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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　リモコン装置により制御可能な照明システムであって、
　少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置を有している発光要素であって、前記
発光ダイオード又はレーザ装置は、放出モードにある場合、照明光を発し、検出モードに
ある場合、前記リモコン装置からの制御信号を検出する、発光要素と、
　前記発光要素を前記検出モードと前記放出モードとの間で切り換えるスイッチング要素
と、
　通信信号を前記リモコン装置に発する伝送ユニットと、
を有し、
　前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置が、前記通信信号を前記リモコン
装置に発する、照明システム。
【請求項２】
　前記通信信号は、前記発光要素の動作条件に関する情報を含んでいる、請求項１に記載
の照明システム。
【請求項３】
　前記通信信号は、静的な色点情報、動的な色点情報、調光器制御信号、開始信号、停止
信号、ランプ識別信号、使用パターン信号、ランプ診断データ及び電力消費からなる群か
ら選択されたランプの状態についての情報を含んでいる、請求項１に記載の照明システム
。
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【請求項４】
　前記制御信号は、静的な色点情報、動的な色点情報、調光器制御信号、開始信号、停止
信号、ランプ識別符号及び最大許容電力消費からなる群から選択された前記照明システム
をプログラムするための項目を含んでいる、請求項１に記載の照明システム。
【請求項５】
　変調方式に従って前記通信信号を変調する変調ユニットを更に有する請求項１に記載の
照明システム。
【請求項６】
　前記変調方式が、パルス幅変調、パルス位置変調、パルス振幅変調及びパルス密度変調
からなる群から選択されている、請求項５に記載の照明システム。
【請求項７】
　前記伝送ユニットは無線周波数送信機モジュールを有している、請求項１に記載の照明
システム。
【請求項８】
　前記発光要素は、発光ダイオード又はレーザ装置の１つ又は幾つかのストリングを有し
ている、請求項１に記載の照明システム。
【請求項９】
　増幅器と、
　駆動回路と、
を更に有しており、前記スイッチング要素が、前記発光要素の前記駆動回路からの切断と
前記増幅器への接続とを提供する送受信スイッチである、請求項１に記載の照明システム
。
【請求項１０】
　少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置を有している発光要素であって、前記
発光ダイオード又はレーザ装置は、放出モードにある場合、照明光を発し、検出モードに
ある場合、リモコン装置からの制御信号を検出する、発光要素と、
　前記発光要素を前記検出モードと前記放出モードとの間で切り換えるスイッチング要素
と、
　前記放出モードにある場合に前記発光要素が光を発するように、前記発光要素を駆動す
る駆動回路と、
　前記検出モードにある場合に前記発光要素によって検出された制御信号のサンプリング
を提供するサンプリング回路と、
を有している、前記リモコン装置のための通信信号を生成する、照明システムのための通
信及びスイッチング回路であって、前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置
が、前記通信信号を前記リモコン装置に発する、スイッチング回路。
【請求項１１】
　前記サンプリング回路が、増幅器及びアナログ／デジタル変換器を有している、請求項
１０に記載の通信及びスイッチング回路。
【請求項１２】
　前記通信信号を生成するためのプロセッサ及びパルスパターン生成器を更に有する請求
項１０に記載の通信及びスイッチング回路。
【請求項１３】
　照明システムの、リモコン装置との通信のための方法であって、
　発光要素が有する少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって照明光を発
するステップと、
　前記発光要素を放出モードから検出モードに切り換えるステップと、
　前記リモコン装置からの制御信号を前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装
置によって検出するステップと、
　前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって通信信号を前記リモコン
装置に発するステップと、
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を有する方法。
【請求項１４】
　リモコン装置と通信するためのコンピュータプログラムであって、プロセッサによって
実行された場合に、
　発光要素が有する少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって照明光を発
するステップと、
