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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明領域を照明するためのＬＥＤベースの照明器具は、
　垂直に延在しているＬＥＤ支持構造と、
　前記ＬＥＤ支持構造を囲んでいる外側のハウジングであって、前記外側のハウジングの
少なくとも一部は、光出力が前記外側のハウジングの少なくとも一部を通過することを可
能にしている、外側のハウジングと、
　前記ＬＥＤ支持構造に結合されている個々に向けられているＬＥＤのアレイであって、
複数の前記ＬＥＤが前記照明領域に向けられているＬＥＤ光出力軸を有する、ＬＥＤのア
レイと、
　各々１つの前記ＬＥＤから間隔を空けてマウントされると共に、前記ＬＥＤの１つの前
記ＬＥＤ光出力軸と交差しており、前記ＬＥＤの１つの光出力分布を変えている複数の光
学部品と、
　複数の前記光学部品と前記外側のハウジングとの間に配されている少なくとも１つの垂
直に延在している半透明の内側レンズであって、前記複数のＬＥＤの前記ＬＥＤ光出力軸
を垂直ではない角度で横切っている前記内側レンズと、
を有するＬＥＤベースの照明器具。
【請求項２】
　前記垂直に延在しているＬＥＤ支持構造が、複数の垂直に延在しているＬＥＤ支持スト
リップを有している、請求項１に記載のＬＥＤベースの照明器具。
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【請求項３】
　前記垂直に延在しているＬＥＤ支持ストリップの各々が、前記照明領域に概ね面してい
る複数のオフセット取付表面を含んでいる、請求項２に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの垂直に延在している内側レンズが、複数の垂直に延在しているレ
ンズ薄板を有する、請求項１に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項５】
　個々に配されたＬＥＤのアレイが、前記ＬＥＤの複数の垂直に延在している列を含んで
いる、請求項４に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項６】
　前記レンズ薄板の少なくとも１つは、前記外側のハウジングと１つの垂直に延在してい
る列のみとの間に配されている、請求項５に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの垂直に延在している内側レンズが、前記ＬＥＤを囲んでいる実質
的に円筒形のレンズを有する、請求項１に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項８】
　複数の前記光学部品が、前記ＬＥＤの１つを囲んでいる中間区域によって、各々囲まれ
ている、請求項１に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項９】
　複数の前記光学部品が、前記中間区域の一部と前記中間区域に結合されている上部の一
部との間に各々挟まれている、請求項８に記載のＬＥＤベースの照明器具。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの垂直に延在している半透明の内側レンズが、前記複数のＬＥＤの
前記ＬＥＤ光出力軸を１０度乃至４５度の間の角度で横切っている、請求項１に記載の照
明器具。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの垂直に延在している半透明の内側レンズが、前記ＬＥＤの各々の
前記ＬＥＤ光出力軸を１０度乃至４５度の間の角度で横切っている、請求項１に記載の照
明器具。
【請求項１２】
　前記垂直に延在している内側レンズ薄板の第１の内側レンズ薄板が、第１の所定の構成
を持ち、前記垂直に延在している内側レンズ薄板の第２の内側レンズ薄板が、前記第１の
所定の構成とは異なる第２の所定の構成を持つ、請求項４に記載の照明器具。
【請求項１３】
　前記第１の内側レンズ薄板が、前記第２の内側レンズ薄板とは異なる色である、請求項
１２に記載の照明器具。
【請求項１４】
　前記垂直に延在している内側レンズ薄板の第１の内側レンズ薄板が、第１の所定の構成
を持ち、前記垂直に延在している内側レンズ薄板の第２の内側レンズ薄板が、前記第１の
所定の構成とは異なる第２の所定の構成を持つ、請求項６に記載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、一般に、ソリッドステート光源を使用している低グレア照明ユニットを目的
としている。更に詳細には、本願明細書において開示される様々な本発明の方法及び装置
は、選択された照明領域を照明する照明器具内に取り付けられることが可能である低グレ
アＬＥＤベースの照明ユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　デジタル照明技術、即ち発光ダイオード（ＬＥＤ）のような半導体光源に基づく照明は
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、従来の蛍光、ＨＩＤ及び白熱ランプに対する将来的な代替を提供している。ＬＥＤの機
能的に有利な点及び利点は、より高いエネルギ変換及び光学効率、耐久性、より低い動作
費用及びその他多くの事を含む。ＬＥＤ技術の最近の進歩は、多くのアプリケーションに
おける様々な照明効果を可能にする効率的で堅牢なフルスペクトル照明源を提供している
。これらの源のフィーチャを実施している器具のいくつかは、異なる色（例えば、赤・緑
・青）を生成することができる１つ以上のＬＥＤを含む照明ユニットと、様々な色及び色
が変化する照明効果とを生成するために前記ＬＥＤの出力を独立に制御するプロセッサと
を特徴とする。
【０００３】
　ＬＥＤの有利な点及び利点の１つ以上を得るためにＬＥＤを実施化する多くの照明器具
が、設計されている。例えば、下駄箱型（shoe-box type）ハウジング内の複数のＬＥＤ
を囲う幾つかの屋外ＬＥＤ街路照明器具であって、前記ＬＥＤが一般に水平に平らな構成
にあると共に一般に所望の照明領域に向けられている、照明器具が、設計されている。こ
のような照明器具は、より高い光出力効率を提供することができる一方で、これらは、更
に、当該照明領域の近くを進行し得る人（例えば、車内の人、歩行者、二輪車に乗車して
いる人）に知覚される大量のグレアも生成する。前記グレアは、人にとって、非審美的な
もの、不快にさせるもの、及び／又は危険なものでさえあり得る。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　ＬＥＤの全てを所望の照明領域から離れて配し前記ＬＥＤからの光出力を前記所望の照
明領域に向けて再指向することによって、前記ＬＥＤからのグレアを直すことを試みてい
る幾つかのＬＥＤ街路照明器具が、設計されている。この再指向は、例えば、単一のＬＥ
