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(57)【要約】
　本発明は、ＬＥＤランプとＬＥＤ照明システムを開示
している。該ＬＥＤランプは、ＬＥＤ発光アセンブリと
、ＬＥＤ駆動回路と、Wi-Fi信号を送受信し、ルーティ
ング機能を有するWi-Fiルーティングモジュールとを含
む。ＬＥＤ駆動回路は、ＬＥＤ発光アセンブリとWi-Fi
ルーティングモジュールとにそれぞれ接続される。ＬＥ
Ｄ照明システムにおいて、少なくとも二つの上記ＬＥＤ
ランプであるノードからなるシステムであって、各ノー
ドは、受信したWi-Fi信号を、そのWi-Fi信号がカバーす
る範囲内の、その他のノードまで転送する。本発明のＬ
ＥＤランプは、灯具を同時に無線ネットワークのルータ
ーまたは無線集線器とすることができる。こうして一つ
の灯具が信号を受信すれば、該信号が次々と転送され、
無線ネットワークのカバー範囲が持続的に延伸及び拡張
されるので、無線信号の伝播距離と通過力の制限が突破
される。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　少なくとも一つのＬＥＤ発光アセンブリと、少なくとも一つのＬＥＤ駆動回路と、Wi-F
i信号を送受信し、ルーティング機能を有する少なくとも一つのWi-Fiルーティングモジュ
ールとを含み、
　上記ＬＥＤ駆動回路は、ＬＥＤ発光アセンブリとWi-Fiルーティングモジュールとにそ
れぞれ接続されることを特徴とするＬＥＤランプ。
【請求項２】
　上記Wi-Fiルーティングモジュールは、Wi-Fi信号を介してインターネットネットワーク
またはローカルエリアネットワークにアクセスすることを特徴とする請求項１に記載のＬ
ＥＤランプ。
【請求項３】
　上記Wi-Fiルーティングモジュールは、ＬＥＤランプのハウジングの内部または外部に
設けられることを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤランプ。
【請求項４】
　上記Wi-Fiルーティングモジュールは、使用周波数帯が２．４GHzまたは５GHzであるこ
とを特徴とする請求項１に記載のＬＥＤランプ。
【請求項５】
　少なくとも二つの、請求項１に記載のＬＥＤランプであるノードからなるＬＥＤ照明シ
ステムであって、各ノードは、受信したWi-Fi信号を、そのWi-Fi信号のカバー範囲内のそ
の他のノードまで転送することを特徴とするＬＥＤ照明システム。
【請求項６】
　Wi-Fi信号を介してインターネットネットワークまたはローカルエリアネットワークに
アクセスすることを特徴とする請求項５に記載のＬＥＤ照明システム。
【請求項７】
　該システムにおけるノードに対して状態の読取と遠隔制御とを実現する制御端末を更に
含み、上記制御端末は、Wi-Fi信号を介して各ノードに接続されることを特徴とする請求
項５に記載のＬＥＤ照明システム。
【請求項８】
　上記制御端末は、コンピュータ、タブレットＰＣまたはスマートフォンであることを特
徴とする請求項７に記載のＬＥＤ照明システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤ照明技術分野に係り、特にWi-Fi機能付きのＬＥＤランプおよびＬＥ
Ｄ照明システムに係る。
【背景技術】
【０００２】
　インテリジェント制御照明装置およびそのシステムは、一貫した、新世代の照明技術案
の研究課題である。よく用いられる概念は、下記の数種類に過ぎない。
　１．外部条件をセンサーを通じて取得し、例えば環境輝度を光素子で検出することによ
って、灯具を自動的にスイッチングする。
　２．有線インタフェースネットワークを介して灯具の状態を読み取ることによって、建
築物の灯具スイッチボックスを把握して制御し、明るさを調整する。
　３．例えばWi-Fiネットワークの無線信号を介して、無線送受信機能を有する灯具を制
御することによって、遠隔での調整制御を実現する。
【０００３】
　以上の数種類の制御方式において、Wi-Fi無線制御方法は、その使用の便利さや、灯具
の取り付けや配線に付加的な要求がないことから、ますます消費者に求められている。一
方、従来のWi-Fi無線制御方法は、障害物、伝送距離および伝送電力から制限を受け、カ
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バーする範囲に往々にして限度があるため、無線制御の利便性と信頼性とが制限されてい
