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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】構造が簡素でコストが安い上、操作が容易な、
自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプを提
供する。
【解決手段】自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥ
Ｄランプ１００は、ＬＥＤ光源部材１、駆動モータ２及
び回転フィルタ部材３を備える。ＬＥＤ光源部材１は、
発光面１１を有する。回転フィルタ部材３は、駆動モー
タ２と接続され、ＬＥＤ光源部材１の発光面１１を覆い
、かつ、発光面１１に対応するように回転経路に設けら
れた複数のカラーフィルタ部３１ａ，３１ｂ，３１ｃ，
３１ｄ，３１ｅ，３１ｆを有する。回転フィルタ部材３
の回転軸方向は、発光面１１に対して垂直である。ＬＥ
Ｄ光源部材１は、複数のＬＥＤを含む。ＬＥＤ光源部材
１はＬＥＤ集積回路１０である。ＬＥＤランプ１００は
、ＬＥＤ光源部材１を囲むように設けられた反射板６を
さらに備える。
【選択図】図２
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【実用新案登録請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ光源部材、駆動モータ及び回転フィルタ部材を備えた自動的に光色を変化させる
スマート型ＬＥＤランプであって、
　前記ＬＥＤ光源部材は、発光面を有し、
　前記回転フィルタ部材は、前記駆動モータと接続され、前記ＬＥＤ光源部材の前記発光
面を覆い、かつ、前記発光面に対応するように回転経路に設けられた複数のカラーフィル
タ部を有することを特徴とする自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
【請求項２】
　前記回転フィルタ部材の回転軸方向は、前記発光面に対して垂直であることを特徴とす
る請求項１に記載の自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
【請求項３】
　前記ＬＥＤ光源部材は、複数のＬＥＤを含むことを特徴とする請求項１に記載の自動的
に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
【請求項４】
　前記ＬＥＤ光源部材はＬＥＤ集積回路であることを特徴とする請求項１に記載の自動的
に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
【請求項５】
　前記ＬＥＤ光源部材を囲むように設けられた反射板をさらに備えることを特徴とする請
求項１に記載の自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
【請求項６】
　前記反射板は、前記ＬＥＤ光源部材の前記発光面に対応した中央開口部を中心部に有す
ることを特徴とする請求項５に記載の自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ
。
【請求項７】
　前記駆動モータと接続された制御部材をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載
の自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
【請求項８】
　制御部材と接続された光センサ部材をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の
自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ。
 
【考案の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本考案は、ＬＥＤランプに関し、特に、自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤラ
ンプに関する。
【背景技術】
【０００２】
　エネルギ消費量及び二酸化炭素の排出量が少なく環境汚染を引き起こさないため、近年
、発光ダイオード（Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ　Ｄｉｏｄｅ：ＬＥＤ）が照明器具に
幅広く利用されている。発光ダイオードは、発光効率が高く、小型かつ軽量、動作寿命が
長いなどの特長を有するため、新たな光源として白熱電球の代わりに自動車用ライト、室
内灯などの照明器具として使用されている。しかし発光ダイオードは、自動車用ライトへ
応用する場合、曇り、晴れ、雨、霧など天気の状況に応じ、視野照明が好ましくなるよう
に、異なる透過力を有する多種類の光色を有することが好ましい。また発光ダイオードを
室内灯として使用する場合、ユーザの個々人の気分に応じて適時光色を調整し、室内の環
境色を変化させることができる方が好ましい。
【０００３】
　しかし、ＬＥＤの色は出荷される際、既に決められていることが一般的であるため、現
在使用しているＬＥＤランプの光色を使用状況に応じて変える場合、ＬＥＤランプ中に多