Ｄの上方に固定されていると共に近接している再指向光学レンズ及び／又は１つ以上の再
指向リフレクタの使用により行なわれる。このような照明器具は、グレアの量を低減する
ことを助け得る一方で、前記グレアを十分に低減することができないこともある及び／ま
た１つ以上の光出力の反射によって、前記照明器具の光出力効率を低下させ得る。更に、
このような照明器具は、当該照明器具内のリフレクタ及び／又は光学レンズが、所望の光
出力を達成するように詳細に設計されることを必要とし得て、これにより各光出力に対し
て別個のリフレクタ及び／又は光学レンズを必要とする。
【０００５】
　従って、個々に向けられたＬＥＤと複数の前記ＬＥＤに隣接して設けられていると共に
複数の前記ＬＥＤのＬＥＤ光出力軸と交差している少なくとも１つの半透明の内側レンズ
との垂直に延在しているアレイを有する低グレアＬＥＤベースの照明ユニットであって、
これにより前記ＬＥＤベースの照明ユニットから発される知覚されるグレアを減少するＬ
ＥＤベースの照明ユニットのための技術に対する必要性が、存在している。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本開示は、低グレアＬＥＤベースの照明ユニットのための発明の方法及び装置を目的と
しており、更に詳細には、垂直に延在している個々に向けられているＬＥＤと複数の前記
ＬＥＤに隣接して設けられている少なくとも１つの半透明の内側レンズとを有する低グレ
アＬＥＤベースの照明ユニットを目的としている。例えば、前記低グレアＬＥＤベースの
照明ユニットは、垂直に延在しているＬＥＤ支持構造及び前記ＬＥＤ支持構造に結合され
ているＬＥＤのアレイを有することができる。そして、複数の前記ＬＥＤが所望の照明領
域に向かって効率的に個々に向けられている。少なくとも１つの半透明の内側レンズは、
複数の前記ＬＥＤに隣接して設けられることが可能であると共に、複数の前記ＬＥＤの前
記ＬＥＤ光出力軸と交差することができ、これにより前記照明ユニットから発される知覚
されるグレアを低減する。前記少なくとも１つの半透明の内側レンズは、オプションとし
て、複数の前記ＬＥＤに近接している少なくとも１つの垂直に延在している内側レンズの
薄板及び／又は複数の前記ＬＥＤを囲んでいる概ね円筒形の内側レンズを有し得る。オプ
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ションとして、前記ＬＥＤベースの照明ユニットは、照明領域を照明するポストトップ（
post-top）街路照明器具の外側のハウジング内に取り付けられることもできる。前記ＬＥ
Ｄベースの照明ユニットは、例えば、例えば、アメリカ照明学会（Illuminating Enginee
ring Society (IES)）におけるタイプI、II、III、IV及びＶの光出力のような、所望の光
出力を生成するために構成されることができる。
【０００７】
　一般に、一つの見地において、照明領域を照明するＬＥＤベースの照明器具は、垂直に
延在しているＬＥＤ支持構造と前記ＬＥＤ支持構造に結合されているＬＥＤのアレイとを
有する。複数の前記ＬＥＤは、前記照明領域に向けられているＬＥＤ光出力軸を有する。
前記ＬＥＤベースの照明器具は、更に、前記ＬＥＤ支持構造を囲む外側のハウジングを有
する。前記外側のハウジングの少なくとも一部は、前記ハウジングを通る光出力の通路を
可能にしている。前記ＬＥＤベースの照明器具は、更に、各々実質的に単一の前記ＬＥＤ
に近接していると共に前記単一のＬＥＤのＬＥＤ光出力軸に交差している複数の光学部品
を有する。前記ＬＥＤベースの照明器具は、更に、複数の前記光学部品と前記外側のハウ
ジングとの間に挿入される少なくとも１つの垂直に延在している半透明の内側レンズを有
する。前記内側レンズは、複数の前記ＬＥＤのＬＥＤ光出力軸と交差する。
【０００８】
　幾つかの実施例において、垂直に延在している前記ＬＥＤ支持構造は、複数の垂直に延
在しているＬＥＤ支持ストリップを含んでいる。これらの実施例の幾つかの変形において
、前記垂直に延在しているＬＥＤ支持ストリップの各々は、前記照明領域に概ね面してい
る複数の取付表面を含んでいる。
【０００９】
　幾つかの実施例において、前記少なくとも１つの垂直に延在している内側レンズは、複
数の垂直に延在しているレンズ薄板を含んでいる。これらの実施例の幾つかの変形におい
て、個々に位置決めされたＬＥＤの前記アレイは、垂直に延在しているＬＥＤの複数の列
を含む。これらの実施例の幾つかの変形において、前記レンズ薄板のうちの少なくとも１
つは、垂直に延在している列の１つと前記外側のハウジングとの間に配される。前記少な
くとも１つの垂直に延在している内側レンズは、前記ＬＥＤを囲んでいる実質的に円筒形
のレンズを含むことができる。
【００１０】
　幾つかの実施例において、複数の前記光学部品は、前記ＬＥＤの１つを囲んでいる中間
区域によって、各々囲まれている。これらの実施例の幾つかの変形において、複数の前記
光学部品は、前記中間区域の一部と、前記中間区域に結合されている上部の一部との間に
各々挟まれている。オプションとして、前記上部は、前記中間区域にねじ結合されること
ができる。
【００１１】
　一般に、別の見地において、照明領域を照明するポストトップの街路照明器具の外側ハ
ウジング内に取付可能なＬＥＤベースの照明ユニットが、提供される。前記ＬＥＤベース
の照明ユニットは、垂直に延在しているＬＥＤ支持構造と、前記ＬＥＤ支持構造に結合さ
れている個々に配されているＬＥＤのアレイと、複数の垂直に延在している半透明の内側
レンズ薄板とを有している。前記ＬＥＤの大部分は、前記照明領域に向けられているＬＥ
Ｄ光出力軸を有する。複数の前記内側レンズ薄板の各々は、複数の前記ＬＥＤに概ね近接
していると共に、複数の前記ＬＥＤの前記ＬＥＤ光出力軸と交差している。
【００１２】
　幾つかの実施例において、前記垂直に延在しているＬＥＤ支持構造は、複数の垂直に延
在しているＬＥＤ支持ストリップを有する。これらの実施例の幾つかの変形において、個
々に配されたＬＥＤの前記アレイは、ＬＥＤの複数の垂直に延在している列を含む。これ
らの実施例の幾つかの変形において、前記内側レンズ薄板の少なくとも１つは、前記垂直
に延在している列の１つのみに属している前記ＬＥＤからの前記ＬＥＤ光出力軸と交差し
ている。
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【００１３】
　幾つかの実施例において、前記垂直に延在している内側レンズ薄板の第１の内側レンズ
薄板は、第１の所定の構成を有し、前記垂直に延在している内側レンズ薄板の第２の内側
レンズ薄板は、前記第１の所定の構成とは別個の第２の所定の構成を有する。これらの実
施例の幾つかの変形において、前記第１の内側レンズ薄板は、前記第２の内側レンズ薄板
とは異なる色である。これらの実施例の幾つかの変形において、前記第１の内側レンズ薄
板は、前記第２の内側レンズ薄板とは異なる光経路変更の特性を有する。
【００１４】
　一般に、別の見地においては、照明領域を照明するポストトップ街路照明器具の外側ハ