る。
【０００４】
　図１は、上記した従来のWi-Fi制御に基づく照明システムを示している。Wi-Fi制御に基
づく照明システムは、外付けルーター１０、ＬＥＤ照明装置２１、２２、及びＬＥＤ照明
装置３１、３２を含む。ＬＥＤ照明装置２１、２２は外付けルーティング１０の信号の有
効カバー範囲内にある。一方、ＬＥＤ照明装置３１、３２は、距離や障害物などが原因と
なって信号無しエリア４０内に位置するため、有効なWi-Fi信号を受信することができな
い。また、上記無線制御方法において、ルーターとランプの無線接続が星形状の構造であ
り、ランプ同士が情報を互いに転送することができないため、物理的に無線信号の伝送距
離が制限される。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、上記従来技術において存在する不備に鑑み、Wi-Fiルーティング機能付きの
ＬＥＤランプを提供しており、単独またはアドホックネットワークの形式でインターネッ
トおよびローカルエリアネットワークに接続されるため、灯具の状態の把握と遠隔での制
御とがより容易となる。
【０００６】
　本発明の技術案は、下記のように実現される。
【０００７】
　少なくとも一つのＬＥＤ発光アセンブリと、少なくとも一つのＬＥＤ駆動回路と、Wi-F
i信号を送受信し、Wi-Fiルーティング機能を有する少なくとも一つのWi-Fiルーティング
モジュールとを含み、上記ＬＥＤ駆動回路は、ＬＥＤ発光アセンブリとWi-Fiルーティン
グモジュールとにそれぞれ接続されるＬＥＤ照明装置。
【０００８】
　好ましくは、上記Wi-Fiルーティングモジュールは、Wi-Fi信号を介してインターネット
ネットワークまたはローカルエリアネットワークにアクセスする。
【０００９】
　好ましくは、上記Wi-Fiルーティングモジュールは、ＬＥＤランプのハウジングの内部
または外部に設けられる。好ましくは、上記Wi-Fiルーティングモジュールは、使用周波
数帯が２．４GHzまたは５GHzである。
【００１０】
　少なくとも二つの、上記ＬＥＤランプであるノードからなるＬＥＤ照明システムであっ
て、各ノードは、受信したWi-Fi信号を、そのWi-Fi信号のカバー範囲内のその他のノード
まで転送するＬＥＤ照明システム。各ＬＥＤランプはWi-Fiルーターとして受信したWi-Fi
信号を転送し、そのWi-Fi信号がカバーする範囲内の、その他のＬＥＤランプをブリッジ
してWi-Fiに基づく網形状構造の無線ネットワークを構成する。
【００１１】
　好ましくは、該システムは、Wi-Fi信号を介してインターネットネットワークまたはロ
ーカルエリアネットワークにアクセスする。
【００１２】
　好ましくは、該システムは、該システムにおけるノードに対して状態の読取と遠隔制御
とを実現する制御端末を更に含み、上記制御端末は、Wi-Fi信号を介して各ノードに接続
される。
【００１３】
　好ましくは、上記制御端末は、コンピュータ、タブレットＰＣまたはスマートフォンで
ある。
【発明の効果】
【００１４】
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　上記技術案を採用した本発明の設計思想および有益な効果は、以下のとおりである。
【００１５】
　本発明のＬＥＤランプは、灯具を同時に無線ネットワークのルーターまたは無線集線器
とすることができる。こうして一つの灯具が信号を受信すれば、該信号が次々と転送され
、無線ネットワークのカバー範囲が持続的に延伸及び拡張されるため、Wi-Fi信号の伝播
距離と通過力の制限が突破される。
【００１６】
　また、本発明に記載するＬＥＤ照明装置は、単一のランプ体であっても、複数のランプ
体からなる灯具であっても、単独またはアドホックネットワークの形式でインターネット
およびローカルエリアネットワークにWi-Fiの形式で接続されるため、灯具の状態の把握
と制御とがより便利、迅速になる。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】図１は、従来の無線制御に基づく照明システムの構造を示す図面である。
【図２】図２は、本発明のＬＥＤランプの構造を示す図面である
【図３】図３は、本発明のＬＥＤ照明システムの構造を示す図面である。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　本発明の具体的な実施形態は、以下である。
