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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　封体部に封入された透過性のライトパイプであって、下部及び上部を有する前記ライト
パイプ、
　前記ライトパイプの前記下部の下端の凹部に設けられたＬＥＤ、及び
　前記ライトパイプの前記上部の上端の窪みにより形成された反射器を備え、
　前記ライトパイプの前記下部は、前記ＬＥＤの出射光を収集し、前記ライトパイプの前
記上部は、その収集光を前記反射器上に指向させ、そして、前記反射器は、その指向光を
放射方向へ反射し、
　前記ライトパイプの前記下部が複合放物面集光器であり、当該複合放物面集光器が前記
ＬＥＤの出射光を平行化し、
　前記ライトパイプの前記上部が、前記ライトパイプの前記上端に向かって幅狭となるテ
ーパーシリンダーであり、当該テーパーシリンダーにより、前記複合放物面集光器からの
平行化光が前記反射器に向けて指向される、ＬＥＤ電球。
【請求項２】
　請求項１に記載のＬＥＤ電球であって、前記反射器は、複合曲面により規定された回転
面を有し、ここで、前記複合曲面の第１部分は、第１長の半径を有し、前記複合曲面の第
２部分は、第２長の半径を有し、前記第１長と前記第２長は異なる。
【請求項３】
　請求項２に記載のＬＥＤ電球であって、前記複合曲面の前記第１部分は、前記複合曲面
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の前記第２部分との関係において、より多くの光を上方へ反射するべく垂直方向により大
きな成分を有する。
【請求項４】
　請求項２又は３に記載のＬＥＤ電球であって、前記複合曲面の前記第２部分は、前記複
合曲面の前記第１部分との関係において、より多くの光を下方へ反射するべく水平方向に
より大きな成分を有する。
【請求項５】
　請求項２乃至４のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球であって、前記回転面は、ベジエ曲
線により形成される。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球であって、前記反射器は、前記窪み
の外面を金属で被膜することにより、又は、白色物質にて前記窪みを充填することにより
、又は、前記窪みに対する注入成形白色部の超音波溶接により形成される。
【請求項７】
　請求項１に記載のＬＥＤ電球であって、前記テーパーシリンダーは、一つにはテーパー
角度により規定され、ここで、前記テーパー角度の増加により、前記反射器による光の反
射が強まり、また、前記テーパー角度の減少により、前記反射器による光の反射が弱まる
。
【請求項８】
　請求項１に記載のＬＥＤ電球であって、前記テーパーシリンダーは、一つにはシリンダ
ー長により規定され、ここで、前記シリンダー長の増加により、前記テーパーシリンダー
の側面からの放射光が増加する。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載のＬＥＤ電球であって、前記封体部は、従来のＢ
１０白熱電球の形状である。
【請求項１０】
　請求項９に記載のＬＥＤ電球であって、前記ライトパイプ、前記ＬＥＤ及び前記反射器
は、従来のＢ１０白熱電球形状の前記封体部内に前記ライトパイプが適合可能なように大
きさ調整されている。
【請求項１１】
　ＬＥＤ電球のためのライトガイドであって、
　下端及び上端を有し、前記下端がＬＥＤに対して最も近接配置される複合放物面集光器
、
　広端及び狭端を有し、前記広端が前記複合放物面集光器の前記上端に対して結合された
テーパーシリンダー、及び
　前記テーパーシリンダーの前記狭端の窪みにより形成された反射器、を備え、
　前記複合放物面集光器と前記テーパーシリンダーは、前記ＬＥＤの出射光を前記反射器
にガイドするために全反射を使用し、