ウジング内に取付可能なＬＥＤベースの照明ユニットが、提供される。前記ＬＥＤベース
の照明ユニットは、垂直に延在しているＬＥＤ支持構造と、前記ＬＥＤ支持構造に結合さ
れた個々に向けられたＬＥＤノードのアレイと、前記ＬＥＤノードを囲んでいる半透明の
実質的に円筒形の内側レンズとを有している。前記ＬＥＤノードの各々は、光出力軸Ａを
有する密封して囲われたＬＥＤを有する。大部分の前記ＬＥＤは、前記照明領域に向けら
れている光出力軸を有する。前記内側レンズは、前記ＬＥＤの大部品は、前記ＬＥＤ光出
力軸と交差する。
【００１５】
　幾つかの実施例において、複数の前記ＬＥＤノードは、各々、前記ＬＥＤの１つを囲ん
でいる中間区域と、前記中間区域に取り外し可能に結合されている上部とを有する。これ
らの実施例の幾つかの変形において、複数の前記ＬＥＤノードは各々光学部品を有し、前
記光学部品のフランジが、前記中間区域の一部と前記上部の一部との間に挟まれている。
【００１６】
　本開示のために本明細書で使用しているように、「ＬＥＤ」なる語は、何らかの電子発
光ダイオード、又は電気信号に応答して放射を生成することができる他の種類の担体注入
／接合部ベースのシステムを含むものとして理解されるべきである。従って、「ＬＥＤ」
なる語は、これらに限定されるものではないが、電流に応答して光を発する様々な半導体
ベースの構造、発光ポリマー、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）及びエレクトロルミネセ
ンスストリップ等を含むものである。特に、「ＬＥＤ」なる語は、赤外スペクトル、紫外
線スペクトル及び可視スペクトル（一般に、およそ４００ナノメートルからおよそ７００
ナノメートルまでの放射波長を含む）の様々な部分の１つ以上における放射を生成できる
全ての種類の発光ダイオード（半導体及び有機発光ダイオードを含む）を参照している。
ＬＥＤの幾つかの例としては、これらに限定されるものではないが、赤外線ＬＥＤ、紫外
ＬＥＤ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、琥珀ＬＥＤ、オレンジＬＥ
Ｄ及び白色のＬＥＤ（以下で更に議論される）の様々な種類を含んでいる。
【００１７】
　ＬＥＤは、所与のスペクトル（例えば、狭帯域幅、広帯域幅）のための様々な帯域幅（
例えば、半値全幅、即ちＦＷＨＭ）と、所与の一般的な色分類の範囲内の様々な優性の波
長とを有する放射を生成するように構成される及び／又は制御されることができることも
理解されたい。
【００１８】
　例えば、本質的に白色の光を生成するために構成されたＬＥＤ（例えば、白色ＬＥＤ）
の１つの実施化は、組み合わさって本質的に白色の光を形成するように混合するそれぞれ
異なるスペクトルのエレクトロルミネセンスを発する複数のダイを含むことができる。他
の実施化において、白色光ＬＥＤは、第１のスペクトルを有するエレクトロルミネセンス
を異なる第２のスペクトルに変換する蛍光体材料に関連付けられることができる。この実
施化の１つにおいて、比較的短い波長及び狭帯域幅スペクトルを有するエレクトロルミネ
センスは前記蛍光体材料を「励起」させ、前記蛍光体材料は、幾らか広いスペクトルを有
する長い波長放射を放射する。
【００１９】
　「ＬＥＤ」なる語は、ＬＥＤの物理的及び／又は電気的なパッケージの種類を制限する
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ものではないと理解されたい。例えば、上述のように、ＬＥＤとは、それぞれ、異なるス
ペクトルの放射（例えば、個々に制御可能なものであっても良く、個々に制御可能なもの
でなくても良い）を発するように構成されている複数のダイを有する単一の発光装置を参
照し得る。更に、ＬＥＤは、前記ＬＥＤ（例えば、白色のＬＥＤの幾つかの種類）の一体
部分として考慮される蛍光体に関連付けられることが可能である。一般に、ＬＥＤなる語
は、パッケージ化されたＬＥＤ、パッケージ化されていないＬＥＤ、表面実装ＬＥＤ、チ
ップオンボードＬＥＤ、Ｔパッケージ実装ＬＥＤ、放射状パッケージＬＥＤ、パワーパッ
ケージＬＥＤ、幾つかの種類の容器及び／又は光学要素（例えば、拡散レンズ）を含むＬ
ＥＤ等を参照している。
【００２０】
　「光源」なる語は、これらに限定されるものではないが、ＬＥＤベースの光源（上述で
規定される１つ以上のＬＥＤ）、白熱光源（例えば、フィラメントランプ、ハロゲンラン
プ）、蛍光光源、リン光光源、高輝度放電光源（例えば、ナトリウム蒸気、水銀蒸気及び
メタルハライドランプ）、レーザ、他の種類のエレクトロルミネッセンス光源、ピロルミ
ネセンス光源（例えば、炎光）、キャンドルルミネセンス光源（例えば、ガスマントル、
炭素アーク放射線源）、フォトルミネセンス光源（例えば、ガス放電光源）、電子回路飽
和を使用しているカソードルミネセンス光源、ガルバーニ電気ルミネセンス（galvano-lu
minescent）光源、結晶ルミネセンス光源、キネルミネセンス（kine-luminescent）光源
、サーモルミネセンス光源、摩擦ルミネセンス光源、ソノルミネセンス光源、ラジオルミ
ネセンス光源及びルミネセンスポリマーを含む様々な放射線源の何れか１つ以上を参照し
ているものと理解されるべきである。
【００２１】
　所与の光源は、可視スペクトル、可視スペクトルの外側又は両方の組み合わせの範囲内
の電磁放射を生成するように構成されることができる。従って、「光」及び「生成」なる
語は、本明細書において交換可能に使用されている。更に、光源は、肝要な構成要素とし
て１つ以上のフィルタ（例えば、色フィルタ）、レンズ又は他の光学構成要素を含み得る
。更に、光源は、これらに限定されるわけではないが、指示器、ディスプレイ及び／又は
照明を含む様々なアプリケーションのために構成されることができるものと理解されたい
。「照明源」とは、内部又は外側の空間を効果的に照明するために十分な輝度を有する放
射を生成するように特に構成されている光源である。この文脈において、「十分な輝度」
とは、アンビエント照明（即ち、全体的にあるいは部分的に知覚される前に、例えば、様
々な介在表面の１つ以上において反射され得る光及び間接的に知覚されることができる光
）を提供するために、前記空間又は環境において、生成される可視スペクトル内の十分な
放射出力を参照している（「ルーメン」なる単位が、しばしば、放射出力又は「光束」の
観点において、全ての方向において、光源からの全光出力を表現するのに使用されている
）。
【００２２】
　「照明器具」なる語は、本願明細書において、特定の形成因子、アセンブリ又はパッケ
ージ内の１つ以上の照明ユニットの実施化又は配置の実施化を参照するのに使用されてい
る。「照明ユニット」なる語は、本願明細書において、同じ又は異なる種類の１つ以上の
光源を含む装置を参照するのに使用されている。所与の照明ユニットは、光源、筐体／ハ
ウジング配置及び形状、並びに／又は電気及び機械的な接続構成のための様々な取付の配
置の何らか１つを有することができる。更に、所与の照明ユニットは、オプションとして