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数組の様々な色を有するＬＥＤを配置し、対応した色のＬＥＤを点灯させなければ所望の
光色を得ることができなかった。
【考案の概要】
【考案が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかし、ＬＥＤランプが作り出す色の種類が増えると、ＬＥＤランプ中に設置するＬＥ
Ｄの数を増やして十分な照明輝度を維持しなければならなくなり、大量のＬＥＤを収納す
るためにＬＥＤランプの体積を大きくする必要があった。しかしその場合、ＬＥＤランプ
の構造が複雑となり、ＬＥＤにかかる材料コストもそれに伴い上昇するため、回路が複雑
となり制御の難易度が高まる虞があった。
　そのため、本考案の目的は、構造が簡素でコストが安い上、容易に操作することができ
る、自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプを提供して従来技術の問題を解決
することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本考案の第１の形態によれば、ＬＥＤ光源部材、駆動モー
タ及び回転フィルタ部材を備えた自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプであ
って、前記ＬＥＤ光源部材は、発光面を有し、前記回転フィルタ部材は、前記駆動モータ
と接続され、前記ＬＥＤ光源部材の前記発光面を覆い、かつ、前記発光面に対応するよう
に回転経路に設けられた複数のカラーフィルタ部を有することを特徴とする自動的に光色
を変化させるスマート型ＬＥＤランプが提供される。
【０００６】
　前記回転フィルタ部材の回転軸方向は、前記発光面に対して垂直であることが好ましい
。
【０００７】
　前記ＬＥＤ光源部材は、複数のＬＥＤを含むことが好ましい。
【０００８】
　前記ＬＥＤ光源部材はＬＥＤ集積回路であることが好ましい。
【０００９】
　前記ＬＥＤ光源部材を囲むように設けられた反射板をさらに備えることが好ましい。
【００１０】
　前記反射板は、前記ＬＥＤ光源部材の前記発光面に対応した中央開口部を中心部に有す
ることが好ましい。
【００１１】
　前記駆動モータと接続された制御部材をさらに備えることが好ましい。
【００１２】
　制御部材と接続された光センサ部材をさらに備えることが好ましい。
【考案の効果】
【００１３】
　本考案の自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプは、必要に応じて異なる光
色を生成し、様々な環境に応用することができる。本考案のＬＥＤランプは、１組だけの
ＬＥＤにより様々な色へ変化させながら照明の高輝度を維持することができ、簡素な構造
により材料コストを大幅に減らすことができる上、回路が複雑となることを防ぎ、制御を
確実に行うことができる。さらに、本考案のＬＥＤランプは、色を変化させるためにＬＥ
Ｄをオン・オフする必要がないため、電源の変化によりＬＥＤが衝撃を受けることを防ぎ
、使用寿命を延ばして性能を安定させることができる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１】図１は、本考案の一実施形態に係る自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤ
ランプを示す斜視図である。
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【図２】図２は、本考案の一実施形態に係る自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤ
ランプを示す分解斜視図である。
【図３】図３は、本考案の一実施形態に係る自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤ
ランプを示す断面図である。
【図４】図４は、本考案の一実施形態に係る自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤ
ランプを示す平面図である。
【考案を実施するための形態】
【００１５】
　以下、本考案の実施形態について図に基づいて説明する。なお、これによって本考案が
限定されるものではない。
【００１６】
　（第１実施形態）
　図１～図４を参照する。図１～図４に示すように、本考案の一実施形態に係る自動的に
光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ１００は、少なくともＬＥＤ光源部材１、駆動
モータ２及び回転フィルタ部材３から構成される。
【００１７】
　ＬＥＤ光源部材１は、単数のＬＥＤ又は複数のＬＥＤを含む光源部材でもよい。本実施
形態のＬＥＤ光源部材１は、回路基板１２に設置されて面発光を行う発光面１１を形成し
、ＬＥＤ集積回路（ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ　ｏｆ　ＬＥＤ）１０を含む
。ＬＥＤ集積回路１０は、高パワーＬＥＤを構成し、ワット数が５～２００Ｗであり、全
光束が１００００ルーメン以上である。さらにＬＥＤ集積回路１０の光源モジュールは、
集成チップ封止技術を採用し、小体積、低電圧、集中光源、長寿命、省エネ・環境保全な
