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(57)【要約】
【課題】従来のムード照明では独立的に作動して、周囲
の環境または対象物の光の色を能動的に判別して、自動
制御するということはできず、しかも接触式のスイッチ
では接触不良、反応速度が遅いという問題があった。
【解決手段】弾性部と、圧力センサと、色検知手段と、
発光手段とを備えた可変色発光モジュールである。弾性
部は内部空間を有しており、弾性部は力を受けて変形し
て内部空間に圧力変化を生じさせる。圧力センサは弾性
部の内部空間に結合されることで、内部空間の圧力変化
を感知して色変更信号を出力するためのものである。色
検知手段は圧力センサに接続されている。色検知手段は
色変更信号を受信して起動されて、ひいては対象物の色
を検知するとともに色信号を生成する。発光手段は弾性
部に配設されるとともに、色信号に基づいて色信号に対
応した光を出射する。本発明はランプ器具をさらに含む
。
【選択図】図１Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　内部空間を有しており、力を受けて変形して前記内部空間に圧力変化を生じさせる弾性
部と、
前記弾性部の前記内部空間に結合されることで、前記内部空間の圧力変化を感知して色変
更信号を出力するためのものである圧力センサと、
前記色変更信号を受信して起動されて、ひいては対象物の色を検知するとともに色信号を
生成する、圧力センサに接続されている色検知手段と、
前記弾性部に配設されるとともに、前記色信号に基づいて前記色信号に対応した光を出射
する発光手段とを備えたことを特徴とする
可変色発光モジュール。
【請求項２】
　前記発光手段および前記色検知手段に接続されるとともに、
前記色信号に基づいて、前記発光手段が前記色信号に対応した光を出射するように制御す
る処理手段をさらに備えたことを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項３】
　前記弾性部に接続されているハウジングと、
前記ハウジングに配設されているスイッチと、
前記スイッチに接続され、前記スイッチにより起動されて電源を前記発光手段に出力する
電源供給手段と、
前記ハウジングを周回するように設けられるとともに、前記電源供給手段に接続されてい
る充電手段とをさらに備えたことを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項４】
　前記スイッチがスライドスイッチであることを特徴とする
請求項３記載の可変色発光モジュール。
【請求項５】
　前記圧力センサが、
前記弾性部の前記内部空間に結合されることで、前記内部空間の圧力変化を感知する弾性
部材と、
前記弾性部材に接続されている導電性部材と、
前記導電性部材に接続されて、前記内部空間の圧力変化に基づいて前記色変更信号を出力
するスイッチ素子とをさらに備えたことを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項６】
　前記圧力センサの感知範囲が２６キロパスカルないし３００キロパスカルの間であるこ
とを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項７】
　前記圧力センサの感知範囲が５０キロパスカルないし１００キロパスカルの間であるこ
とを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項８】
　前記可変色発光モジュールがランプホルダに取付けられたときに前記ランプホルダの磁
気リードスイッチを起動して、前記ランプホルダを発光させるためのものである磁性素子
をさらに備えたことを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項９】
　前記可変色発光モジュールがランプホルダに取付けられたときに前記色信号を送信し、
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前記ランプホルダを前記色信号に対応させて発光させるためのものである、前記色検知手
段に接続されている送信手段をさらに備えたことを特徴とする
請求項１記載の可変色発光モジュール。
【請求項１０】
　収容空間を備えているランプホルダと、
前記収容空間に配設されている可変色発光モジュールと、を備えており、前記可変色発光
モジュールは、
内部空間を有しており、力を受けて変形して前記内部空間に圧力変化を生じさせる弾性部