、前記光源の動作に関連する様々な他の構成要素（例えば、制御回路）に関連付けられる
（例えば、含む、結合される及び／又はパッケージ化される）ことが可能である。「ＬＥ
Ｄベースの照明ユニット」とは、上述したような１つ以上のＬＥＤベースの光源を、単独
で又は他の非ＬＥＤベースの光源との組み合わせにおいて、含んでいる照明ユニットを参
照している。「マルチチャネル照明ユニット」とは、異なるスペクトルの放射をそれぞれ
生成するように構成される少なくとも２つの光源を含んでいるＬＥＤベース又は非ＬＥＤ
ベースの照明ユニットを参照しており、各異なる光源スペクトルは、前記マルチチャネル
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照明ユニットの「チャネル」として参照されることができる。
【００２３】
　「コントローラ」なる語は、本願明細書において、一般に、１つ以上の光源の動作に関
する様々な装置を記載するのに使用されている。コントローラは、本願明細書に記載され
ている様々な機能を実行するために、多数の仕方において、（例えば、専用ハードウエア
によって）実施化されることができる。「プロセッサ」とは、本願明細書に記載されてい
る様々な機能を実行するためにソフトウェア（例えば、マイクロコード）を使用してプロ
グラミングされることができる１つ以上のマイクロプロセッサを使用するコントローラの
一例である。コントローラは、プロセッサの使用の有無にかかわらず実施化されることが
でき、幾つかの機能を実行するための専用ハードウエアと、他の機能を実行するためのプ
ロセッサ（例えば、１つ以上のプログラムされたマイクロプロセッサ及び関連する回路）
の組み合わせとして実施化されることができる。本開示の様々な実施例において、使用さ
れることができるコントローラ構成要素の例は、これらに制限されるわけではないが、従
来のマイクロプロセッサ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）及びフィールドプログラマ
ブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）が含まれる。
【００２４】
　様々な実施化において、プロセッサ又はコントローラは、１つ以上の記憶装置媒体に関
連付けられることができる（記憶装置媒体とは、一般的に本願明細書において、「メモリ
」と参照され、例えば、ＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰＲＯＭ及びＥＥＰＲＯＭのような、揮発
性及び不揮発性コンピュータメモリ、フロッピー（登録商標）ディスク、コンパクトディ
スク（登録商標）、光学ディスク、磁気テープ等）である。）。幾つかの実施化において
、前記記憶装置媒体は、１つ以上のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実行された場
合に、本願明細書に記載されている機能の少なくとも一部を実施する１つ以上のプログラ
ムによって、符号化されることができる。様々な記憶装置媒体は、プロセッサ又はコント
ローラ内に固定されることができる又は持ち運び可能なものであり、この結果、前記記憶
装置媒体上に記憶される当該１つ以上のプログラムは、本願明細書に記載されている本発
明の様々な見地を実施化するようにプロセッサ又はコントローラ内に読み出されることが
できる。「プログラム」又は「コンピュータプログラム」なる語は、本願明細書において
、１つ以上のプロセッサ又はコントローラをプログラムするのに使用されることができる
コンピュータコード（例えば、ソフトウェア又はマイクロコード）の何らかの種類を参照
する一般的な意味において使用されている。
【００２５】
　「垂直に延在している」なる語は、本願明細書において、照明器具の最下点に対して０
乃至４５°の角度において延在する構造の実施化又は配置を参照するのに使用されている
。前記垂直に延在している構造は、水平方向である又は水平と垂直との間の角度にある１
つ以上のセグメントを含み得るが、前記構造は、全体として、照明器具の最下点に対して
０乃至４５°の角度において延在する。
【００２６】
　前述の概念及び後で更に詳細に述べられる付加的な概念（但し、このような概念は、相
互に矛盾していない）の全ての組み合わせが、本願明細書において開示される本発明の内
容の一部であるとして熟考されることを理解されたい。特に、この開示の終わりにある請
求項に記載の内容の全ての組み合わせは、本願明細書において開示されている発明の内容
の一部であるとして考えられる。参照として組み込まれる如何なる開示に記載されている
こともある本願明細書において明示的に使用されている用語は、本願明細書において開示
されている特定の概念と最も整合している意味を与えられなければならないことを理解さ
れたい。
【００２７】
　添付図面において、類似の符号は、一般に、異なる図の全体にわたって同じ部分を参照
している。更に、これらの図面は、必ずしも縮尺ではなく、その代わりに、本発明の原理
を例示するために強調が全体的になされている。
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【図面の簡単な説明】
【００２８】
【図１】この内部に組み込まれた低グレアＬＥＤベースの照明の第１実施例を有するポス
トトップ照明器具を示している。
【図２】図１のポストトップの照明器具の球体が取り外された、図１のポストトップの照
明器具及びＬＥＤベースの照明ユニットを示している。
【図３】低グレアＬＥＤベースの照明ユニットの第２実施例を示している。
【図４】低グレアＬＥＤベースの照明ユニットの第３実施例を示している。
【図５】低グレアＬＥＤベースの照明ユニットの第１実施例のＬＥＤノードの側面図を示
している。
【図６】図５のＬＥＤノードの上面図を示している。
【図７】図５の切断線７―７に沿った図５のＬＥＤノードの側断面図を示している。
【図８】この内部に組み込まれたＬＥＤベースの照明ユニット第４の実施例を有するポス
トトップ照明器具を示している。
【発明を実施するための形態】
【００２９】
　ＬＥＤ光源を実施化する様々な照明器具が、設計されている。ＬＥＤ光源は、多くの既
知の利点を有するが、しばしば、ＬＥＤの一般的な「点光源」の性質のために大量のグレ
アを生成する。前記ＬＥＤの全てを前記所望の照明領域から離して配することにより、並
びに１つ以上の再指向光学レンズ及び／又はリフレクタを利用して前記ＬＥＤからの光出
力を所望の照明領域に向かって再指向することによって、ＬＥＤからのグレアを直すこと
を試みている幾つかのＬＥＤベースの街路照明器具が、設計されている。このような照明
器具は、グレアの量を低減するのを助ける得る一方で、これらは、グレアを十分に低減さ
せ得る、前記照明器具の効率を低下させ得る、並びに／又は、各々別個の光出力のための
別個のリフレクタ及び／若しくは光学レンズを必要とし得る。従って、本出願人は、垂直
に延在している個々に向けられている複数のＬＥＤと、複数の前記ＬＥＤに隣接して設け
られている少なくとも１つの半透明の内側レンズとを有する低グレアＬＥＤベースの照明