【００１９】
実施例
　本発明のＬＥＤランプ４０は、図１に示すように、一つのＬＥＤ発光アセンブリ４１と
、一つのＬＥＤ駆動回路４２と、一つのWi-Fiルーティングモジュール４３とを含む。こ
こで、上記Wi-Fiルーティングモジュール４３とＬＥＤ駆動回路４２との間、ＬＥＤ駆動
回路４２とＬＥＤ発光アセンブリ４１との間は、ともに電気的に接続されている。上記Wi
-Fiルーティングモジュール４３は、使用周波数帯が２．４GHzでも、５GHzでもよい。上
記Wi-Fiルーティングモジュール４３は、例えばＬＥＤ駆動回路４２と一つの回路板に集
積するなどで、ランプ体のハウジング内に内装されていてもよく、また、ランプ体のハウ
ジングの表面に付着して取り付けられていてもよく、ランプ体の外に外付けされていても
よい。Wi-Fiルーティングモジュール４３とＬＥＤ駆動回路４２との間の電気的な接続に
よれば、例えばランプのスイッチ状態、光の調節強度など、ＬＥＤランプの状態検出を実
現できる。同時にWi-Fiルーティングモジュール４３は、受信した信号をＬＥＤ駆動回路
４２の制御ポートに入力することによって、ランプの状態制御と明るさの調節などを実現
する。更に、Wi-Fiルーティングモジュール４３は、ＰＷＭ信号をＬＥＤ駆動回路４２の
光調節制御入力側に送信することで、光調節機能を実現できる。
【００２０】
　ここで、ＬＥＤランプ４０は、例えば単一の電球のような単一の光源を限定的に指すの
ではなく、複数の電球が装着された灯具も含んでいる。これらの電球の駆動回路は、同様
に同一のWi-Fiルーティングモジュールに接続されるので、ランプの状態が検出され、制
御、調整される。
【００２１】
　図３に示されているのは、ＬＥＤ照明システムの構造図である。５０、６０、７０、８
０、９０、１００は、いずれも上記ＬＥＤランプを示す。ＬＥＤランプ５０は、そのWi-F
iルーティングモジュール５１を介して、その信号カバー範囲内のＬＥＤランプ６０、７
０のWi-Fiルーティングモジュール６１、７１と接続される。ＬＥＤランプ６０、７０の
間もWi-Fiで接続される。同時に、ＬＥＤ照明装置６０、７０は、Wi-Fiルーターとして、
それぞれＬＥＤランプ５０と、間隔をおいたＬＥＤランプ８０、９０、１００とを全て接
続することで、ブリッジネットワーク構造を実現する。これで類推されるのは、網状構造
のWi-Fiネットワークが構成されることである。これによって、Wi-Fiネットワークが伸長
されることとなり、単一のWi-Fiルーターの信号距離と透過力の制限が突破される。一つ
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次々と転送される。オフィスビルやデパートなどの大型建築物の場合、無線制御がより便
利になる。
【００２２】
　図３に示す本発明のＬＥＤ照明システムによるWi-Fiネットワークは、インターネット
またはローカルエリアネットワークにアクセスできる。よってユーザが該ネットワークに
接続された端末を介して状態モニターと遠隔制御を実現できる。例えばスマートフォンで
特定のアプリケーションプログラムを通じてＬＥＤランプのスイッチ動作、明るさと色ま
たは色相の調節を実現できる。
【００２３】
　本発明の動作原理と核心は、ＬＥＤ照明装置のWi-Fiルーティング機能とアドホックネ
ットワーキング機能を利用して、Wi-Fiネットワークがカバーする範囲の制限を突破する
こと、該アドホックネットワークはインターネットとローカルエリアネットワークアクセ
ス能力を有すること、制御端末とWi-Fiルーティングモジュールとを電気的に接続するこ
とにより遠隔的にネットワークを介してランプの状態と調節を制御することにある。
【００２４】
　以上記載したのは、単に本発明にかかる特許の比較的好ましい実施例に過ぎない。ゆえ
に本発明にかかる特許出願の範囲に記載する構造、特徴および原理に基いた変化と修正は
、関連分野の技術者にとって明らかなものであり、依然として付属する請求項によって規
定されている本発明の精神と保護範囲内に属するものである。

【図１】

【図２】

【図３】
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【国際調査報告】
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