と、
前記弾性部の前記内部空間に結合されることで、前記内部空間の圧力変化を感知して色変
更信号を出力するためのものである圧力センサと、
前記色変更信号を受信して起動されて、ひいては対象物の色を検知するとともに色信号を
生成する、圧力センサに接続されている色検知手段と、
前記弾性部に配設されるとともに、前記色信号に基づいて前記色信号に対応した光を出射
する発光手段とを備えたことを特徴とする
ランプ器具。
【請求項１１】
　前記可変色発光モジュールが、
前記発光手段および前記色検知手段に接続されるとともに、前記色信号に基づいて、前記
発光手段が前記色信号に対応した光を出射するように制御する処理手段をさらに備えたこ
とを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
【請求項１２】
　前記可変色発光モジュールが、
前記弾性部に接続されているハウジングと、
前記ハウジングに配設されているスイッチと、
前記スイッチに接続され、前記スイッチにより起動されて電源を前記発光手段に出力する
電源供給手段と、
前記ハウジングを周回するように設けられるとともに、前記電源供給手段に接続されてい
る充電手段とをさらに備えたことを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
【請求項１３】
　前記スイッチがスライドスイッチであることを特徴とする
請求項１２記載のランプ器具。
【請求項１４】
　前記圧力センサが、
前記弾性部の前記内部空間に結合されることで、前記内部空間の圧力変化を感知する弾性
部材と、
前記弾性部材に接続されている導電性部材と、
前記導電性部材に接続されて、前記内部空間の圧力変化に基づいて前記色変更信号を出力
するスイッチ素子とをさらに備えたことを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
【請求項１５】
　前記圧力センサの感知範囲が２６キロパスカルないし３００キロパスカルの間であるこ
とを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
【請求項１６】
　前記圧力センサの感知範囲が５０キロパスカルないし１００キロパスカルの間であるこ
とを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
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【請求項１７】
　前記可変色発光モジュールが、
前記可変色発光モジュールがランプホルダに取付けられたときに前記ランプホルダの磁気
リードスイッチを起動して、前記ランプホルダを発光させるためのものである磁性素子を
さらに備えたことを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
【請求項１８】
　前記可変色発光モジュールが、
前記可変色発光モジュールがランプホルダに取付けられたときに前記色信号を送信し、前
記ランプホルダを前記色信号に対応させて発光させるためのものである、前記色検知手段
に接続されている送信手段をさらに備えたことを特徴とする
請求項１０記載のランプ器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は可変色発光モジュールおよびランプ器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　ムードランプは現代人の生活に趣を添える不可欠なツールとなっており、あるものでは
多種多様の色の光源を表現することで、室内空間に異なる雰囲気を醸し出し、より多方面
にわたる照明の応用を使用者に提供している。　
　そして、ある種のランプ器具では外形的な設計に技巧を加えて、機能的な操作性を構造
中に統合することで、使用者がより直感的に、またはさらに人に優しい使用感を得ること
ができるようになっている。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　一般的な従来のムード照明では、光源の色を制御するという部分において選択できる方
式はあまり多くなく、しかもランプ器具の多くは制御システムから出力された信号を受動
的に受信して、これに合せて対応する波長の光を出射するものである。　
　言い換えれば、公知のランプ器具でも異なる色の光を出射できる能力があるものの、反
面、独立的に作動して、周囲の環境または対象物の光の色を能動的に判別して、自動制御