ユニットを有することが有益であろうと認識して評価した。例えば、前記低グレアＬＥＤ
ベースの照明ユニットは、垂直に延在しているＬＥＤ支持構造と前記支持構造に結合され
ているＬＥＤのアレイを有することができ、複数の前記ＬＥＤは、所望の照明領域に個々
に向けられている。少なくとも１つの半透明の内側レンズは、複数の前記ＬＥＤに隣接し
て設けられることができ、複数の前記ＬＥＤの前記ＬＥＤ光出力軸と交差することができ
、これにより前記ＬＥＤベースの照明ユニットから発される知覚されるグレアを低減する
。
【００３０】
　更に一般的には、本出願人は、ソリッドステート光源と少なくとも１つの内側レンズと
を使用すると共に、選択された照明領域を照明するために照明器具に取り付けられること
が可能である低グレアＬＥＤベースの照明ユニットを持つことが有益であると認識し評価
した。
【００３１】
　以下の詳細な記載において、限定的にではなく説明及び限定のために、具体的な詳細を
開示している代表的な実施例が、本発明の完全な理解を提供するため開示されている。し
かしながら、本開示の利益を得る当業者にとって、本願明細書において開示される具体的
な詳細から離れる本教示による他の実施例も添付の請求項の範囲内にあることは、明らか
であろう。更に、よく知られている装置及び方法に関する記載は、代表的な実施例を不明
瞭でないように記載するために省略され得る。このような方法及び装置は、明らかに、添
付の請求項に記載の本発明の範囲内にある。例えば、本願明細書において開示される取り
組みの様々な実施例は、屋外のポストトップの照明器具内に取付可能であると共に、前記
ポストトップの照明器具の取付場所に基づいた所定の光出力特性を提供するように構成さ
れている低グレアＬＥＤベースの照明ユニットに特に適している。従って、説明の便宜上
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、添付の請求項に記載の本発明は、このようなポストトップの照明器具に関して記載され
る。しかしながら、この取り組みの他の構成及びアプリケーションは、添付の請求項に記
載の本発明の範囲又は精神から逸脱することなく考えられる。
【００３２】
　図１及び図２を参照して、低グレアＬＥＤベースの照明ユニット１１０の第１実施例は
、ポストトップの照明器具１００内に取り付けられてポストトップの照明器具１００の一
部を形成している状態で示されている。ポストチップの照明器具１００は、ベース１０１
を含んでいる。ベース１０１は、オプションとして、前記地面又は他の表面から延在して
いる支持ポール上に取り付けられることが可能である。ベース１０１は、少なくとも１つ
のＬＥＤドライバを囲んでいるＬＥＤドライバカバー１０７を支持している。ＬＥＤドラ
イバカバー１０７は、オプションとして、ベース１０１に取り外し可能に結合されること
ができる。ベース１０１は、ベース１０１に結合されている図１に示されているように、
ドングリ型の球体１０３を支持している。球体１０３は、ＬＥＤベースの照明ユニット１
１０をより明確に示すために、図２には示されていない。球体１０３は、オプションとし
て、ベース１０１によって実質的に封止可能に保持され、外部環境から実質的に封止され
ているチャンバを形成する。球体１０３は、オプションとして所与の光分布パターンを達
成するのを助けるように構成されることができ、例えば、特定のアプリケーションに関し
て望まれている場合、屈折表面、プリズム表面及び／又はこれに隣接している非対称のリ
フレクタを備えていても良い。球体１０３は、完全に又は部分的に、透明及び／又は半透
明でありえる。この示された実施例において、球体１０３は、外側のハウジングと照明器
具１００の光出力開口とを規定する。球体１０３は、一体的に形成された装飾的なトップ
部１０５を有している。幾つかの実施例において、トップ部１０５は、オプションとして
、球体１０３から分離可能であり、及び／又はオプションとして不透明であり得る。
【００３３】
　ポストトップの照明器具１００が、説明の便宜上、示されているが、本記述から明らか
にされるように、ＬＥＤベースの照明ユニット１１０は、これらに限定されるわけではな
いが、他のポストトップの照明器具を含む様々な他の照明器具により使用され得ることが
できる、又は前記他の照明器具と一緒に使用されるように適応化されることができる。例
えば、ＬＥＤベースの照明ユニット１１０は、多様なベース、球体及び／又はＬＥＤドラ
イバカバーを有している他のポストトップの照明器具及び／又は上部構成によって使用さ
れる、又はこれらとともに使用するために適応化されることができる。例えば、球体１０
３は、不透明な構造によって、互いから分離される複数の光出力開口を有することができ
、前記光出力開口は、これらの上に設けられている外側の半透明のレンズを各々オプショ
ンとして有し得る。更に、ＬＥＤベースの照明ユニット１１０は、これらに限定されるも
のではないが、既存のポストトップの照明器具を含む様々な照明器具をレトロフィットす
るのに使用されることができる。
【００３４】
　球体１０３は、ＬＥＤベースの照明ユニット１１０を囲んでいる。ＬＥＤベースの照明
ユニット１１０は、垂直に延在しているＬＥＤ支持構造１２０を有する。ＬＥＤ支持構造
１２０は、互いに対して概ね半円の配向において配されている４つの垂直に延在している
ＬＥＤ支持ストリップ１２２Ａ－Ｄを含んでいる。ＬＥＤ支持ストリップ１２２Ａ－Ｄの
各々は、ＬＥＤドライバカバー１０７に結合されており、ここから垂直に上方へ延在して
いる。幾つかの実施例において、ＬＥＤドライバのカバー１０７は、各々、個々のＬＥＤ
支持ストリップ１２２Ａ－ＤがＬＥＤドライバカバー１０７に取付けられることを可能に
する所定の取付領域を有し得る。所望の量の支持ストリップ１２２Ａ－Ｄは、所望の光出
力を達成するのに適切であるように支持ストリップ１２２Ａ－Ｄを配するための取付領域
内の選択されたものに取付けられることができる。ＬＥＤ支持ストリップ１２２Ａ－Ｄの
各々は、上方への垂直方向に対しておよそ１０°乃至４５°の角度において、照明領域に
向かって概ね下方へ向けられている６つのＬＥＤ取付表面１２４を有する。代替的な実施
例において、１つ以上の取付表面１２４が、特定の光分布要求のために望まれるように図
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２に示されているもの以外の代替的な配向（例えば、ピッチ、偏揺及び／又はロール）に
おけるように製造されることもできる。
【００３５】
　取付表面１２４の各々は、取付表面１２４に結合されているＬＥＤノード１３０を有す
る。簡単に図７を参照して、ＬＥＤノード１３０の各々は、ＬＥＤ光出力軸Ａを有するＬ
ＥＤ１３３を有する。ＬＥＤ光出力軸Ａは、ＬＥＤ１３３の発光部分から出ている軸であ
り、一般に、ＬＥＤ１３３の観察角の中心に対応している。例えば、平坦面に取り付けら
れランバート光分布を有するＬＥＤの場合、前記ＬＥＤの光出力軸は、前記平坦面に対し
て実質的に垂直となる。示される実施例において、各ＬＥＤノード１３０は、自身のＬＥ