　前記反射器は、そのガイド光を放射方向へ反射する、ライトガイド。
【請求項１２】
　請求項１１に記載のライトガイドであって、前記複合放物面集光器は、前記ＬＥＤの出
射光を受光し、これを平行化し、前記テーパーシリンダーは、前記複合放物面集光器から
の平行化光を前記反射器に向かって指向させる。
【請求項１３】
　請求項１１又は１２に記載のライトガイドであって、前記複合放物面集光器と前記テー
パーシリンダーは、透過性を有し、前記複合放物面集光器及び前記テーパーシリンダーの
双方の外周面から光が放射される。
【請求項１４】
　請求項１１乃至１３のいずれか一項に記載のライトガイドであって、前記反射器は、複
合曲面により規定された回転面を有し、ここで、前記複合曲面の第１部分は、第１長の半
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径を有し、前記複合曲面の第２部分は、第２長の半径を有し、前記第１長と前記第２長は
異なる。
【請求項１５】
　請求項１１乃至１４のいずれか一項に記載のライトガイドであって、前記複合放物面集
光器、前記テーパーシリンダー、及び前記反射器は、従来のＢ１０白熱電球形状の封体部
内に全てが適合可能なように大きさ調整されている。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の参照
　本出願は、２００９年２月１８日に出願された「ＬＥＤ電球」と題された米国仮出願番
号NO. 61/153,530に基づく優先権を主張し、これにより、その全体は、ここに参照により
組み込まれる。
【０００２】
　本発明は、照明に関し、より端的には、固体発光技術が組み込まれた照明装置に関する
。
【背景技術】
【０００３】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）を含む固体発光技術は、長らく、従来の白熱電球よりも高い
エネルギー効率を有し、かつ従来の小型蛍光電球よりも負の環境影響が小さい電球を製造
する方法として理解されている。固体発光技術を使用した多数の、通称、交換電球が提供
されている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　しかしながら、顧客の視点に立つと、これら従来の交換電球にとって重大な欠点は、そ
れらが従来の白熱電球のように見えないという点である。この点は、特に、従来のＢ10枝
付き燭台様式の白熱電球を交換するための交換品に当てはまる。ＬＥＤ及び／又は他の固
体発光素子は、熱管理システム（例えば、シートシンク）の使用により放熱されるべき熱
を多量に生成する。典型的には、この熱管理システムは、バルブ内に突出した金属製の不
透明な台座上にＬＥＤ/ＬＥＤ群を実装することにより実現される。この台座によりＬＥ
Ｄから熱が逃がされるが、従来のＢ10白熱電球から大きく異なって従来のＢ10交換電球が
見えることを招いてしまう。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　本発明の実施形態は、従来のＢ10交換電球に関する上述の様々な問題を解決する。すな
わち、ここに記載のように、実施形態は、従来の白熱Ｂ10電球のものと同様に、火花を呈
させる放射パターンを生じさせる光学設計を提供する。１以上の発光ダイオード（ＬＥＤ
）は、従来の白熱Ｂ10電球のように形状付られた封体部を例えば有する電球のベースに隠
し配される。ＬＥＤ/ＬＥＤ群の出射光は、所望の放射パターンとなるように光を指向さ
せる反射器までライトパイプを介して全反射により案内される。ライトパイプは、アクリ
ル樹脂といった透明材料から構成される。従って、見る者には、反射器からの反射光が電
球の封体部内に吊るされた一点から放射するように見え、従来のB10白熱球のようである
。
【０００６】
　実施形態においては、ＬＥＤ電球が提供される。ＬＥＤ電球は、封体部内に封入された