するということはできず、使用者にとっては所定の選択肢のみに限定されて、思い通りに
ランプ器具の発光色を任意に調整することはできないというものであった。
【０００４】
　また、従来のムード照明は設計において、一般的に接触式のスイッチで光源色の選択ま
たはその動作モードの起動を行っている。　
　しかしながら、接触式のスイッチはタッチの方向、接触面積および付与される力の影響
により接触不良となる不具合を引き起こしやすく、また反応速度が遅いという問題もあっ
たことから、使用者にスピーディで正確に反応する操作機能を提供することはできなかっ
た。
【０００５】
　上記課題に鑑み、本発明の目的は、環境または対象物の色に基づいてその波長を検出し
、同じ波長の色に近い光に能動的に変換して出射し、かつ別途制御システムを増設するこ
となく独立して作動することができ、しかも使用者の操作に迅速かつ正確に反応する可変
色発光モジュールおよびランプ器具を提供するところにある。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記目的を達成するために、本発明に係る可変色発光モジュールは弾性部と、圧力セン
サと、色検知手段と、発光手段とを備えている。　
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　弾性部は内部空間を有しており、弾性部は力を受けて変形して内部空間に圧力変化を生
じさせる。　
　圧力センサは弾性部の内部空間に結合されることで、内部空間の圧力変化を感知して色
変更信号を出力するためのものである。　
　色検知手段は圧力センサに接続されている。　
　色検知手段は色変更信号を受信して起動されて、ひいては対象物の色を検知するととも
に色信号を生成する。　
　発光手段は弾性部に配設されるとともに、色信号に基づいて色信号に対応した光を出射
する。
【０００７】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールは処理手段をさらに備えている。　
　処理手段は発光手段および色検知手段に接続されるとともに、色信号に基づいて、発光
手段が色信号に対応した光を出射するように制御する。
【０００８】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールはハウジングと、スイッチと、電源
供給手段と、充電手段とをさらに備えている。　
　ハウジングは弾性部に接続されている。　
　スイッチはハウジングに配設されている。　
　電源供給手段はスイッチに接続されている。　
　スイッチは電源供給手段を起動して、電源を発光手段に出力する。　
　充電手段はハウジングを周回するように設けられるとともに、電源供給手段に接続され
ている。
【０００９】
　本発明の一実施例において、スイッチはスライドスイッチである。
【００１０】
　本発明の一実施例において、圧力センサは弾性部材と、導電性部材と、スイッチ素子と
をさらに備えている。　
　弾性部材は弾性部の内部空間に結合されることで、内部空間の圧力変化を感知する。　
　導電性部材は弾性部材に接続されている。　
　スイッチ素子は導電性部材に接続されて、内部空間の圧力変化に基づいて色変更信号を
出力する。
【００１１】
　本発明の一実施例において、圧力センサの感知範囲が２６キロパスカルないし３００キ
ロパスカルの間である。
【００１２】
　本発明の一実施例において、圧力センサの感知範囲が５０キロパスカルないし１００キ
ロパスカルの間である。
【００１３】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールは磁性素子をさらに備えている。　
　磁性素子は可変色発光モジュールがランプホルダに取付けられたときにランプホルダの
磁気リードスイッチを起動して、ランプホルダを発光させるためのものである。
【００１４】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールは送信手段をさらに備えている。　
　送信手段は色検知手段に接続されており、可変色発光モジュールがランプホルダに取付
けられたときに色信号を送信し、ランプホルダを色信号に対応させて発光させるためのも
のである。
【００１５】
　上記目的を達成するために、本発明に係るランプ器具はランプホルダと、可変色発光モ
ジュールとを備えている。　
　ランプホルダは収容空間を備えている。　
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　可変色発光モジュールは収容空間に配設されており、弾性部と、圧力センサと、色検知