　前記発光要素を放出モードから検出モードに切り換えるステップと、
　前記リモコン装置からの制御信号を前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装
置によって検出するステップと、
　前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって通信信号を前記リモコン
装置に発するステップと、
を前記プロセッサに実行させるコンピュータプログラムが記憶されている、コンピュータ
読み取り可能な媒体。
【請求項１５】
　リモコン装置との通信のためのプログラムであって、プロセッサによって実行された場
合、
　発光要素が有する少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって照明光を発
するステップと、
　前記発光要素を放出モードから検出モードに切り換えるステップと、
　前記リモコン装置からの制御信号を前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装
置によって検出するステップと、
　前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって通信信号を前記リモコン
装置に発するステップと、
を前記プロセッサに実行させるプログラム。
【請求項１６】
　発光要素が有する少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって照明光を発
するステップと、
　前記発光要素を放出モードから検出モードに切り換えるステップと、
　リモコン装置からの制御信号を前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置に
よって検出するステップと、
　前記少なくとも１つの発光ダイオード又はレーザ装置によって通信信号を前記リモコン
装置に発するステップと、
を実行するプロセッサ。
【請求項１７】
　制御信号を請求項１に記載の照明システムに発する送信機と、
　前記照明システムからの通信信号を検出する受信機と、
を有する前記照明システムとの通信のためのリモコン装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明システムの分野に関する。より詳細には、本発明は、リモコン装置との
通信のための照明システム、照明システムのための通信及びスイッチング回路、リモコン
装置、リモコン装置との照明システムの通信のための方法、コンピュータ読み取り可能な
媒体、プロセッサ及びプログラムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　広範囲にわたる色を生成することができるランプを設計するために、種々の色を有する
発光ダイオード（ＬＥＤ）が、使用されることができる。これらのＬＥＤは、ＣＩＥ ｘ
ｙ色空間における領域を規定しており、例えば、赤、緑及び青色のＬＥＤのような、ＬＥ
Ｄの重み付けされた線形結合によって実現されることができる色を示している。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
　高出力及び高品質のＬＥＤランプにおいて、蛍光体－セラミック色変換は、種々の必要
な色を生成するための良好な仕方であり得る。しかしながら、これらの装置のための単純
なオン／オフスイッチが、これらのランプにおける全可能性の使用を可能にしているとい
うわけではない。リモコンが、このようなマルチカラーＬＥＤランプを遠隔制御するのに
使用され得る。しかしながら、前記リモコン装置からの制御信号を検出するために、セン
サが、前記照明システム内に実装されなければならないかもしれない。一方では、このよ
うな検出器又はセンサは、前記の照明システムと前記のリモコン装置の間の双方向性通信
を提供することができない。
【０００４】
　照明システムとリモコン装置との間の改良された通信を提供することが、望まれ得る。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明は、添付の独立請求項によるフィーチャを有する、リモコン装置と通信する照明
システム、照明システムとのための通信及びスイッチング回路、照明システムのリモコン
装置との通信のための方法、プロセッサ、コンピュータ読み取り可能な媒体、リモコン装
置及びプログラムを提供する。
【０００６】
　本発明の第１の見地によれば、リモコン装置との通信のための照明システムであって、
発光要素と、前記発光要素を検出モードと放出モードとの間で切り換えるスイッチング要
素とを有する照明システムにおいて、前記放出モードにある場合、前記発光要素が光を発
する、照明システムが、提供される。更に、前記検出モードにある場合、前記発光要素は
リモコン装置からの制御信号を検出する。更に、前記照明システムは、前記リモコン装置
に通信信号を発する。
【０００７】
　即ち、前記照明システムは、照明又は放出モードと検出モードとの間で切り換えられる
ことができる。前記照明モードに切り換えられている場合、前記照明システムは、自身の