透明なライトパイプを含み、このライトパイプは、下部及び上部を有する。ＬＥＤ電球は
、ライトパイプの下部の下端に設けられた凹部内のＬＥＤと、ライトパイプの上部の上端
の窪みにより形成された反射器も含む。ライトパイプの下部によりＬＥＤの出射光が収集
され、収集光は、ライトパイプの上部により反射器上へ指向され、そして、指向光は、反
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射器により放射方向へ反射される。
【０００７】
　関連実施形態では、反射器は、複合曲面により規定される回転面を持ち得、複合曲面の
第１部分は、第１長の半径を持ち得、複合曲面の第２部分は、第２長の半径を持ち得、第
１長と第２長は異なり得る。更なる関連実施形態では、複合曲面の第１部分は、複合曲面
の第２部分との関係において、より多くの光を上方へ反射するために垂直方向により大き
な成分を持ち得る。別の更なる関連実施形態では、複合曲面の第２部分は、複合曲面の第
１部分との関係において、より多くの光を下方へ反射するために水平方向により大きな成
分を持ち得る。また別の更なる関連実施形態では、回転面は、ベジエ曲線により形成され
得る。
【０００８】
　別の関連実施形態では、反射器は、窪みの外面を金属で被膜することにより、又は、白
色物質にて窪みを充填することにより、又は、窪みに対する注入成形白色部の超音波溶接
により形成され得る。また別の更なる関連実施形態では、ライトパイプの下部は、複合放
物面集光器（ＣＰＣ）であり得、複合放物面集光器は、ＬＥＤの出射光を平行化し得る。
更なる関連実施形態では、ライトパイプの上部は、ライトパイプの上端に向かって幅狭と
なるテーパーシリンダーであり得、テーパーシリンダーは、複合放物面集光器からの平行
化光を反射器に対して指向させ得る。更なる関連実施形態では、テーパーシリンダーは、
一つにはテーパー角度により規定され得、テーパー角度が増加すると、反射器による光の
反射強度が強まり、また、テーパー角度が減少すると、反射器による光の反射強度が弱ま
る。別の更なる関連実施形態では、テーパーシリンダーは、一つにはシリンダー長により
規定され得、シリンダー長が増加すると、テーパーシリンダーの側面を介した出射光が増
加する。
【０００９】
　また別の関連実施形態では、封体部は、従来のB10白熱電球の形状であり得る。更なる
関連実施形態では、ライトパイプ、ＬＥＤ及び反射器は、従来のB10白熱電球形状の封体
部内にライトパイプが適合可能なように大きさ調整され得る。
【００１０】
　また別の実施形態では、ＬＥＤ電球のためのライトガイドが提供される。ライトガイド
は、ＬＥＤに下端が最も近接配置された、下端及び上端を有する複合放物面集光器と；複
合放物面集光器の上端に広端が結合した、広端及び狭端を有するテーパーシリンダーと；
テーパーシリンダーの狭端の窪みにより反射器が形成された反射器と、を含む。複合放物
面集光器とテーパーシリンダーは、ＬＥＤの出射光を反射器まで案内するために全反射を
使用し、反射器は、ガイド光を放射方向へ反射する。
【００１１】
　関連実施形態では、複合放物面集光器は、ＬＥＤの出射光を受光し、それを平行化し得
、また、テーパーシリンダーは、複合放物面集光器からの平行化光を反射器側へ指向させ
得る。別の実施形態では、複合放物面集光器とテーパーシリンダーは、透明であり、複合
放物面集光器とテーパーシリンダーの双方の外周面から光が放射され得る。また別の関連
実施形態では、反射器には、複合曲面により規定された回転面を持ち得、複合曲面の第１
部分は、第１長の半径を持ち得、複合曲面の第２部分は、第２長の半径を持ち得、第１長
と第２長は異なり得る。また別の関連実施形態では、複合放物面集光器、テーパーシリン
ダー、及び反射器は、全て、従来のB10白熱電球形状の封体部内に適合可能なように大き
さ調整され得る。
【００１２】
　また別の実施形態では、ＬＥＤの出射光を放射方向へ反射する方法が提供される。この
