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(57)【要約】
【課題】単一の部材（タッチパッド）の操作により、希
望する色（色調）と明るさを容易にえることができるＬ
ＥＤ照明器具用リモートコントロール装置、その他を提
供する。
【解決手段】本発明のＬＥＤ照明器具用リモートコント
ロール装置では、複数のＬＥＤを備えた照明器具、電球
の色調をリモートコントロールするために、全方向圧力
センサを備えたタッチパッドと、タッチパッドに掛かる
周辺部分の圧力の角度移動を検出して照明器具の色調を
変化させる手段と、を備えている。また、照明器具の明
るさを制御するために、タッチパッドに掛かる周辺部分
の圧力の角度移動を検出して、移動がない場合、圧力が
掛かるタッチパッド上の位置により、照明器具の明るさ
を制御する手段をさらに備えている。
【選択図】　図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　複数のＬＥＤを備えた照明器具を制御するＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置
において、
　全方向圧力センサを備えたタッチパッドと、
　該タッチパッドに掛かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して照明器具の色を変化さ
せる色変化手段と、
を有することを特徴とするＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置。
【請求項２】
　請求項１記載のＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置において、前記タッチパッ
ドに掛かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して、移動がない場合、押し圧が掛かるタ
ッチパッド上の位置により、照明器具の明るさを制御する明るさ制御手段をさらに有する
ことを特徴とするＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置。
【請求項３】
　請求項１記載のＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置において、前記タッチパッ
ドに掛かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して、移動がある場合、角度の移動方向に
より、色の変化順序を制御する変化順序制御手段をさらに有することを特徴とするＬＥＤ
照明器具用リモートコントロール装置。
【請求項４】
請求項１記載のＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置において、前記タッチパッド
に掛かる周辺部分の圧力の角度移動を検出して、移動がない場合、前記タッチパッドに掛
かる押し圧の大きさにより、照明器具の明るさを制御することを特徴とするＬＥＤ照明器
具用リモートコントロール装置。
【請求項５】
　ＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置によって制御されるＬＥＤ照明器具におい
て、
　リモートコントロール装置の全方向圧力センサに対する押し圧から得られて送信された
角度データを受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した角度データから全方向圧力センサの押し圧の角度を計算する計
算手段と、
　前記計算手段から得られた角度が移動しているか否かを判断する角度移動判断手段と、
　前記角度移動判断手段で角度が移動していると判断した場合、色を変化させる色変化手
段と、
　を有することを特徴とするＬＥＤ照明器具。
【請求項６】
　請求項５記載のＬＥＤ照明器具において、前記角度移動判断手段によって角度が移動し
てないと判断した場合、押し圧が掛かる全方向圧力センサ上の位置により明るさを制御す
る明るさ制御手段をさらに有することを特徴とするＬＥＤ照明器具。
【請求項７】
　ＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置と該リモートコントロール装置により制御
されるＬＥＤ照明器具からなる照明システムにおいて、
　前記リモートコントロール装置は
　全方向圧力センサを備えたタッチパッドと、
　該タッチパッドに掛かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して照明器具の色を変化さ
せる色変化手段と、を有し、
　前記ＬＥＤ照明器具は、
前記タッチパッドの全方向圧力センサに対する押し圧から得られて送信された角度データ
を受信する受信手段と、
　前記受信手段で受信した角度データから全方向圧力センサの押し圧の角度を計算する計
算手段と、
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　前記計算手段から得られた角度が移動しているか否かを判断する角度移動判断手段と、
　前記角度移動判断手段で角度が移動していると判断した場合、色を変化させる色変化手
段と、を有する、
ことを特徴とする照明システム。
【請求項８】