Ｄ光出力軸Ａが対応する取付表面１２４に対して実質的に垂直となり前記照明領域に向か
って向けられるように、対応する取付表面１２４に結合される。代替的な実施例において
、１つ以上のＬＥＤノード１３０は、自身のＬＥＤ光出力軸Ａが対応する取付表面１２４
に対して垂直ではないように、対応する取付表面に結合されることができる。従って、各
ＬＥＤノード１３０は、各取付表面１２４の配向によって、及び／又は取付表面１２４に
ＬＥＤノード１３０を結合する場合に取付表面１２４に対してＬＥＤノード１３０を適切
に配向させることによって、個々に向けられることができる。
【００３６】
　示されているＬＥＤ支持構造１２０は、ＩＥＳフルカットオフ・タイプＩＩＩ分布のた
めに構成されている。ＬＥＤベースの照明ユニット１１０の代替的な実施例において、Ｌ
ＥＤ支持構造１２０は、１つ以上の観点において、変化されることができる。例えば、代
替的な実施例において、より多くのＬＥＤ支持ストリップ１２２Ａ－Ｄ及び対応するＬＥ
Ｄノード１３０が、代替的な光分布パターンを達成するために提供されることができる。
付加的なＬＥＤ支持ストリップは、例えば、ＬＥＤ支持ストリップ１２２Ａ－Ｄに対して
連続的な半円又は完全な円形状に配されることができる。更に、例えば、代替的な実施例
において、垂直に配向された支持ストリップ１２２Ａ－Ｄは、例えば、複数の熱フィン及
び／又はこれらに結合される１つ以上の熱パイプのような、熱放散構造を含むことができ
る。更に、例えば、代替的な実施例において、ＬＥＤ支持構造１２０は、互いから垂直に
オフセットされている複数の水平に配向された支持ストリップを有することができる。更
に、例えば、代替的な実施例において、ＬＥＤ支持構造１２０は、例えば、図８に示され
ている支持構造４２０のような、複数の取付表面を有している１つの一体的に形成されて
いる垂直に延在しているシートメタルフレームを有することができる。
【００３７】
　垂直に延在している半透明の円筒形の内側レンズ１５０は、ＬＥＤ支持構造１２０及び
ＬＥＤノード１３０を囲んでいる。内側レンズ１５０は、ベース１０１に隣接している内
側レンズ第１端部１５１と、上方の殆どのＬＥＤノード１３０の垂直に上方に位置されて
いる内側レンズ第２端部１５２とを有する。内側レンズ１５０は、ＬＥＤノード１３０か
ら離間され、ポストトップの照明器具１００の球体１０３によって囲まれる。内側レンズ
１５０は、ＬＥＤノード１３０からのユーザに可視的なグレアの量を低減する。図１及び
図２において、内側レンズ１５０は、実質的に透明であるとして示されている。代替的な
実施例において、内側レンズ１５０は、半透明であり得る。幾つかの実施例において、内
側レンズ１５０は、ＬＥＤノード１３０からの知覚されるグレアの量を低減するための１
つ以上の粗い表面を備えることができる。例えば、内側レンズ１５０は、プリズム表面を
備えていても良い。幾つかの実施例において、内側レンズ１５０は、ＬＥＤノード１３０
により発される光の知覚される色を変化させるように有色であっても良い。代替的な実施
例において、内側レンズ１５０は、例えば、長方形、三角形又は実質的に円筒形の多角形
のような、多角形であり得る。
【００３８】
　例えば、光出力効率及び知覚されるグレアのような、設計の考慮点は、本開示の利益を
得る当業者が、所望の特性を有する光出力を達成するために内側レンズ１５０の１つ以上
の特性を選択的に変化させることを可能にする。
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【００３９】
　図３を参照して、低グレアＬＥＤベースの照明ユニット２１０の第２実施例が、示され
る。ＬＥＤベースの照明ユニット２１０は、これらに限定されるわけではないが、他のポ
ストトップの照明器具を含む様々な他の照明器具により使用されることができる、又は前
記他の照明器具と一緒に使用されるように適応化されることができる。ＬＥＤベースの照
明ユニット２１０は、垂直に延在しているＬＥＤ支持構造２２０を有する。ＬＥＤ支持構
造２２０は、互いに対して概ね半円の配向において配されている４つの垂直に延在してい
るＬＥＤ支持ストリップ２２２Ａ－Ｄを含んでいる。ＬＥＤ支持ストリップ２２２Ａ－Ｄ
の各々は、照明器具内の構造に結合され、前記照明器具内で垂直に延在することができる
。例えば、幾つかの実施例において、ＬＥＤ支持ストリップ２２２Ａ－Ｄは、図１及び図
２のＬＥＤドライバカバー１０７に結合されることができる。ＬＥＤ支持ストリップ２２
２Ａ－Ｄの各々は、照明領域に向かって、上方への垂直方向に対して概ね下方へおよそ１
０°乃至４５°の角度で向けられている６つのＬＥＤ取付表面２２４を有する。代替的な
実施例において、１つ以上の取付表面２２４は、特定の光分布要求のために望まれている
図３に示されているもの以外の代替的な配向（例えば、ピッチ、偏揺及び／又はロール）
におけるものであるように製造されることもできる。
【００４０】
　取付表面２２４の各々は、ＬＥＤノード１３０のＬＥＤ光出力軸Ａが対応する取付表面
２２４に対して実質的に垂直であり前記照明領域に向かって向けられるように、取付表面
１２４に結合されているＬＥＤノード２３０を有する。代替的な実施例において、１つ以
上のＬＥＤノード２３０は、ＬＥＤノード１３０のＬＥＤ光出力軸Ａが対応する取付表面
２２４に対して垂直でないように、前記対応する取付表面に結合されることができる。Ｌ
ＥＤ支持構造２２０は、ＩＥＳフルカットオフ・タイプＩＩＩ分布のために構成されてい
る。
【００４１】
　複数の垂直に延在している内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄは、各々、ＬＥＤノード２３０
の１つの垂直に延在している列に隣接して設けられている。内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄ
は、内側レンズ薄板第１端部２６１Ａ－Ｄと、上方の殆どのＬＥＤノード２３０の垂直に
上方に位置されている内側レンズ薄板第２端部２６２Ａ－Ｄとを有する。内側レンズ薄板
２６０Ａ－Ｄの各々は、ＬＥＤノード２３０から離間されている。内側レンズ薄板２６０
Ａ－Ｄは、照明器具内の構造に結合されることができ、前記照明器具の内で垂直に延在で
きる。例えば、幾つかの実施例において、内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄは、図１及び図２
のＬＥＤドライバカバー１０７に及び／又はＬＥＤ支持ストリップ２２２Ａ－Ｄのそれぞ
れに結合されることができる。内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄは、ＬＥＤノード２３０から
ユーザに可視的なグレアの量を低減する。
【００４２】
　図３において、内側レンズ薄板２６０Ｂ及び２６０Ｃは、実質的に透明であるとして示
されており、内側レンズ薄板２６０Ａ及び２６０Ｄは、半透明であるとして示されている