手段と、発光手段とを備えている。　
　弾性部は内部空間が有している。　
　弾性部は力を受けて変形して内部空間に圧力変化を生じさせる。　
　圧力センサは弾性部の内部空間に結合されることで、内部空間の圧力変化を感知して色
変更信号を出力するためのものである。　
　色検知手段は圧力センサに接続されている。　
　色検知手段は色変更信号を受信して起動されて、ひいては対象物の色を検知するととも
に色信号を生成する。　
　発光手段は弾性部に配設されるとともに、色信号に基づいて色信号に対応した光を出射
する。
【００１６】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールは処理手段をさらに備えている。　
　処理手段は発光手段および色検知手段に接続されるとともに、色信号に基づいて、発光
手段が色信号に対応した光を出射するように制御する。
【００１７】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールはハウジングと、スイッチと、電源
供給手段と、充電手段とをさらに備えている。　
　ハウジングは弾性部に接続されている。　
　スイッチはハウジングに配設されている。　
　電源供給手段はスイッチに接続されている。　
　スイッチは電源供給手段を起動して、電源を発光手段に出力する。　
　充電手段はハウジングを周回するように設けられるとともに、電源供給手段に接続され
ている。
【００１８】
　本発明の一実施例において、スイッチはスライドスイッチである。
【００１９】
　本発明の一実施例において、圧力センサは弾性部材と、導電性部材と、スイッチ素子と
をさらに備えている。　
　弾性部材は弾性部の内部空間に結合されることで、内部空間の圧力変化を感知する。　
　導電性部材は弾性部材に接続されている。　
　スイッチ素子は導電性部材に接続されて、内部空間の圧力変化に基づいて色変更信号を
出力する。
【００２０】
　本発明の一実施例において、圧力センサの感知範囲が２６キロパスカルないし３００キ
ロパスカルの間である。
【００２１】
　本発明の一実施例において、圧力センサの感知範囲が５０キロパスカルないし１００キ
ロパスカルの間である。
【００２２】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールは磁性素子をさらに備えている。　
　磁性素子は可変色発光モジュールがランプホルダに取付けられたときにランプホルダの
磁気リードスイッチを起動して、ランプホルダを発光させるためのものである。
【００２３】
　本発明の一実施例において、可変色発光モジュールは送信手段をさらに備えている。　
　送信手段は色検知手段に接続されており、可変色発光モジュールがランプホルダに取付
けられたときに色信号を送信し、ランプホルダを色信号に対応させて発光させるためのも
のである。
【発明の効果】
【００２４】
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　上記によれば、本発明の可変色発光モジュールおよびランプ器具では、圧力センサが弾
性部の内部圧力変化を感知することで、色検知手段が対象物の色を検知するように起動す
るので、環境または対象物の色に基づいてその波長を検出し、同じ波長の色に近い光に能
動的に変換して出射し、かつ別途制御システムを増設することなく独立して作動すること
ができ、しかも使用者の操作に迅速かつ正確に反応する。
【図面の簡単な説明】
【００２５】
【図１Ａ】本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールの分解概略図。
【図１Ｂ】本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールのシステムブロック図。
【図２Ａ】本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールの概略図。
【図２Ｂ】本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールのシステムブロック図。
【図３Ａ】図２Ａに示す可変色発光モジュールを操作して対象物の色を検知したときの動
作概略図。
【図３Ｂ】図２Ａに示す可変色発光モジュールを操作して対象物の色を検知したときの動
作概略図。
【図４】本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールの圧力センサの変化態様の