周囲を照明する又は通信信号を送るために使用されることができる。一方で、前記検出モ
ードに切り換えられている場合、前記照明システムは、前記リモコン装置から送信される
制御信号を検出するために使用されることができる。前記制御信号の検出は、発光要素自
体によって実行される。従って、追加のセンサ又は検出器は、必要ない。
【０００８】
　本発明の例示的な実施例によれば、前記発光要素は、前記リモコン装置に前記通信信号
を発する。前記通信信号は、前記発光要素の動作条件に関する情報を含み得る。
【０００９】
　従って、前記発光要素自体が、データを前記リモコン装置に送信することができる。前
記データは、例えば、前記発光要素によって発される前記光の静的な色点の情報又は動的
な色点の情報に関する。
【００１０】
　更に、本発明の他の例示的な実施例によれば、前記通信信号は、調光器制御、開始点（
又はスイッチオン時間）、停止点（又はスイッチオフ時間）、ランプ識別、使用パターン
、ランプ診断データ及び電力消費からなる群から選択されるランプの状態に関する情報を
含み得る。
【００１１】
　前記使用パターンは、前記ランプのオン／オフ時間又は或る時間における好適な色に関
する情報を含み得る。
【００１２】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記制御信号は、静的な色点の情報、動的な色
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点の情報、調光器制御信号、開始信号、停止信号、ランプ識別符号、及び前記ランプのシ
ステムの最大許容電力消費からなる群から選択された前記照明システムをプログラムする
ための項目を含み得る。
【００１３】
　即ち、現在の動作条件が、前記発光要素から前記通信信号を介して前記リモコン装置に
送信されることができる。他方で、満たされなければならない動作条件が、前記リモコン
装置から、前記発光要素に、従って前記照明システムに送信されることができる。以下の
ステップにおいて、この（将来の）動作条件は、前記照明システムによって設定されるこ
とができる。
【００１４】
　前記開始信号及び前記停止信号は、例えば、動的な色点の系列の開始及び停止に関する
タイムスタンプ情報を、それぞれ、有する。前記動的な色点の情報は、前記照明システム
の個々の照明系列を制御する又は開始するように適応化されていてもよい。
【００１５】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記照明システムは、変調方式に従って前記通
信信号を変調する変調ユニットを更に有する。
【００１６】
　従って、照明システムから前記リモコン装置までの速くかつ有効なデータ伝送が、提供
されることができる。
【００１７】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、変調方式は、パルス幅変調、パルス位置変調、
パルス振幅変調又はパルス密度変調からなる群から選択される。
【００１８】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記照明システムは、前記リモコン装置に前記
通信信号を発する伝送ユニットを更に有しており、前記伝送ユニットは、無線周波数送信
機モジュールを有している。
【００１９】
　従って、本発明のこの例示的な実施例によれば、前記照明システムから前記リモコン装
置への通信は、ＲＦダウンリンクによって実施されることができる。従って、前記照明シ
ステムと前記リモコン装置との間の光路が遮断されている場合、通信はまだ可能であるこ
とができる。更に、ＲＦモジュールを介して前記通信信号を送信することによって、前記
ＲＦモジュールによる通信と前記発光要素による照明とが、同時に提供されることができ
る。
【００２０】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記発光要素は、発光ダイオード（ＬＥＤ）で
ある。
【００２１】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記発光要素は、発光ダイオードの１つ若しく
は幾つかのストリング、又は１つ若しくは幾つかの個々のＬＥＤを有する１つ又は幾つか
のＬＥＤストリングを含む。更に、前記発光要素は、発光ダイオードの全体的な二次元ア
レイを含み得る。
【００２２】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記照明システムは、増幅器及び駆動回路を更
に有し、前記スイッチング要素は、前記発光要素の前記駆動回路からの切断と前記増幅器
に対する接続とを提供するＴｘ／Ｒｘスイッチである。
【００２３】
　このＴｘＲｘスイッチなる表現は、「送受信スイッチ」の短縮形である。
【００２４】
　本発明の他の見地によれば、照明システムのための通信及びスイッチング回路であって
、検出モードと放出モードとの間で発光要素を切り換えるスイッチング要素と、前記放出
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モードにある場合、前記発光要素が光を発するように、前記発光要素を駆動する駆動回路