方法は、ＬＥＤの出射光を受光し；テーパーシリンダーに結合した複合放物面集光器の使
用による全反射を介して、反射器まで受光光を伝達させ；及び、反射器により放射方向へ
伝達光を反射させることを含む。
【００１３】
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　関連実施形態では、伝達させることは、複合放物面集光器内において受光光を平行化す
ること、及びテーパーシリンダー内にて平行化光を反射器に向けて指向させることを含み
得る。別の関連実施形態では、反射させることは、テーパーシリンダーの狭端の窪みによ
り規定された反射器を介して、伝達光を放射方向へ反射することを含む。
【００１４】
　上述の及び此処に開示の他の目的、特徴、及び効果は、異図を通して同一参照記号によ
り同一部分が示された付属図に図示されたように、此処に開示された特定の実施形態に関
する後述の説明から明らかになる。図面は、必ずしも縮尺を意図したものではなく、むし
ろ、ここに開示された原理を図示することに重きが置かれている。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】図１は、ここに開示の実施形態に係るライトガイドを含むＬＥＤ電球の構成図を
示す。
【図２】図２は、ここに開示の実施形態に係るライトガイドを含むＬＥＤ電球の上面図を
示す。
【図３】図３は、ここに開示の実施形態に係るライトガイドの側面図を示す。
【図４】図４は、ここに開示の実施形態に係るライトガイド及び封体部を含むＬＥＤ電球
の側面図を示す。
【図５】図５は、ここに開示の実施形態に係るライトガイドにより実行される方法のフロ
ーチャートを示す。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図１は、ここに開示の実施形態に係るＬＥＤ電球１００の構成図を示す。ＬＥＤ電球１
００は、ＬＥＤ１０２、及びライトガイド２００を含む。ライトガイド２００は、下部１
０６及び上部１０８を有するライトパイプ１０７、及び反射器１１２から形成される。あ
る実施形態においては、ＬＥＤ１０２は、チップ又は他の実装部材上に固定された単一の
発光ダイオードであり、他の実施形態においては、ＬＥＤ１０２は、複数の発光ダイオー
ドから構成される。一貫して用いられるように、「発光ダイオード」又は「ＬＥＤ」とい
う用語は、従来のＬＥＤ、有機ＬＥＤ（ＯＬＥＤｓ）及び同種のものに非限定的に例示さ
れる任意の種類の固体発光素子を含み得る。ライトパイプ１０７は、ある実施形態では、
ベース１０４を有する。ＬＥＤ１０２は、ライトパイプ１０７の下部１０６の下端１０５
において凹部１５０内に配置される。凹部は、好ましくは、反射損失を抑制するために半
球型であるが、ＬＥＤを収容することに適する形状であれば何れでも良い。ある実施形態
では、凹部１５０内のＬＥＤ１０２は、ライトパイプ１０７のベース１０４内に隠される
。ベース１０４は、実装の簡便及び安定のために鍔出しされ得る。ある実施形態において
は、ＬＥＤ１０２から熱を逃がすために、ＬＥＤ電球１００のベース１０４の一部は、ヒ
ートシンク、又は他の熱管理システム又は装置（不図示）により形成される。ヒートシン
ク又は他の熱管理システムは、ＬＥＤ電球１００に固定され得、そうでなければ、結合さ
れ得るが、これは要求されるものではない。
【００１７】
　反射器１１２は、ライトパイプ１０７の上部１０８の上端１１１の窪み１１０により形
成される。ライトパイプ１０７の下部１０６は、ＬＥＤ１０２の出射光を収集する。ライ
トパイプ１０７の上部１０８は、反射器１１２上へ収集光を指向させる。反射器１１２は
、次に、指向光を放射方向へ反射させる。反射器１１２は、白熱電球内のフィラメントと
同様の火花を呈させる程度に十分に小さい。
【００１８】
　反射器１１２は、回転面１１３としても此処では呼ばれ得る窪み１１０の表面の曲率に
依存して様々な形状を取り得る。つまり、窪み１１０の表面（つまり、回転面１１３）の