どの長所を有する。また、ＬＥＤ光源部材１には、ＬＥＤ光源部材１の放熱を行うヒート
シンク本体７が結合され、ＬＥＤ光源部材１の動作時間を延ばす。ヒートシンク本体７は
、筐体９内部の収納空間内の底面に配設される。
【００１８】
　駆動モータ２は、回転駆動軸２１を有するとともに、筐体９の収納空間内の底面に配設
される。回転フィルタ部材３は、回転駆動軸２１に接続され、この回転駆動軸２１を介し
て駆動モータ２により回転される。回転フィルタ部材３は、ＬＥＤ光源部材１の発光面１
１を覆い、かつ、発光面１１に対応するように複数のカラーフィルタ部３１ａ～３１ｆを
有する。これら複数のカラーフィルタ部３１ａ～３１ｆは、発光面１１に対応する回転経
路Ｒ上に設けられ、回転フィルタ部材３は、中心点に回転軸方向を有し、回転軸方向を軸
心として回転して回転経路Ｒが形成される。好適には回転軸方向が発光面１１に対して垂
直であり、発光面１１からの光線が多数のカラーフィルタ部３１ａ～３１ｆを透過すると
屈折される。ランプカバー８は、中央開口部６１がＬＥＤ光源部材１の発光面１１に対応
するように、筐体９の開口を覆う。
【００１９】
　自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ１００は、筐体９に形成された収納
空間の底面に配設された制御部材４をさらに含む。制御部材４は、駆動モータ２と接続さ
れ、駆動モータ２の電圧及び電流を制御し、駆動モータ２を駆動させたり停止させたりす
る。
【００２０】
　本考案の一実施形態に係る自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプは、制御
部材４と電気的に接続された光センサ部材５をさらに含む。光センサ部材５は、例えば、
夜間、夕方、昼間、雨、霧など様々な天気の変化により変化する明るさを検出する。光セ
ンサ部材５は、環境の光度を感知し、制御部材４へ信号を伝え、制御部材４により駆動モ
ータ２が起動されると、駆動モータ２の回転駆動軸２１により回転フィルタ部材３が回転
する。
【００２１】
　本実施形態のカラーフィルタ部３１ａ～３１ｆは、橙色、赤色、黄色、緑色、青色、紫
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色又は透明部に分けられ、ＬＥＤランプの光色は、対応したカラーフィルタ部３１ａ～３
１ｆを透過すると変化する。光センサ部材５により検出する光度が、昼間のように明るい
とき、カラーフィルタ部３１ａ～３１ｆは、所定の設定に基づき所定の色（例えば、青色
又は透明部）まで回転するか、ＬＥＤ光源部材がオフされる。光センサ部材５が低光度の
状態（例えば、夕方、夜間又は霧の発生）を検出すると、制御部材４により駆動モータ２
の回転駆動軸２１を回転させ、回転駆動軸２１により回転フィルタ部材３を駆動し、発光
面１１からの光線がカラーフィルタ部３１ａの黄色フィルタを透過すると黄色が生成され
る。これは環境光度が低い場合、黄色光の透過力が高いためである。また制御部材４は、
駆動モータ２の回転駆動軸２１を回転させ、回転駆動軸２１により回転フィルタ部材３を
駆動させる。これにより、対応した複数のカラーフィルタ部３１ａ～３１ｆへ発光面１１
からの光線を透過させ、自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ１００は、所
定の設定に基づいて橙色、赤色、黄色、緑色、青色、紫色など様々な色に変化させること
ができる。
【００２２】
　自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ１００は、中心部に中央開口部６１
が形成された反射板６をさらに含む。中央開口部６１の周囲でＬＥＤ光源部材１に対応し
た箇所には、発光面１１からの光線が多数のカラーフィルタ部３１ａ～３１ｆを透過する
と、中央開口部６１を通った光線が反射板６により反射され、発光面１１の光を集中させ
て輝度が高まる。
【００２３】
　本考案の自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプは、街路灯、庭園灯、トン
ネル灯、スポットライト、産業用ライト、車両用ライト、懐中電灯などにも応用すること
もできる。
【００２４】
　当該分野の技術を熟知するものが理解できるように、本考案の好適な実施形態を前述の
通り開示したが、これらは決して本考案を限定するものではない。本考案の主旨と領域を
逸脱しない範囲内で各種の変更や修正を加えることができる。従って、本考案の実用新案
登録請求の範囲は、このような変更や修正を含めて広く解釈されるべきである。
【符号の説明】
【００２５】
１ ＬＥＤ光源部材
２ 駆動モータ
３ 回転フィルタ部材
４ 制御部材
５ 光センサ部材
６ 反射板
７ ヒートシンク本体
８ ランプカバー
９ 筐体
１０ ＬＥＤ集積回路
１１ 発光面
１２ 回路基板
２１ 回転駆動軸
３１ａ カラーフィルタ部
３１ｂ カラーフィルタ部
３１ｃ カラーフィルタ部
３１ｄ カラーフィルタ部
３１ｅ カラーフィルタ部
３１ｆ カラーフィルタ部
６１ 中央開口部



(6) JP 3185478 U 2013.8.15

１００ 自動的に光色を変化させるスマート型ＬＥＤランプ
Ａ 回転軸方向
Ｒ 回転経路
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