と、前記検出モードにある場合、前記発光要素によって検出される制御信号の高速サンプ
リングを提供するサンプリング回路とを有し、リモコン装置に対する通信信号を生成する
照明システムのための通信及びスイッチング回路が提供される。
【００２５】
　即ち、周囲を照明するためのＬＥＤを駆動する照明システムのための通信及びスイッチ
ング回路が、提供されることができる。更に、前記回路は、前記ＬＥＤを検出モードに切
り換え、前記ＬＥＤは、リモコン装置からの信号を検出するのに使用される。従って、追
加のセンサ又は検出器は、前記制御信号の取得に必要でなくても良い。更に、次いで前記
リモコン装置に送信される信号を生成する如何なる追加の送信機も、必要でなくても良い
。
【００２６】
　本発明の他の例示的な実施例によれば、前記サンプリング回路は、増幅器及びアナログ
／デジタル変換器を有している。
【００２７】
　更に、前記通信及びスッチング回路は、前記通信信号を生成するプロセッサ及びパルス
パターン生成器を有している。
【００２８】
　本発明の他の見地によれば、リモコン装置との照明システムの通信のための方法であっ
て、発光要素によって光を発するステップと、放出モードから検出モードに前記発光要素
を切り換えるステップと、前記発光要素によってリモコン装置からの制御信号を検出する
ステップと、前記リモコン装置に通信信号を発するステップと、を有する方法が提供され
る。
【００２９】
　更に、本発明の他の例示的な実施例によれば、コンピュータ読み取り可能な媒体であっ
て、プロセッサによって実行された場合に前記プロセッサに上述の方法のステップを実行
させる、リモコン装置と通信するための計算機プログラムが記憶されているコンピュータ
読み取り可能な媒体が提供される。
【００３０】
　更に、本発明の他の例示的な実施例によれば、リモコン装置と通信するためのプログラ
ムであって、プロセッサによって実行された場合に前記プロセッサに上述の方法のステッ
プを実行させるプログラムが、提供される。
【００３１】
　当業者であれば、通信のための当該方法は、コンピュータプログラムとして（即ちソフ
トウェアによって）実施されることができ、若しくは１つ以上の特別な電子的な最適化回
路（即ちハードウェアによって）実施されることができ、又は当該方法は、複合的な形態
において（即ちソフトウェア構成要素とハードウェア構成要素とによって）実施されるこ
とができることが容易に分かるであろう。
【００３２】
　本発明の一実施例によるこのプログラムは、好ましくは、データプロセッサのワーキン
グメモリに読み出される。従って、前記データプロセッサは、本発明の方法の実施例を実
施する機能を備えているものであり得る。前記コンピュータプログラムは、例えば、Ｃ＋
＋のような、如何なる適切なプログラム言語において書かれていても良く、ＣＤ―ＲＯＭ
のような、コンピュータ読み取り可能な媒体に記憶されていても良い。更に、前記コンピ
ュータプログラムは、Ｗｏｒｌｄ　Ｗｉｄｅ　Ｗｅｂのような、ネットワークから利用可
能であっても良く、前記ネットワークから処理ユニット若しくは又はプロセッサ又は何ら
かの適切なコンピュータにダウンロードされることができる。
【００３３】
　更に、本発明の他の例示的な実施例によれば、照明システムとの通信のためのリモコン
装置であって、制御信号を照明システムに発する送信機と、前記照明システムからの通信
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信号を検出するための受信機とを有するリモコン装置が提供される。
【００３４】
　本発明の例示的な実施例の要旨として、照明システムにおけるＬＥＤが、リモコンから
の制御信号を検出するための光センサ（アップリンク）として、並びに前記リモコンに対
する変調された光の前記放出のための（ダウンリンク）及び照明のためのソースとしての
両方において使用されていることがわかるであろう。従って、前記リモコン装置と前記照
明システム間の通信は、（前記ランプ内の）追加のセンサ又は追加の送信機を必要とする
ことなしに提供されることができる。
【００３５】
　このことによって、装置へのアップリンク及び前記装置からリモコンへのダウンリンク
を実施するために、特別な電流、従って光変調方式を使用して、前記ＬＥＤランプと前記
リモコンとの間で情報交換が実施されるマルチプライマリＬＥＤランプのための遠隔制御
の技術を提供することができる。前記リモコンからの命令の受信のために、前記ＬＥＤは
、フォトダイオード（イントリンシックフラックス（intrinsic flux）検知）として使用
される。
【００３６】
　従って、如何なる特別なセンサも、前記アップリンク及び前記ダウンリンクを実施する
のに必要とされない。前記ＬＥＤを非常に迅速な仕方において受信モードに切り換えるの
を可能にする特別な回路が、提供され得る。従って、前記通信及びスイッチング回路は、
蛍光体変換ＬＥＤ及び通常のＬＥＤのために使用されることができる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明の例示的な実施例による照明システムの構成要素の概略図である。