曲率により、反射器１１２の曲率が決定される。このように反射器１１２の曲率を変更す
ることによって、異なる用途に適する異なる放射パターンを生成することができる。例え



(6) JP 5526153 B2 2014.6.18

10

20

30

40

50

ば、ある実施形態においては、より大きな前方放射を持つことが望ましいかもしれず、他
方、壁燭台用途においては、壁洗い効果のため、壁及び天井を照らすために、より十分な
横方向放射を持つことが望ましいだろう。これに変わって、高くに取り付けられるシャン
デリアにおいては、シャンデリア位置よりも十分に下方に目がある観察者に向けて、より
十分な光を下方へ向けることが望ましいだろう。これにより、例えば、ある実施形態にお
いては、回転面１１３は、円錐形状であり、結果として、円錐形状反射器となる。他の実
施形態においては、回転面１１３は、曲面形状を有する反射器１１２となるかもしれない
。ある実施形態においては、この曲面形状は、ベジエ曲線であり得る。回転面１１３は、
ある実施形態においては、複合曲面１３０により規定される。複合曲面１３０は、少なく
とも２つの部分を有する。ある実施形態においては、複合曲面１３０の第１部１３１は、
第１長の半径を有し、他方、複合曲面１３０の第２部１３２は、第２長の半径を有する。
これらの長さは、図１に示す複合曲面１３０のような複合曲面の生成をもたらす任意の大
きさであり得、幾つかの実施形態においては、これらの長さは異なる。
【００１９】
　複合曲面１３０の１つ又は両方の部分の長さを変更すること（窪み１１３の表面を変更
すること）により、ＬＥＤ電球１００の放射パターンを変えることになる。複合曲面１３
０の各部分は、水平成分及び垂直成分の双方を持つように理解され、ここで、水平成分は
、ＬＥＤ電球１００の中心１２５（図２に示す）との関係において水平方向にあり、垂直
成分は、ＬＥＤ電球１００の中心１２５との関係において垂直方向にある。例えば、複合
曲面１３０の第１部分１３１の垂直成分の増加により、ＬＥＤ電球１００との関係におい
て、上方及び軸外方向へ反射される光が増加する。同様に、複合曲面１３０の第２部分１
３２の水平成分の増加により、ＬＥＤ電球１００との関係において、下方及び軸外方向へ
反射される光が増加する。
【００２０】
　反射器１１２は、任意の既知の方法により形成される。例えば、反射器１１２は、ライ
トパイプ１０７の窪み１１０に対して超音波溶接された注入成形部分であり得る。代替的
に、窪み１１０は、反射器１１２を形成するために、白色物質により埋められ得る。代替
的に、窪み１１０の外面は、非限定的に挙げられる銀といった反射性物質によりコートさ
れ得、窪み１１０の外面に金属被覆が生じる。
【００２１】
　上述したように、ライトパイプ１０７は、下部１０６と上部１０８を有する。下部１０
６は、ある実施形態においては、複合放物面集光器（ＣＰＣ）である。複合放物面集光器
は、ＬＥＤの出射光を平行化する。すなわち、ＬＥＤ１０２における光の放射角度は、複
合放物面集光器の上面における放射角度とは異なる（つまり、ここで、複合放物面集光器
がライトパイプ１０７の上部１０８と結合している）。それらの名称が意味するように、
複合放物面集光器の垂直断面の外側輪郭形状は、放物線状であり、すなわち、放物線のよ
うに形付られている。複合放物面集光器の幅は、このように、放物線の各側面の上昇率に
依存する。
【００２２】
　ライトパイプ１０７の上部１０８は、ある実施形態においては、テーパーシリンダーで
ある。テーパーシリンダーは、下部１０６／複合放物面集光器からの平行化光を反射器１
１２へ指向させる。テーパーシリンダーは、下部１０６／複合放物面集光器からライトパ
イプ１０７の上端１１１に向かって幅狭となる。このテーパーにより、反射器１１２に平
行化光が向けられるようになる。テーパーシリンダーは、ある実施形態においては、１つ