　請求項７記載の照明システムにおいて、前記角度移動判断手段で角度が移動していない
と判断した場合、ＬＥＤ照明器具の明るさを制御する明るさ制御手段をさらに有すること
を特徴とする照明システム。
【請求項９】
　全方向圧力センサを備えたタッチパッドと、
　該タッチパッドに掛かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して照明器具の明るさを変
化させる明るさ変化手段と、
を有することを特徴とする照明器具用リモートコントロール装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置、ＬＥＤ照明器具および照明シ
ステムに関する。なお、以下の明細書では、説明の便宜上、本発明で用いる素子として３
つの色ＲＧＢを発光するＬＥＤ（または単一色のＬＥＤ）を例に上げて説明するが、本発
明は、有機ＥＬのような種々の色を発光する素子にも適用できるものであるので、本発明
はＬＥＤに限定されるものではなく、用語「ＬＥＤ」は有機ＥＬのような種々の色を発光
する素子を含むものである。
【背景技術】
【０００２】
　従来例として、ＲＧＢの色調の３個のＬＥＤを調光するためのＲＧＢのそれぞれに対応
する個々のボタンと、得られる照明の色調を使用者が視認する表示する手段とを有する発
明が特開２００８－１０８５９８号公報に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００８－１０８５９８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　前述の従来例の発明では、ＲＧＢの色調の３個のＬＥＤを調光するためには、３個のボ
タンが必要であり、３個のボタンを個別に操作しなければならないため、希望する色と明
るさを得るのが、容易ではなかった。
【０００５】
　したがって、本発明の目的は、単一の部材（タッチパッド）の操作により、希望する色
を容易に得ることができるＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置、ＬＥＤ照明器具
および照明システムを提供することにある。
【０００６】
　本発明の他の目的は、単一の部材（タッチパッド）の操作により、希望する色と明るさ
を容易に得ることができるＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置、ＬＥＤ照明器具
および照明システムを提供することにある。
【０００７】
　本発明のさらに他の目的は、照明器具が単一色の場合、タッチパッドの縁に沿った指の
移動によって照明器具の明るさを変化できる照明器具用リモートコントロール装置を提供
することにある。
【課題を解決するための手段】
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【０００８】
本発明は、複数のＬＥＤを備えた照明器具を制御するＬＥＤ照明器具用リモートコントロ
ール装置において、全方向圧力センサを備えたタッチパッドと、該タッチパッドに掛かる
周辺部分の押し圧の角度移動を検出して照明器具の色を変化させる色変化手段と、を有す
ることを特徴とする。
【０００９】
　さらに、本発明は、前述の構成に加えて、前記タッチパッドに掛かる周辺部分の圧力の
角度移動を検出して、移動がない場合、圧力が掛かるタッチパッド上の位置により、照明
器具の明るさを制御する手段をさらに有することを特徴とする。
【００１０】
　また、本発明は、ＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置によって制御されるＬＥ
Ｄ照明器具において、リモートコントロール装置の全方向圧力センサに対する押し圧から
得られて送信された角度データを受信する受信手段と、前記受信手段で受信した角度デー
タから全方向圧力センサの押し圧の角度を計算する計算手段と、前記計算手段から得られ
た角度が移動しているか否かを判断する角度移動判断手段と、前記角度移動判断手段で角
度が移動していると判断した場合、色を変化させる色変化手段と、を有することを特徴と
する。
【００１１】
　さらにまた、本発明は、ＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置と該リモートコン
トロール装置により制御されるＬＥＤ照明器具からなる照明システムにおいて、前記リモ
ートコントロール装置は全方向圧力センサを備えたタッチパッドと、該タッチパッドに掛
かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して照明器具の色を変化させる色変化手段と、を
有し、前記ＬＥＤ照明器具は、前記タッチパッドの全方向圧力センサに対する押し圧から
得られて送信された角度データを受信する受信手段と、前記受信手段で受信した角度デー
タから全方向圧力センサの押し圧の角度を計算する計算手段と、前記計算手段から得られ
た角度が移動しているか否かを判断する角度移動判断手段と、前記角度移動判断手段で角
度が移動していると判断した場合、色を変化させる色変化手段と、を有することを特徴と
する。
【００１２】
　本発明は、照明器具用リモートコントロール装置において、全方向圧力センサを備えた
タッチパッドと、該タッチパッドに掛かる周辺部分の押し圧の角度移動を検出して照明器