概略図。
【図５】本発明の好ましい実施例に係る他の可変色発光モジュールの概略図。
【図６】本発明の好ましい実施例に係るランプ器具の概略図。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
　以下にて関連する図面を参照して、本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュー
ルおよびランプ器具を説明するが、このうち同じ構成要素は同じ符号を付して説明する。
【００２７】
　それぞれ本発明の好ましい実施例の可変色発光モジュール１の分解概略図およびシステ
ムブロック図である図１Ａおよび図１Ｂを参照されたい。　
　可変色発光モジュール１は弾性部１１と、圧力センサ１２と、色検知手段１３と、発光
手段１４とを備えている。　
　本実施例において、弾性部１１は内部空間を有しており、しかも弾性部１１は一体成型
された球状体である。　
　当然のこと、実際の運用時には弾性部１１は二つ以上の部材の組合わせからなされても
よく、しかも弾性部１１は、例えば円柱状、長尺状または使用者が把持および操作しやす
いように溝付きの手持ち形状という具合に外観およびその形状に限定はない。　
　また、弾性部１１には、使用者が外部からの力を加えて変形することで、その内部空間
の圧力変化が生じるとともに、外力がなくなった後には、元の外観形状にすぐさま戻るよ
うな、例えばシリコーンラバーなどが用いられる。
【００２８】
　圧力センサ１２は弾性部１１の内部空間に結合されている。　
　実施例において、圧力センサ１２は弾性部１１の内部空間に配設されるか、または弾性
部１１の開口箇所に配設されて、弾性部１１内部空間の圧力変化を感知するとともに、弾
性部１１の内部空間の圧力変化に基づいて色変更信号Ｓ１を出力する。　
　わずかに小さな圧力変化を感知するために、圧力センサ１２はチップ型の圧力センサで
あり、しかもその感知範囲が２６キロパスカル（ｋＰａ）ないし３００キロパスカルの間
、好ましい感知範囲は５０キロパスカルないし１００キロパスカルの間である。
【００２９】
　色検知手段１３は圧力センサ１２に接続されている。　
　色検知手段１３が圧力センサ１２が生成した色変更信号Ｓ１を受信すると、色検知手段
１３は対象物の色を検知するとともに色信号Ｓ２を生成する。　
　実施上において、色検知手段１３は可視光を検知可能な素子であり、その検知可能な主
たる範囲が４００ないし７００ｎｍであるとともに、検知する手段は主に対象物からの波
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長を判別することで、対象物の色を検知することが可能であるというものである。　
　このうち、対象物は何らかの色の物品または何らかの色の光を出射する発光源とするこ
とができる。
【００３０】
　発光手段１４は弾性部１１内に配設されるとともに、色信号Ｓ２に基づいて色信号Ｓ２
に対応する光を出射する。　
　発光手段１４は、弾性部１１の中心に配設されて、光を出射し、弾性部１１から外側に
向けて均一に出射することが可能であるのが好ましい。　
　実施上において、発光手段１４は発光ダイオードまたはその他可視光を出射可能な素子
を備えることができる。　
　このうち、発光ダイオードは、独立した赤色、青色、緑色の発光ダイオードユニット１
４１を備えたＲＧＢ混色発光ダイオードであるのが好ましい。
【００３１】
　図２Ａおよび図２Ｂを参照されたい。　
　図２Ａは本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールの概略図であり、図２Ｂ
は本発明の好ましい実施例に係る可変色発光モジュールのシステムブロック図である。　
　本実施例において、可変色発光モジュール１はハウジング１５と、スイッチ１６と、処
理手段１７と、電源供給手段１８と、充電手段１９とをさらに備えている。
【００３２】
　ハウジング１５は弾性部１１の一端に接続されており、その材質は金属、合成樹脂また
は両者の組合わせとすることができ、しかもハウジング１５は一体成型の部材または複数
の部品からなる部材とすることができる。　
　実施上において、ハウジング１５は、熱対流および熱伝導用として複数の開口またはそ
の他放熱構造を備えることができる。　
　また、色検知手段１３は配設時に、一部をハウジング１５の表面外側に露出させて、ひ
いては対象物から出射された光を確実に受光することで、対象物の色の検知をしやすくす
るようにすることができる。
【００３３】