にはテーパー角度により規定される。テーパー角度は、テーパーシリンダーの垂直断面の
外側輪郭と、テーパーシリンダーと複合放物面集光器とが結合する点から引かれる垂直線
との間の角度である。テーパー角度の増加により、反射器１１２による光の反射が強まり
、テーパー角度の減少により、反射器１１２による光の反射が弱まる。すなわち、テーパ
ーシリンダーの上端がよりテーパー付けされる（すなわち、狭くされる）ことにより、反
射器１１２による光反射強度が増加する。ある実施形態においては、テーパーシリンダー
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は、追加的又は代替的に、一つにはシリンダー長により規定される。シリンダー長は、テ
ーパーシリンダーと放物面集光器とが接触する点から、反射器１１２に対して結合する最
も上方のテーパーシリンダーの端部まで至る、テーパーシリンダーの高さの測定値である
。テーパーシリンダー長が増加すると、テーパーシリンダーの側面を介した放射光が増加
する。
【００２３】
　ある実施形態においては、ライトパイプ１０７は、図４に示すように、封体部１９０に
封入される。ライトパイプ１０７は、ある実施形態においては、透過性である。代替的又
は追加的に、ある実施形態においては、ライトパイプ１０７は、全体又は部分的に、半透
過性又は半透明である。更に、ある実施形態においては、ライトパイプ１０７の全体又は
一部は、透過性、半透過性、半透明、又は不透明物質、又はこれらの組み合わせにより周
囲され得る。ライトパイプ１０７は、非限定に挙げられるアクリル樹脂といった絶縁材料
から成り得る。封体部１９０の形状は任意であり、ある実施形態においては、封体部１９
０は、従来のB10白熱電球の形状（例えば、柄付き燭台の形状）である。封体部１９０は
、ある実施形態においては、ＬＥＤ１０２（図４では不図示）、ベース１０４、及び反射
器１１２を包囲する。このような実施形態においては、ライトパイプ１０７、ＬＥＤ１０
２、及び反射器１１２は、全て、封体部１９０内に適合可能なように大きさ調整される。
【００２４】
　ライトガイド２００が図３に詳細に開示されている。ライトガイド２００は、複合放物
面集光器２０２（図１に示したライトパイプ１０７の下部１０６と均等であり、図１に関
して上述した特性の全てを保持する）、テーパーシリンダー２０４（図１に示したライト
パイプ１０７の上部１０８と均等であり、図１に関して上述した特性の全てを保持する）
、及び反射器２０６（（図１に示した反射器１１２と均等であり、図１に関して上述した
特性の全てを保持する）を含む。複合放物面集光器２０２は、下端２１０及び上端２１２
を有する。下端２１０は、ＬＥＤ（図３では不図示）に最も近接配置される。テーパーシ
リンダー２０４は、広端２１４及び狭端２１６を有する。広端２１４は、複合放物面集光
器２０２の上端２１２に結合される。反射器２０６は、テーパーシリンダー２０４の狭端
２１６の窪みにより形成される。複合放物面集光器２０２とテーパーシリンダー２０４の
結合品は、反射器２０６までＬＥＤの出射光をガイドするために全反射を使用する。反射
器２０６は、次に、ガイド光を放射方向へ反射する。より詳細には、複合放物面集光器２
０２は、ＬＥＤの出射光を受光し、それを平行化し、そして、テーパーシリンダー２０４
は、複合放物面集光器２０２からの平行化光を反射器２０６に向けて指向させる。
【００２５】
　図１に開示及び上述のライトパイプ１０７と同様に、ある実施形態においては、複合放
物面集光器２０２及びテーパーシリンダー２０４は、透過性を有する。したがって、その
ような実施形態においては、複合放物面集光器２０２及びテーパーシリンダー２０４双方
（つまり、ライトパイプ１０７）の図２に開示の外周面１１４から光が放射される。代替
的に、ある実施形態においては、テーパーシリンダー２０４のみの図２に開示の外周面１
１４から、又は複合放物面集光器２０４のみの図２に開示の外周面１１４から、光が放射