具の明るさを変化させる明るさ変化手段と、を有することを特徴とする。
【発明の効果】
【００１３】
　本発明によれば、単一の部材（タッチパッド）の操作により、希望する色を容易に得る
ことができるＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置、ＬＥＤ照明器具および照明シ
ステムが得られる。
【００１４】
　本発明によれば、単一の部材（タッチパッド）の操作により、希望する色と明るさを容
易にえることができるＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置、ＬＥＤ照明器具およ
び照明システムが得られる。
【００１５】
　本発明によれば、照明器具が単一色の場合、タッチパッドの縁に沿った指の移動によっ
て照明器具の明るさを変化できる照明器具用リモートコントロール装置が得られる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本発明で用いられる全方向圧力センサの構造の例と機能を説明するための断面図
である。
【図２】全方向圧力センサの押し力と出力との関係を示すグラフである。
【図３】全方向圧力センサの機能を持つタッチパッドとそのパッチパッドをケースに取付
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けた状態を示す写真である。
【図４】ＬＥＤ照明における色の可変方式を説明するための概略ブロック図である。
【図５】ＬＲＤの明るさの制御を説明するためのＰＷＭ波形図である。
【図６】リモートコントローる装置側のデータ処理のステップを示すフローチャートであ
る。
【図７】照明器具側の色および明るさの処理を示すステップのフローチャートである。
【図８】リモートコントロール装置を操作するときのシュミレーションソフトを絵を示す
写真である。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　本発明のＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置では、複数のＬＥＤを備えた照明
器具、例えば、電球の色調をリモートコントロールするために、全方向圧力センサを備え
たタッチパッドと、該タッチパッドに掛かる周辺部分の圧力の角度移動を検出して照明器
具の色調を変化させる手段と、を備えている。また、照明器具の明るさを制御するために
、前記タッチパッドに掛かる周辺部分の圧力の角度移動を検出して、移動がない場合、圧
力が掛かるタッチパッド上の位置により、照明器具の明るさを制御する手段をさらに備え
ている。
【実施例１】
【００１８】
　最初に、本発明のＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置で用いる全方向圧力セン
サの構造と機能を説明する。図１を参照すると、全方向圧力センサが示されている。全方
向圧力センサ１０（以下、単にセンサと言うこともある）は、薄いコイン状であり、図１
の断面図に示すように、基板１２、シリコンゴム１４、導電性ゴム１６、銅電極１８から
構成されている。センサは、図１において、シリコンゴム１４の上部から圧力を加えるこ
とで３６０度の方向データと圧力の強さに応じたアナログ電流出力を得る。その電流出力
を専用ＩＣ（図示せず）によって、デジタルデータに変換する。センサ１０は直径１０ｍ
ｍ、厚さ１．１ｍｍ程度の大きさであり、中には、０．２ｍｍ程度の空気層が導電性ゴム
１６と銅電極１８の間にある。このセンサ１０の上部らか圧力を加えるとこの空気層が変
形する。このときの、導電性ゴム１６と銅電極１８をコンデンサーの両電極とした静電容
量の変化を２次元的にとらえる。
【００１９】
　静電容量の変化は、電流変化として出力され、専用ＩＣによって、デジタル電圧出力に
変換される。結果として、図２に示すような出力が得られる。このような全方向圧力セン
サの特性は、０．３Ｎ程度からの圧力が検出できることである。つまり、非常に感度の良
いセンサが実現できている。このような特性を利用して、全方向圧力センサは、携帯電話
、デジタルカメラ、カーナビゲーションの入力装置部に用いられてきている。
【００２０】
　キートップから全方向圧力センサに力を伝達する方式には種々あるが、この実施例では
力伝達用弾性スペーサ（以下、単にスペーサと言うこともある）が用いられている。なお
、本発明はこの伝達方式に限定されるものではない。すなわち、センサ１０とキートップ
２０との間に、キートップに加えられた力をセンサ１０に伝達する力伝達用弾性スペーサ
３０が設けられている。スペーサ３０は、シリコンゴムで形成されており、シリコンゴム
としては、硬度が６０度から４０度程度のものを用いる。キートップ２０は、スペーサ３
０の上に単に載置されるか、スペーサ３０に接着または粘着テープで一体になっている。
【００２１】
スペーサ３０は、キートップからの力が加わったときほとんど変形しない円形の厚い中央
部分３０ａと、この中央部分３０ａから外方に延びる、キートップからの力が加わったと
き加わった力の方向に変形する、リング状の極めて薄い中間部分３０ｂと、この中間部分
からさらに外方に延びる、キートップからの力が加わったときほとんど変形しないリング
状の厚い支持部分３０ｃと、中央部分３０ａの下面に設けられたリング状の突起部分３０