　スイッチ１６はハウジング１５に配設されている。　
　本実施例において、スイッチ１６はスライドスイッチであるとともに、ハウジング１５
の外面に配設されることで、ひいては使用者が可変色発光モジュール１を操作、維持しや
すくした全体的な設計感をもたらしている。　
　使用者はスイッチ１６を切換えることで、可変色発光モジュール１を動作状態またはオ
フ状態とすることができる。　
　当然のこと、実際の運用時には、スイッチ１６はプッシュスイッチを採用してもよい。
【００３４】
　処理手段１７はハウジング１５内に配設されるとともに、色検知手段１３および発光手
段１４を接続している。　
　処理手段１７は色検知手段１３が生成した色信号Ｓ２を受信するとともに、色信号Ｓ２
に基づいて発光手段１４が色信号Ｓ２に対応する光を出射するよう制御する。　
　実施上において、処理手段１７はチップ型またはマイクロプロセッサとすることができ
る。　
　また、本実施例において、処理手段１７は色検知手段１３に接続されて、各々独立した
二つの素子とされている。　
　しかしながら、実際の運用において、処理手段１７は色検知手段１３と統合して配設し
て、一つの素子または一つのモジュールとしてもよい。　
　言い換えれば、処理手段１７は色検知手段１３と統合して配設される場合、図１Ｂに示
すように、色検知手段１３は検知した結果に基づいて、発光手段１４が色信号Ｓ２に対応
する光を出射するように直接制御することになる。
【００３５】
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　電源供給手段１８はハウジング１５内に配設されるとともに、スイッチ１６に接続され
ている。　
　スイッチ１６が操作状態に切換えられると、スイッチ１６は電源供給手段１８を起動し
て、電源Ｐを圧力センサ１２、色検知手段１３、発光手段１４および処理手段１７に出力
することで、前記した素子に必要な電力を供給する。　
　このうち、電源供給手段１８は例えばリチウムイオン電池、ニッケル水素電池またはリ
チウムポリマー電池といった二次電池である。
【００３６】
　充電手段１９はハウジング１５の外面を周回するように設けられるとともに、電源供給
手段１８に接続されている。　
　本実施例において、充電手段１９は、ハウジング１５を周回するように設けられて、電
源導通の媒介とされる二つの金属リング１９１を備えている。　
　金属リング１９１を配設することで、一般的なプラグ型充電器に起因する空間的な無駄
と外観設計での影響を払拭することができる。
【００３７】
　続いて、図３Ａに図２Ａおよび図２Ｂを併せて参照されたい。　
　図３Ａおよび図３Ｂは図２Ａに示す可変色発光モジュールを操作して対象物の色を検知
したときの動作概略図である。　
　本発明の可変色発光モジュール１の全体的な作動関係をより詳細に説明する。　
　使用者が可変色発光モジュール１に、対象物の色、つまり青色光を出射するテーブルラ
ンプＴＬと同じ色の光を出射させたい場合、まずスイッチ１６で可変色発光モジュール１
を操作状態に切換える。　
　続いて、可変色発光モジュール１をテーブルランプＴＬに近づけるとともに、色検知手
段１３を光源に向ける。　
　その後、例えば、押潰す、握る、および／または押圧するなどで外力Ｆを可変色発光モ
ジュール１の弾性部１１に付与して、弾性部１１を変形させるので、弾性部１１の内部に
圧力変化が生じる。　
　これと同時に、圧力センサ１２が弾性部１１の内部圧力の変化に基づいて色変更信号Ｓ
１を色検知手段１３に出力する。　
　色検知手段１３が色変更信号Ｓ１を受信した後、検知を開始して、テーブルランプＴＬ
が出射した光の波長（テーブルランプＴＬが出射した光の色を表す）を検知するとともに
、この波長に対応する色信号Ｓ２を生成する。　
　処理手段１７が色信号Ｓ２に基づいて制御信号Ｓ３を送出して、発光手段１４が色信号
Ｓ２に対応する光を出射するように制御する。　
　本実施例において、色検知手段１３に入射した光と可変色発光モジュール１が出射した
光の波長は概ね同じであるので、使用者には、可変色発光モジュール１は対象物と同じ色
の光を出射することが可能である感覚をもたらすことができる。
【００３８】
　特に説明すべきことは、前記した「波長は概ね同じ」というのは、人間の目の生理的な
構造の制限により、一定は超範囲内の光は、いずれも同じ色と見なされ、これらが感覚的
に同じ色であるということであることを意味しているものであって、しかしながら測定器
で測定した数値上では入射、出射のいずれもがここで言うところの「波長は概ね同じ」と
いうものであり得る、ということになる。
