設置し点灯したときの配光状態を概略的に示し
た図で、（ａ）は直線道路における配光状態、（ｂ）はカーブを伴う道路における配光状
態、（ｃ）は曲がり角における配光状態、（ｅ）は行き止まりにおける配光状態、（ｄ）
は曲がり角における従来の配光状態。
【図１１】本発明の第３の実施例における照明装置を示す斜視図。
【図１２】同じく照明装置を一部切り欠いて示す平面図。
【図１３】同じく照明装置を示す側面図。
【図１４】同じく照明装置を図１３のＡ－Ａ線に沿い断面した図。
【図１５】同じく照明装置の光源体を取付部に固定した状態を示す断面図。
【図１６】同じく照明装置の変形例における光源体を取付部に固定した状態を示す断面図
。
【符号の説明】
【０１０４】
　　１０  照明装置
　　１１  発光素子
　　１２  光源体
　　１３  透光性カバー
　　１３ｂ  プリズム
　　１４  反射体
　　１５  器具本体
　　１５ａ  開口部
　　１５ａ１  本体部
　　１５ｂ  取付部
　　１５ｂ１  取付板部
　　１６  支持部材
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