(6) JP 2011-90855 A 2011.5.6

10

20

30

40

50

ｄからなる。ここで、薄い部分、すなわち中間部分３０ｂは、５０マイクロンから２００
ミクロンであって、厚い部分、すなわち、中央部分３０ａ、支持部分３０ｃは、１５０ミ
クロンから４００ミクロン程度の厚さがよい。
【００２２】
支持部分３０ｃは、センサ１０を取付けているプレート１０ａ上に配置されている。中間
部分３０ｂは中央部分３０ａに対して上方に向かい力を弾力的に働かせ、中央部分３０ａ
をキートップ２０の下面に接触させている。この構造のため、センサ１０とキートップ２
０との間に一定の隙間を維持できる。
【００２３】
　説明の便宜上、センサ１０、キートップ２０、スペーサ３０から成る組立体をタッチパ
ッド４０と呼ぶことにする。本発明は、この全方向圧力センサの機能を有するタッチパッ
ドをＬＥＤ照明器具用リモートコントロール装置（以下、単にリモコンと言うこともある
）に用いるものである。図３の写真に示すように、リモコンのケース５０にキートップ２
０を露呈させた状態でタッチパッド４０が収納されている。作業者は、例えば、親指をタ
ッチパッド４０の縁に載せ（軽く触れ）、他の指でケース５０を把持する。作業者はタッ
チパッド４０に触れながら、その縁に沿って、時計方向または反時計方向に親指を移動さ
せる。タッチパッド上の縁に沿った指の移動は、タッチパッドの中心に対する角度の移動
として把握される。また、角度データの検出毎の押し圧のデータも取得される。その結果
、後述するデータを作成するための検出値が得られる。作業者は照明器具の色を見ながら
タッチパッドの縁に沿って指を移動させ、希望する色が得られたならば、後述するように
、希望する明るさを得るために押し圧を変化させる。
【００２４】
　次に、図４を参照して、本発明のＬＥＤ照明における色の可変方式を説明する。例えば
、電球型（図示せず）のＬＥＤ照明器具の内部には、Ｒ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のＬ
ＥＤが１２０度の間隔で配置されており、それぞれの電流をＰＷＭによって制御して色を
変化させる。すなわち、角度と色の変換アルゴリズム１００を用いてＬＥＤドライバー１
０２を駆動し、それぞれのＲ（赤）、Ｇ（緑）、Ｂ（青）のＬＥＤ１０４、１０６、１０
８の明るさを制御する。
【００２５】
　明るさの制御は、図５に示すように、ＬＥＤドライバー１０２が各ＬＥＤ１０４、１０
６、１０８をＰＷＭ制御するものであり、例えば、（Ａ）は最大の点灯であり、（Ｂ）は
５０％の明るさとなる。
【００２６】
　図６はリモコン側でのデータの作成、送信を示すステップのフローチャートである。図
６において、指で押された位置が検出される（Ｘ／Ｙ座標、８ビット）（ステップＳ１０
）。次に、指の押し圧が検出される（Ｘ／Ｙのデータの大きさ）（ステップＳ１２）。そ
の後、Ｘ軸、Ｙ軸の８ビットデータとＩＤ番号、ヘッダを付けてパケット化する（ステッ
プＳ１４）、最後に、無線（ＲＦ）もしくはＩＲ（赤外線ＬＥＤ）によって外部に送信す
る（ステップＳ１６）。
【００２７】
　図７はＬＥＤ照明側でのデータ処理して、色および明るさを変化させるステップのフロ
ーチャートである。図７において、無線（ＲＦ）もしくはＩＲ（赤外線ＬＥＤ）によって
データを受信する（ステップＳ２０）。次に、データパケットからＸ軸、Ｙ軸の数値を取
得する（数値の絶対値が圧力）（ステップＳ２２）。次に、タッチパッドによる押し圧が
決められた大きさ以上か否かを判断し（ステップＳ２４）、大きさ以上になるのを待って
次のステップＳ２６に進む。タッチパッドによる押し圧が決められた大きさになった時点
で、照明器具は点灯し、すなわち、ＬＥＤは発光する。
【００２８】
　ステップＳ２６では、Ｘ軸、Ｙ軸データから角度を計算する。なお、本発明では、角度
移動（変化）があるか否かを制御の判断データとして用いているので、タッチパッドにお