【００３９】
　続いて、図３Ｂに図２Ａおよび図２Ｂを併せて参照されたい。　
　本実施例において、対象物が赤色の紙Ｎである場合を例とする。　
　前記した実施例と比較するに、テーブルランプＴＬは能動的に光を発する光源である一
方で、本実施例の紙Ｎは光源ではないという点が異なっている。
【００４０】
　使用者が可変色発光モジュール１に紙Ｎの色と概ね同じ色の光を出射させたい場合、ま
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ずスイッチ１６で可変色発光モジュール１を操作状態に切換える。　
　続いて、可変色発光モジュール１を紙Ｎに近づけるとともに、外力Ｆを可変色発光モジ
ュール１の弾性部１１に付与する。　
　これと同時に、圧力センサ１２が弾性部１１の内部圧力の変化に基づいて色変更信号Ｓ
１を色検知手段１３に出力する。　
　色検知手段１３が色変更信号Ｓ１を受信した後、外部光が紙Ｎに照射された状態にて受
光し検知した後、回折、散乱、反射、拡散などの方式で射出された光から、紙Ｎの色波長
を検知するとともに、この波長に対応する色信号Ｓ２を生成する。　
　処理手段１７が色信号Ｓ２に基づいて制御信号Ｓ３を送出して、発光手段１４が色信号
Ｓ２に対応する光を出射するように制御する。
【００４１】
　したがって、上記した装置的な構造により、可変色発光モジュール１は対象物の色を検
知することで、ひいては能動的に調整を行い、対象物が出射した波長と概ね同じまたは同
じ波長に近い色の光を出射する目的を達成する。　
　とりわけ、操作上においては簡単な圧縮動作で完了するので、可変色発光モジュール１
の反応がより速くさらに正確となるばかりでなく、実用性と使用者の使用要望を高めるこ
とを兼ね備えたムード照明器具となる。
【００４２】
　また、実際の運用時に、圧力センサ１２は製品のニーズまたは設計上の考慮に応じて異
なる変化態様を持たせることができるということも言及しておきたい。　
　以下にては、本発明の好ましい実施例に係る圧力センサの変化態様の概略図である図４
を参照されたい。　
　圧力センサ１２の他の構造を例として説明する。
【００４３】
　図４に示すように、圧力センサ１２は弾性部材１２１と、導電性部材１２２と、スイッ
チ素子１２３とを備えている。　
　このうち、弾性部材１２１は弾性部１１の内部空間に結合されるとともに、内部空間の
圧力変化の感知に用いられる。　
　実施上において、弾性部材１２１は導電性を備えた弾性物質である。スイッチ素子１２
３は導電性部材１２２に接続されるとともに、内部空間の圧力変化に基づいて色変更信号
を出力する。
【００４４】
　本発明の他の実施例に係る可変色発光モジュール２の概略図である図５を参照されたい
。　
　可変色発光モジュール２は可変色発光モジュール１と比較するに、可変色発光モジュー
ル２は磁性素子２１と送信手段２２とを備えている点が異なっている。　
　本実施例において、磁性素子２１はハウジング１５の外面に配設されており、可変色発
光モジュール２がランプホルダに装着されたときに、ランプホルダの磁気リードスイッチ
を起動して、ランプホルダを発光させるためのものである。　
　また、送信手段２２は色検知手段１３および処理手段１７に接続されている。　
　可変色発光モジュール２がランプホルダに装着されたとき、送信手段２２は色信号をラ
ンプホルダに送信して、ランプホルダを色信号に対応した光で発光させる。　
　実施上において、送信手段２２は前記した接触型送信手段以外にも、非接触型送信手段
としてもよい。
【００４５】
　詳細に言えば、もし送信手段２２が接触型送信手段である場合には、可変色発光モジュ
ール２をランプホルダの収容空間に収容したとき、可変色発光モジュール２の送信手段２
２はランプホルダの受入れ手段に互いに接触するが、このとき、送信手段２２は色信号を
ランプホルダの受入れ手段に送信することで、ランプホルダを色信号に対応した光で発光
させる。　
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　また、もし送信手段２２が非接触型送信手段である場合には、処理手段１７は色検知手
段１３が送出した色信号を受信した後、送信手段２２を介して色信号を直接ランプホルダ
の受入れ手段に送信することで、ランプホルダを色信号に対応した光で発光させる。　
　このうち、前記した非接触型送信手段は赤外線送信手段であるのが好ましいが、その他
無線送信の技術を用いることも可能であることから、本発明はこれに限定はしない。
【００４６】
　また、色信号の送信に関しては、実施上において、自動送信または手動送信とすること