。幾つかの実施例において、内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの各々は、同じ構成を有するこ
とができる。他の実施例において、内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの１つ以上が、１つ以上
の観点において、内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの他のものから変化されることができる。
例えば、内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの１つ以上は、プリズム状表面を備えていても良く
、有色のものであっても良く、及び／又は内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの他のものよりも
幾分半透明であっても良い。更に、例えば、内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの１つ以上は、
図３に示されているものとは異なるような寸法のものであっても良い。内側レンズ薄板２
６０Ａ－Ｄは、必要な大きさにされることができ、例えば、ｃｏｖｅｒに所与の列のＬＥ
Ｄノード２３０の全てよりもカバーに対して垂直に短くされることができ、及び／又はＬ
ＥＤノード２３０の１つの列よりもカバーに対して水平に広くされることができる。例え
ば、光出力効率及び知覚されるグレアのような、設計の考慮点は、本開示の利益を得る当
業者が、所望の特性を有する光出力を達成するために内側レンズ薄板２６０Ａ－Ｄの１つ
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以上の特性を選択的に変化させることを可能にする。
【００４３】
　図４を参照して、低グレアＬＥＤベースの照明ユニット３１０の第３の実施例が、示さ
れる。低グレアＬＥＤベースの照明ユニット３１０の第３の実施例は、ＬＥＤベースの照
明ユニット２１０と類似であるが、付加的なＬＥＤ支持ストリップ３２２Ｅ、ＬＥＤ支持
ストリップ３２２Ｅ上の付加的なＬＥＤノード３２０及び付加的な内側レンズ薄板３６０
Ｅを備えている。ＬＥＤ支持ストリップ３２２Ｅ上のＬＥＤノード３２０は、ＬＥＤ支持
ストリップ３２２Ａ－Ｄ上のＬＥＤノード３２０が面している方向とは別個の方向に面し
ている。内側レンズ薄板３６０Ｅは、ＬＥＤ支持ストリップ３２２Ｅに近接して設けられ
ており、内側レンズ薄板３６０Ａ―Ｄは、ＬＥＤ支持ストリップ３２２Ａ―Ｄのそれぞれ
に近接して設けられている。 幾つかの実施例において、内側レンズ薄板３６０Ｅは白色
でない色であり、内側レンズ薄板３６０Ａ－Ｄは実質的に無色である。これらの実施例に
おいて、ＬＥＤベースの照明ユニット３１０は、街路に近接した街路照明器具内に取り付
けられることができ、内側レンズ薄板３６０Ｅは、前記街路から遠い側に面しており、こ
れにより前記街路照明器具の街路側における白色光と、前記街路照明器具の「後ろ側」に
おける異なる色とを可能にする。これら及びより他の実施例において、コントローラは、
前記街路照明器具の後ろ側を選択的に照明するために、ＬＥＤベースの街路照明ユニット
３１０と連通して実施化されることができる。例えば、前記コントローラは、その日の或
る期間において及び／又はその年の或る期間において、前記街路照明器具の後ろ側を照明
することができるのみである。幾つかの実施例において、レンズ薄板３６０Ｅは、イベン
トに対応するように後ろ側の照明を可能にするための異なる色を有するレンズ薄板と容易
に交換されることができる。幾つかの実施例において、ＬＥＤ支持ストリップ３２２Ｅ上
のＬＥＤノード３２０は、ＬＥＤ支持ストリップ３２２Ａ－Ｄ上のＬＥＤノード３２０と
は異なる色を付加的に又は代替的に発することができる。
【００４４】
　図５から図７を参照して、ＬＥＤノード１３０の実施例が、更に詳細に記載される。Ｌ
ＥＤノード１３０は、中間区域１４０に結合されているベース１３５と、中間区域１４０
に結合されている上部１４５と含んでいる。ベース１３５は、中間区域１４０上の対応す
る構造と係合する突出部１３９を有しており、これによりベース１３５を中間区域１４０
に結合させる。代替的な実施例において、ベース１３５及び中間区域１４０は、代替的な
接続の過程（例えば、クリップ、ねじ接続、接着剤、前記２つの部分の一体成形、及び／
又は溶接）を使用して互いに結合されることができる。突出部１３７は、ベース１３５か
ら外向きに延在しており、ＬＥＤ支持構造１２０上のＬＥＤノード１３０を適切に配向す
るのを助けるのに利用されることができる、及び／又はＬＥＤノード１３０をＬＥＤ支持
構造１２０に固定するのを助けるために利用されることができる。電気的配線１３１は、
ベース１３５の一部と中間区域１４０との間に延在しており、中間区域１４０内のＬＥＤ
１３３に電気的に接続されている。
【００４５】
　光学部品１３４は、ＬＥＤ１３３に近接しており、ＬＥＤ１３３の光出力軸Ａは、光学
部品１３４を通って延在している。ＬＥＤ１３３により出力される光の大部分は、光学部
品１３４を通過して、ＬＥＤノード１３０を出る。光学部品１３４は、中間区域１４０の
中間区域リップ１４２に近接しているガスケット１４４とトップハウジング１４５の接触
部分１４７との間に挟まれているフランジを有する。幾つかの実施例において、かしめが
、隣接コンタクト部分１４７及び光学部品１３４に加えられることができる。トップハウ
ジング１４５は、中間区域１４０にねじ連結される。代替的な実施例において、トップハ
ウジング１４５及び中間区域１４０は、代替的な接続の過程（例えば、クリップ、ねじ接
続、接着剤及び／又は溶接）を使用して互いに結合されることができる。光学部品１３４
及び中間区域１４０は、ＬＥＤ１３３をまとめて囲んで封止する。
【００４６】
　トップハウジング１４５は、ＬＥＤ１３３から発され光学部品１３４を通過する光が、



(13) JP 5694364 B2 2015.4.1

10

20

30

40

50

ＬＥＤノード１３０を出るのを可能にする大きさにされたトップハウジング開口１４９を
含んでいる。この開口１４９は、オプションとして、自身の上にレンズを備えることがで
きる。オプションとして、光学部品１３４は省略されることもでき、レンズが開口１４９
上に設けられ、トップハウジング１４５及び中間区域が、ＬＥＤ１３３をまとめて囲んで
封止する。任意には、代替的な光学部品１３４が、所与のＬＥＤノード１３０からの所望
の光出力を達成するために、ＬＥＤモジュール１１０内の１つ以上のＬＥＤノード１３０
において、使用されることができる。様々な実施例において、ＬＥＤノード１３０は、６
６の進入保護評価を達成することができる。
【００４７】
　図８を参照して、ポストトップの照明器具４００内に取り付けられポストトップの照明
器具４００内の一部を形成している低グレアＬＥＤベースの照明ユニット４１０の第４の
実施例が、示されている。球体は、ＬＥＤベースの照明ユニット４１０を見るのが容易で
あるようにポストトップ照明器具４００と共には示されていない。　ＬＥＤベースの照明