【図２】本発明の他の例示的な実施例による照明システムの構成要素の概略図である。
【図３】本発明の例示的な実施例による方法によるフローチャートを示している。
【発明を実施するための形態】
【００３８】
　本発明のこれらの及び他の見地は、以下記載される実施例を参照して、明らかになり、
説明されるであろう。
【００３９】
　本発明の例示的な実施例は、添付図面を参照して、以下に記載される。
【００４０】
　添付図面における図は、模式的なものである。異なる図面において、類似の又は同一の
要素には、同一の符号が付されている。
【００４１】
　図１は、照明システム１００の概略図であり、照明システム１００は、ＬＥＤ１０２、
又はＬＥＤのストリング若しくはＬＥＤのアレイ１０２、１１３、１１４、１１５を有し
ている。図１に描かれている照明システム１００は、異なる色又はＬＥＤのための複数の
チャネルを有している。以下においては、１つのチャネルのみが、記載されている。
【００４２】
　赤色発光ダイオード１０２（又は幾つかのＬＥＤのストリング）は、ドライバ回路１０
６、１０７、１０８からの切断と、例えば、トランスインピーダンス増幅器である増幅器
１０４への接続とを可能にするＴｘ／Ｒｘスイッチ１０３に接続されている。
【００４３】
　増幅器１０４の出力１１７は、増幅された光信号１１７の非常に速いサンプリングを提
供するアナログ／デジタル変換器（ＡＤＣ）１０５に接続されている。
【００４４】
　デジタル光信号１１８は、中央処理ユニット（ＣＰＵ）１０７又はデジタル信号処理ユ
ニット（ＤＳＰ）１０７に送られ、例えば、前記リモコンによって開始される色制御と、
前記リモコンの信号抽出とを可能にすることができる。
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【００４５】
　ＣＰＵ１０７は、パルスパターン生成器１０６を介して、ブライトネスと情報の伝送と
を制御している。パルスパターン生成器１０６の出力１１９は、ドライバ１０８に接続さ
れており、次いで（スイッチ１０３を介して）ＬＥＤ１０２に又はＬＥＤストリング全体
１０２、１１３、１１４、１１５に接続されている。
【００４６】
　更に、光学素子１１６がＬＥＤストリング１０２、１１３、１１４、１１５の前に配さ
れても良く、光学素子１１６は、発せられた光又は前記リモコンから発せられた信号をフ
ィルタリングする又は集束することができる。
【００４７】
　リモコン装置１０１は、制御信号１２０を前記ＬＥＤストリングに向けて送信する。光
学素子１１６の通過の後、前記ＬＥＤのうちの１つ（例えば、ＬＥＤ１０２）が、リモコ
ン１０１からの信号１２０を検出し、得られた検出信号を、伝送ライン１２１を介してス
イッチ１０３に送る。検出された前記信号は、次いで、増幅器１０４によって増幅され、
アナログ／デジタル変換器１０５によってデジタル化され、この後、ＣＰＵ１０７へ送ら
れる。
【００４８】
　他のＬＥＤ（例えばＬＥＤ１１５）は、他のスイッチ１１１と、ＬＥＤ　１１５によっ
て検出される検出信号の増幅のための他の増幅器１１０とに接続されていても良い。更に
、この第２のスイッチ１１１は、パルスパターン生成器１０６に接続されている第２の増
幅器１０９に接続されていても良い。
【００４９】
　ＬＥＤ１０２、１１３、１１４、１１５は、アップリンクのためのフォトセンサとして
、即ち装置選択、前記照明システムの活性化若しくは不活性化を実施するために、又は前
記リモコン１０１から照明システム１００までの他の制御データの伝送を実施するための
、リモコン装置１０１から照明システム１００へのチャネルのための光センサとして使用
されている。
【００５０】
　更に、変調された光（又は図２に描かれているような無線周波信号）は、ダウンリンク
、即ち前記照明システムからリモコン１０１への信号の伝送のために使用されている。
【００５１】
　従って、現在の動作条件が、ダウンリンク通信信号によってリモコン１０１に伝送され
ることができる。前記信号は、次いで、更なる照明システムのプログラミング又は制御の
ために使用されることができる。この通信信号は、静的な及び動的な色点情報を含み得る
。この文脈において、動的とは、時間に対する複雑な依存性を意味しているものと留意さ
れたい。更に、前記通信信号は、調光器又はスイッチ制御の情報を含み得る。
【００５２】
　前記通信信号は、更に、ネットワーク項目を含んでいても良く、前記ネットワーク項目
とは、例えば、幾つかのランプが設備内に存在する場合又は全てのランプが同じリモコン
によって制御されなければならない場合に便利であるランプ識別信号である。この場合、
だいたい複数である照明システムが、ランプのネットワークにグループ化されることがで
きる。
【００５３】
　更に、前記通信信号は、ローカルな動的なパターン、出席シミュレーション等のような
、ローカルの場面の開始／停止情報を含み得る。
【００５４】
　更に、前記通信は、ランプ識別番号、又はオン／オフ時間若しくは特定の時間において
好まれる色のような使用パターンを含み得る。
【００５５】
　前記照明システムは、蛍光体変換ＬＥＤ（ｐｃＬＥＤ）又はＧａＮ ＬＥＤ若しくはＡ