ができる。　
　いわゆる自動送信とは、色検知手段１３が新たな色信号を生成すると、直ちに色信号の
送信を行うものであり、手動送信とは、色信号を送信するかの要否は使用者の要求を根拠
とするものであって、使用者がスイッチ（図示しない）を起動しなければ、色信号の送信
は行われないというものである。
【００４７】
　引き続き、本発明の好ましい実施例に係るランプ器具Ｌの概略図である図６を参照され
たい。　
　ランプ器具ＬはランプホルダＬＳと、可変色発光モジュール２とを備えている。　
　本実施例において、ランプホルダＬＳは収容空間Ｓと、発光手段（図示しない）とを備
えている。　
　このうち、収容空間Ｓは磁気リードスイッチと、受入れ手段Ｒとを備えている。　
　可変色発光モジュール２がランプホルダＬＳの収容空間Ｓに装着されたとき、可変色発
光モジュール２の磁性素子２１はランプホルダの磁気リードスイッチを起動して、ランプ
ホルダＬＳが発光する。　
　また、可変色発光モジュール２がランプホルダＬＳの収容空間Ｓに装着されたとき、可
変色発光モジュール２の送信手段２２は色信号をランプホルダＬＳに送信して、ランプホ
ルダＬＳを色信号に対応した光で発光させる。
【００４８】
　収容空間Ｓ内部には、可変色発光モジュール２における充電手段１９の金属リング１９
１に対応している一組の充電部Ｃが備えられている。　
　充電部Ｃは、可変色発光モジュール２が収容空間Ｓに収容されたときに、充電部Ｃが金
属リング１９１に接触するとともに、可変色発光モジュール２の電源供給手段１８に対し
て充電を行う好ましくは伸縮可能な一組のピン（ｐｉｎ）であるのが好ましい。
【００４９】
　実施上において、ランプ器具Ｌは卓上型ランプ器具、壁掛け型ランプ器具、スタンド型
ランプ器具または吸着型ランプ器具とすることができる。　
　また、可変色発光モジュール２の構成要素の構造および技術内容は上記した実施例と同
じであるので、ここでは別途説明はしない。
【００５０】
　上記をまとめるに、本発明の可変色発光モジュールおよびランプ器具によれば、圧力セ
ンサが弾性部の内部圧力変化を感知することで、色検知手段が対象物の色を検知するよう
に起動するので、環境または対象物の色に基づいてその波長を検出し、同じ波長の色に近
い光に能動的に変換して出射し、かつ別途制御システムを増設することなく独立して作動
することができ、しかも使用者の操作に迅速かつ正確に反応する。
【００５１】
　上記は例示的なものであって、限定するためのものではない。　
　本発明の技術的思想および範囲から逸脱することなく、行われる等価の修正または変更
は、いずれも別紙の特許請求の範囲に含まれる。
【産業上の利用可能性】
【００５２】
　本発明は以上の如く構成したので、環境または対象物の色に基づいてその波長を検出し
、同じ波長の色に近い光に能動的に変換して出射し、かつ別途制御システムを増設するこ
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色発光モジュールおよびランプ器具を提供し得るものである。
【符号の説明】
【００５３】
１、２　可変色発光モジュール
１１　弾性部
１２　圧力センサ
１２１　弾性部材
１２２　導電性部材
１２３　スイッチ素子
１３　色検知手段
１４　発光手段
１４１　発光ダイオードユニット
１５　ハウジング
１６　スイッチ
１７　処理手段
１８　電源供給手段
１９　充電手段
１９１　金属リング
２１　磁性素子
２２　送信手段
Ｃ　充電部
Ｆ　外力
Ｌ　ランプ器具
ＬＳ　ランプホルダ
Ｍ　磁気リードスイッチ
Ｎ　紙
Ｐ　電源
Ｒ　受入れ手段
Ｓ　収容空間
Ｓ１　色変更信号 
Ｓ２　色信号
Ｓ３　制御信号
ＴＬ　テーブルランプ



(13) JP 2013-12476 A 2013.1.17

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】 【図２Ｂ】



(14) JP 2013-12476 A 2013.1.17

【図３Ａ】 【図３Ｂ】

【図４】 【図５】



(15) JP 2013-12476 A 2013.1.17

【図６】



(16) JP 2013-12476 A 2013.1.17

フロントページの続き

Ｆターム(参考) 3K073 AA52  BA32  CF01  CF13  CG01  CG10  CJ17 


	biblio-graphic-data
	abstract
	claims
	description
	drawings
	overflow