ユニット４１０は、ＬＥＤベースの照明ユニット１１０と類似であるが、自身の上に複数
の取付表面４２４を有する単一の一体的に形成された垂直に延在している支持構造４２０
を有する。取付表面４２４は、一般に、照明領域に向かって向けられており、ＬＥＤノー
ド４３０は、取付表面４２４の各々に取り付けられている。垂直に延在している支持構造
４２０は、オプションとして、自身の内部に熱放散構造を含むことができ、オプションと
して、自身の内部に１つ以上の気流チャネルを含むことができる。
【００４８】
　幾つかの発明の実施例が、本願明細書において記載され説明されたが、当業者であれば
、本明細書に記載の１つ以上の利益及び／若しくは結果を得るための並びに／又は機能を
実行するための様々な他の手段及び／又は構造を容易に心に描くであろう。このような変
化及び／又は変更の各々は、本願明細書に記載されている本発明の実施例の範囲内である
と考えられる。更に一般には、当業者であれば、全てのパラメータ、寸法、材料及び本願
明細書に記載の構成は、例示的なものであることを意味し、実際のパラメータ、寸法、材
料及び／又は構成は、本発明の教示が使用される特定のアプリケーションに依存すること
を容易に分かるであろう。当業者であれば、本願明細書に記載されている特定の本発明の
実施例に対する多くの等価なものを認識する、又はルーチン的な試験だけを使用して確認
することができる。従って、前述の実施例は単に例として示されており、添付の請求項に
記載の範囲及びこれに等価な範囲内で、本発明の実施例が、詳細に記載され添付の請求項
に記載されているもの以外でも実施化されることができることを理解されたい。本開示の
本発明の実施例は、本願明細書に記載されている個々のフィーチャ、システム、品物、材
料、キット及び／又は方法に向けられている。更に、このようなフィーチャ、システム、
品物、材料、キット及び／又は方法が、相互に矛盾していない場合、このようなフィーチ
ャ、システム、品物、材料、キット又は方法の２つ以上の何らかの組み合わせは、本開示
の本発明の範囲内に含まれる。
【００４９】
　本明細書において使用されている全ての定義は、辞書の定義、参照として組み込んだ文
書における定義及び／又は規定された語の通常の意味を調節するものと理解されなければ
ならない。
【００５０】
　本願明細書及び添付の請求項において使用されている単数形は、明らかにそうでないと
示されていない限り、「少なくとも１つ」を意味しているものと理解されるべきである。
本願明細書及び添付の請求項において使用されている「及び／又は」なる表現は、これに
より接続されている要素の「両方又は何れか一方」を意味している、即ち、ある場合にお
いては共同で設けられ、他の場合においては分離的に設けられる要素を意味しているもの
として理解されるべきである。「及び／又は」により列挙されている複数の要素は、同じ
様式で、即ちこれにより接続されている要素の「１つ以上」と解釈されなければならない
。「及び／又は」によって詳細に識別されている要素以外に、これらの詳細に識別されて
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いる要素に関連付けられている又は関連付けられていないにかかわらず、他の要素が、オ
プションとして設けられることが可能である。従って、非限定的な例として、「Ａ及び／
又はＢ」は、「有する」のような制限のない語法と同時に使用された場合、一実施例にお
いて、Ａのみを参照しており（オプションとしてＢ以外の他の要素を含んでいる）、他の
実施例において、Ｂのみを参照しており（オプションとしてＡ以外の他の要素を含んでい
る）、更に他の実施例において、Ａ及びＢの両方を参照している（オプションとして他の
要素を含んでいる）等である。
【００５１】
　本明細書及び添付の請求項において使用されているように、「又は」は、上述で規定さ
れた「及び／又は」と同じ意味を有するように理解されなければならない。例えば、一覧
において、項目を分離している場合、「又は」又は「及び／又は」は、包括的に解釈され
なければならず、即ち複数の又はリストの要素のうちの、少なくとも１つを含んでいるが
、１つ以上を含んでも良く、オプションとして列挙されていない項目を付加的に含んでい
ても良い。「のみ」なる語は、「～のうちの１つのみ」又は「～のうちの厳密に１つのみ
」のように、明確に正反対に示されており、添付の請求項において使用されている場合、
「～から成る」は、複数の要素又はリストの要素のうちの厳密に１つを含んでいることを
意味している。一般に、本願明細書において、使用される「又は」なる語は、例えば、「
何れか」「～のうちの１つ」、「～のうちの１つのみ」又は「～のうちの厳密に１つ」の
ような、排他的な語が先行している場合、排他的な変形例（即ち「一方又は他方であるが
、両方ではない」）を示すものとしてのみ理解されることができる。
【００５２】
　添付の請求項において使用されている場合、「本質的に～成る」とは、特許法の分野に
おいて使用されている通常の意味を有するものである。
【００５３】
　符号は、添付の請求項において、単に便宜のために設けられているものであり、如何な
る形であれ制限するものとして読まれるべきではない。
【００５４】
　本明細書及び添付の請求項において使用されているように、１つ以上の要素のリストに
関する「少なくとも１つの」なるフレーズは、前記要素のリストのうちの何らかの１つ以
上の要素から選択される少なくとも１つの要素を意味するように理解されるべきであるが
、必ずしも、前記要素のリストに詳細に挙げられている各々全ての要素の少なくとも１つ
を含むというわけではなく、前記要素のリストにおける要素の何らかの組み合わせを除外
するものではない。この定義は、「少なくとも１つの」なるフレーズが参照している要素
のリスト内の詳細に識別されている要素以外の要素が、詳細に識別されている前記要素に
関連付けられているか否かにかかわらず、オプションとして設けられることができること
を可能にしている。従って、非限定的な例として、「Ａ及びＢの少なくとも一方」（又は
同等に、「Ａ又はＢの少なくとも一方」、又は同等に「Ａ及び／又はＢの少なくとも１つ
」）は、一実施例において、少なくとも１つの（オプションとして１つ以上の）Ａを参照
しており、Ｂは含まず（Ｂ以外の要素をオプションとして含む）、他の一実施例では、少
なくとも１つの（オプションとして１つ以上の）Ｂを参照しており、Ａは含まず（Ａ以外
の要素をオプションとして含む）、更に他の一実施例においては、少なくとも１つの（オ
プションとして１つ以上の）Ａと、少なくとも１つの（オプションとして１つ以上の）Ｂ
とを参照する（オプションとして他の要素を含む）等を意味し得る。
【００５５】
　明らかにそうでないと示されていない限り、本明細書に記載されている如何なる方法も
、ステップ又は方法の実行の順序は、必ずしも前記ステップ又は方法の実行が列挙されて
いる順序に限定される必要はないことも理解されるべきである。
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