される。ここで、ある実施形態においては、複合放物面集光器２０２及びテーパーシリン
ダー２０４は、各々、透過性；半透過性；半透明；透過性、半透過性、半透明、又は不透
明、又はこれらの組み合わせの材料により周囲され；又は、これらの組み合わせであり得
る。更に、ある実施形態においては、ライトガイド２００は、従来のB10白熱電球の形状
の封体部に非限定的に例示される封体部により包囲される。そのような実施形態において
は、複合放物面集光器２０２、テーパーシリンダー２０４、及び反射器２０６は、全て、
封体部に適合可能なように大きさ調整される。
【００２６】
　図５は、図１に開示のＬＥＤ電球１００及び／又は図３に開示のライトガイド２００に
より実行される方法のフローチャートを示す。この方法により、図１に開示のＬＥＤ１０
２といったＬＥＤの出射光は、放射方向へ反射される。第１に、ステップ５０１にて、図
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光光は、次に、テーパーシリンダー（図１に開示の要素１０８に例示される）に結合され
た複合放物面集光器（図１に開示の要素１０６に例示される）の使用を介した全反射によ
り反射器（図１に開示の要素１１２に例示される）まで伝達される。最後に、ステップ５
０３にて、反射器により、伝達光は、放射方向へ反射される。ある実施形態においては、
伝達させることは、ステップ５０４にて、複合放物面集光器内において受光光を平行化す
ること、及びステップ５０５にて、テーパーシリンダー内にて平行化光を反射器に向けて
指向させることを含み得る。追加的、又は代替的に、ある実施形態においては、ステップ
５０６にて、反射させることは、テーパーシリンダーの狭端の窪みにより規定された反射
器を介して、伝達光を放射方向へ反射させることを含み得る。
【００２７】
　ある実施形態においては、反射器は必要ではなく、したがって、含まれないこともある
。そのような実施形態においては、ライトパイプ１０７／テーパーシリンダー２０４の上
部１０８の端部の窪み１１０は、ＬＥＤ１０２の出射光を全反射により伝播させる平滑面
、ＬＥＤ１０２の出射光を窪み１１０において散乱させる粗面、又はこれらの組み合わせ
（例えば、窪みの第１部分は、平滑面を有し、他方、窪みの残部は、粗面を有する）を持
つ。
【００２８】
　別のことが言及される場合を除き、「実質的に」とは、本技術分野において通常の知識
を備える者により理解されるように、正確な関係、条件、配置、配向、及び／又は他の特
性、及びこれらの逸脱を含むものと解釈され得るが、そのような逸脱により開示方法及び
システムが実質的影響を受けないことを条件とする。
【００２９】
　本開示の全体に亘り、名詞を装飾する一つを意味する文字の使用は、簡便のために用い
られ、かつ、異なることが端的に言及される場合を除き、装飾された名詞の１以上を含む
ものと理解され得る。
【００３０】
　他との対話、関連付け、及び／又は基準のための開示及び／又はそうでなければ図示さ
れた要素、構成部材、モジュール、及び／又はこれらの部分は、ここに逆が規定されるこ
とを除き、直接及び／又は間接的な態様にて、そのように対話し、関連付け、及び／基準
となるものと理解される。
【００３１】
　方法及びシステムは、これらの詳細な実施形態に関連して説明したが、これらはそのよ
うに限定されるものではない。当然ながら、上述の教示に照らせば、多くの変更及び変形
が明らかとなり得る。ここに開示／図示された細部、材料、及び部材の配置の多くの追加
的変更は、当業者により為され得る。
【符号の説明】
【００３２】
１００　ＬＥＤ電球
１０２　ＬＥＤ
１０６　下部
１０８　上部
１１０　窪み
１１２　反射器
１１３　回転面
２００　ライトガイド
２０２　複合放物面集光器
２０４　テーパーシリンダー
２０６　反射器
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