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けるこの角度は電球内における角度位置と必ずしも１対１に対応させる必要はない。次に
、角度が動いている否かを判断する（すなわち、順次入力される角度データを比較して変
化があるか否かによって、指がタッチパッド上で移動しているか否かを判断する）（ステ
ップＳ２８）。次に、角度の変化から時計周りか反時計周りかを判断し（ステップＳ３０
）、例えば、時計周りの場合、赤、黄色、緑、青の順に色を変化させ（ステップＳ３２）
、反時計周りの場合、青、緑、黄、赤の順に色を変化させる（ステップＳ３４）。
【００２９】
　一方、ステップＳ２８において、角度が動いていないと判断された場合には、ステップ
Ｓ３６に移行するので、ステップＳ３２またはステップＳ３４で決められた色に確定され
る。ステップＳ２８において、角度が動いていないと判断された場合には、指が一旦タッ
チパッドから離れるか、タッチパッド上で指が停止している場合である。実施例１では、
指が一旦タッチパッドから離れた場合に該当する。
【００３０】
再び指がタッチパッドを押すと、その押し圧の生じたタッチパッド上の角度が検出され、
９０度付近（１２時方向）であるか否かを判断し（ステップＳ３６）、９０度付近の場合
、ＬＥＤを明るくする方向に変化するようになっている（ステップＳ３８）。押し圧を上
げていくと、明るさが増し、希望する明るさになったとき、タッチパッドから指を離すと
、明るさが確定される。なお、押し圧をさらに上げていくと最終的には白色になる。
【００３１】
一方、２７０度付近（６時方向）の場合（ステップＳ４０）、ＬＥＤを暗くする方向に変
化するようになっている（ステップＳ４２）。押し圧を上げていくと、暗さが増し、希望
する暗さになったとき、タッチパッドから指を離すと、暗さが確定される。なお、押し圧
をさらに上げていくと、最終的に、黒色になる。この最終的に黒くなった時点で照明器具
は消灯し、すなわち、ＬＥＤの発光が停止する。この消灯と前述の点灯は専用のスイッチ
を設けて行ってもよい。
【実施例２】
【００３２】
　実施例１では、ＬＥＤを明るくするまたは暗くするときの選択は、角度を決定（ステッ
プＳ２８）後、一旦指を離し、再び押されたタッチパッド上の位置によって決めていたが
、角度を決定（ステップＳ２８）後、指を離すことなく、さらにその角度位置で押し圧を
強めることによって、光の明るさを増し、押し圧を弱めることによって明るさを減らすよ
うにしてもよい。
【００３３】
　図８は本発明のリモコンを操作するときのシュミレーションソフトを絵を示す写真であ
る。図８の右下に、色相６０と、色相上の現在の色を表す角度位置が直線６２で示されて
いる。タッチパッドの縁に沿って指を時計方向または反時計方向に移動させると、その移
動に追従して直線６２の角度が時計方向または反時計方向に変化する。変化後の直線６２
が示す色相上の位置が現在の色を表すことになる。
【実施例３】
【００３４】
　照明器具が単一色のＬＥＤや蛍光灯の場合、明るさを変えることができる。例えば、タ
ッチパッドの縁に沿って指を時計方向に、または反時計方向に移動させることによって、
明るさを増し、または明るさを減らすことができる。
【符号の説明】
【００３５】
１０　全方向圧力センサ
１０ａ　全方向圧力センサを取付けているプレート
１２　基板
１４　シリコンゴム
１４ａ　シリコンゴムの圧力感知部
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１６　導電性ゴム
１８　銅電極
２０　キートップ
２２　上側ケース
２６　バネ
２８　指
３０　力伝達用弾性スペーサ
４０　タッチパッド
５０　ケース

【図１】
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【図２】

【図３】

【図４】
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