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【００５６】
　図２は、本発明の他の例示的な実施例による照明システムの概略図である。図２の照明
システム２００は、アンテナ２０２を持っている無線周波数モジュール２０１を有してい
る。ＲＦモジュール２０１は、リモコン装置１０１と電磁波２０３を送信及び／又は受信
する。電磁波２０３は、リモコン１０１のための前記通信信号を含み得る。
【００５７】
　図２に描かれている構成の、図１に描かれている構成に対する本質的な違いは、（前記
照明システムからリモコン１０１への）ダウンリンクが、ＲＦモジュール２０１によって
提供されることができることにある。従って、ＣＰＵ１０７がＲＦモジュール２０１に接
続されており、リモコン１０１と通信するために又は前記リモコンと照明システム１００
との間の制御局と通信するために、ＺｉｇＢｅｅ又はＷＬＡＮに基づいて通信信号を生成
する。
【００５８】
　しかしながら、前記照明システムは、ＲＦモジュール２０１とパルスパターン生成器１
０６との両方を有していても良いことに留意されたい。従って、前記通信信号は、前記Ｌ
ＥＤと前記ＲＦモジュールとの両方によって送られることができ、これにより、冗長性を
提供する。
【００５９】
　図３は、本発明による例示的な方法のフローチャートである。この方法は、発光要素に
よる光の放出に関するステップ１において開始する。次いで、ステップ２において、前記
発光要素は、スイッチング要素によって、放出モードから検出モードに切り換えられる。
ステップ３において、制御信号が、リモコン装置から送信され、前記発光要素によって検
出される。ステップ４において、検出された信号が、中央処理ユニット（ＣＰＵ）へ転送
され、解析される。次いで、前記中央処理ユニットは、パルスパターン生成器と共に、前
記発光要素のための対応する駆動信号を生成する。第４のステップにおいて、通信信号は
、前記パルス―パターン生成器と共に前記ＣＰＵによって生成され、前記発光要素によっ
て前記リモコンに向かって発される。前記通信信号は、例えば、前記発光要素の現在の動
作条件に対応しており、前記発光要素の識別番号を含んでいても良い。
【００６０】
　本発明は、一般照明の遠隔制御に、光ユニット間の通信（光学的に長距離のリンク）に
、ＬＥＤバックライトを備えるディスプレイのタッチパッドの代わりに、光学近接センサ
に、及び例えば、ライトキーのような自動車のアプリケーションに利用されることもでき
る。
【００６１】
　「有する」なる語は、他の構成要素又はステップを排除するものではなく、単数形の構
成要素は、複数のこのような構成要素を排除するものではないことに留意する必要がある
。更に、異なる実施例に関連して記載されている構成要素も、組み合わされることができ
る。
【００６２】
　また、添付請求項における符号は、前記請求項の範囲を制限するものとして解釈される
べきではないことにも注意すべきである。



(10) JP 5513892 B2 2014.6.4

【図１】 【図２】

【図３】



(11) JP 5513892 B2 2014.6.4

10

20

フロントページの続き

(72)発明者  ヴェント　マッティアス
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイテック　キャンパス　４４
(72)発明者  マルティニー　クリストフ
            オランダ国　５６５６　アーエー　アインドーフェン　ハイテック　キャンパス　４４

    審査官  田村　惠里加

(56)参考文献  特開２００６－３３２９０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３１８１４８（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２９７２９５（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開平８－２０４６５０（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００７－２０８３０９（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００２－２６８１２（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００６－３３２８４６（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００５－３０２３１１（ＪＰ，Ａ）　　　
              特開２００４－２９７４２５（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０５Ｂ　　３７／００－３９／１０　　　　
              Ｈ０４Ｂ　　　９／００　　　　
              Ｈ０１Ｌ　　３１／１２


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

