
JP 2015-528151 A 2015.9.24

10

(57)【要約】
　照明製品から動作情報を集めるためのシステム、方法
、及び装置。照明製品は組み込み永続メモリユニットと
、メモリユニット内にデータ動作パラメータを保存する
よう構成されたプロセッサとを含む。メモリユニットは
照明製品のＥＯＬまで及びＥＯＬ後にアクセスされ得る
。メモリユニットは物理的に取り外し可能でもよいし、
又は有線インターフェイス若しくはＮＦＣタグ等の無線
インターフェイスを介してアクセス可能でもよい。照明
製品メモリユニットは、照明製品をソケットに差し込む
ことによって又は照明製品をＮＦＣタグリーダーで読み
取ることによって店舗内のキオスクにてアクセスされる
。メモリユニットから回収されたデータは、データベー
スから一連の適切な取り替え照明製品を選択して表示す
るために使用される。



(2) JP 2015-528151 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　電気接続部と、
　永続メモリと、
　動作情報を集めて前記動作情報を前記永続メモリ内に保存するプロセッサと
を含む照明製品であって、
　前記永続メモリは前記照明製品のＥＯＬ後にアクセス可能であり、前記電気接続部によ
って前記光源及び前記プロセッサに動作電力が供給される、照明製品。
【請求項２】
　前記永続メモリは前記電気接続部を介して前記ＥＯＬ後にアクセス可能である、請求項
１に記載の照明製品。
【請求項３】
　前記永続メモリと電気通信する無線インターフェイスを更に含み、前記永続メモリは前
記無線インターフェイスを介して前記ＥＯＬ後にアクセス可能である、請求項１に記載の
照明製品。
【請求項４】
　前記無線インターフェイスは近距離無線通信タグを含む、請求項３に記載の照明製品。
【請求項５】
　前記無線インターフェイスは前記ＥＯＬ後に前記照明製品から取り外し可能である、請
求項３に記載の照明製品。
【請求項６】
　前記永続メモリは前記ＥＯＬ後に前記照明製品から取り外し可能である、請求項１に記
載の照明製品。
【請求項７】
　前記永続メモリは更に製品情報を保存する、請求項１に記載の照明製品。
【請求項８】
　照明製品のＥＯＬ後に前記照明製品内のメモリにアクセスするステップと、
　前記メモリから動作情報を回収するステップと、
　前記動作情報に基づき製品データベースから取り替え製品を選択するステップと、
　前記取り替え製品に関する製品情報を表示するステップと
を含む、コンピュータ実行方法。
【請求項９】
　前記照明製品をソケット内に受容するステップと、前記ソケットに電力を印加するステ
ップとを更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１０】
　前記照明製品内の無線インターフェイスに接続するステップを更に含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１１】
　前記メモリから静的製品情報を回収するステップと、前記静的製品情報に基づき前記照
明製品を分類するステップとを更に含む、請求項８に記載の方法。
【請求項１２】
　前記動作情報に基づき前記データベースを更新するステップを更に含む、請求項８に記
載の方法。
【請求項１３】
　プロセッサと、
　前記プロセッサと通信する照明製品インターフェイスと、
　前記プロセッサによってアクセス可能な照明製品情報を含むデータベースと、
　前記プロセッサと通信する表示デバイスと
を含む推薦システムであって、
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　前記プロセッサは、
　　前記インターフェイスを介してソース照明製品内のメモリにアクセスするステップと
、
　　前記メモリから動作情報を回収するステップと、
　　少なくとも部分的に前記動作情報に基づき、前記データベースから前記ソース照明製
品のための取り替え照明製品を選択するステップと、
　　前記取り替え製品に関する前記照明製品情報を前記表示デバイス上に表示するステッ
プと
を実行する、推薦システム。
【請求項１４】
　前記ソース照明製品はＥＯＬ照明製品である、請求項１３に記載の推薦システム。
【請求項１５】
　前記データベースから前記ソース照明製品のための取り替え照明製品を選択するステッ
プは、前記メモリから回収される静的ソース製品情報に少なくとも部分的に基づく、請求
項１４に記載の推薦システム。
【請求項１６】
　前記インターフェイスは、前記ソース照明製品の第２の無線インターフェイスと無線通
信する第１の無線インターフェイスを更に含む、請求項１４に記載の推薦システム。
【請求項１７】
　前記インターフェイスは、前記ソース照明製品の第２の有線インターフェイスと電気通
信する第１の有線インターフェイスを更に含む、請求項１４に記載の推薦システム。
【請求項１８】
　前記動作情報はユーザー満足度データを含む、請求項１３に記載の推薦システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本発明は一般的には照明システムを対象とする。より具体的には、本明細
書が開示する様々な発明的方法及び装置は、照明製品の寿命終了（ＥＯＬ：ｅｎｄ－ｏｆ
－ｌｉｆｅ）後の使用のために動作データを集めることに関連する。
【背景技術】
【０００２】
　［０００２］デジタル照明技術、すなわち、発光ダイオード（ＬＥＤ：ｌｉｇｈｔ－ｅ
ｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｉｏｄｅ）などの半導体光源に基づく照明は、従来の蛍光灯、ＨＩＤ
灯、及び白熱灯の実現可能な代替を提供する。ＬＥＤの機能的な利点及び利益は、高いエ
ネルギー変換及び光学的効率、耐性、より低い動作コスト、並びに他の多くのことを含む
。ＬＥＤ技術の近年の発達は、多くの用途で様々な照明効果を可能にする効率的でロバス
トなフルスペクトル照明源を提供している。
【０００３】
　［０００３］多くのユーザーはどの照明製品が自身のニーズ及び好みに最も適するかに
ついて十分に把握していない。例えば、機能的及び雰囲気的な照明の質及び強度、寿命、
均一性、省エネルギー機能等は、ユーザーの予算、好み、及び照明環境に変換しづらい。
技術が可能にする様々なオプション、例えば設計自由度、色及び色温度オプション、並び
にインテリジェント制御等が人を圧倒するため、これはＬＥＤベース製品を検討する場合
に特に当てはまる。これらの困難性を軽減するため、オンライン上ではユーザーの製品選
択プロセスを援助するために益々多くのアドバイスがユーザーに提供されているが、これ
らの方法は邪魔で且つ差し出がましい。
【０００４】
　［０００４］この傾向と一致して、携帯電話産業での近距離無線通信（ＮＦＣ）技術の
採用の到来を主因として、ＮＦＣ技術のコストは今後５年間下がり続けると予測されてい
る。このような技術、特にＮＦＣタイプ１／２タグの使用価格は、現在タグあたり約５セ



(4) JP 2015-528151 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

ントである。低価格のＮＦＣタグは、一部の製品について以前はそのような機能を非実用
的にしていた低コストのデータ保存及び通信のチャンスを提供する。
【０００５】
　［０００５］一部の周知の照明器具は、安定コイルにてルーメン出力測定値を記録する
ためにマルチタップ静電容量センサを含む。これらの照明器具はセンサデータ、及び例え
ば動作スケジュール等の様々な動作パラメータに関するデータを保存する内部メモリを有
する。保存されたデータは、電力消費を計算して例えば照明器具の寿命の間、所望の照明
レベルを維持するよう動作パラメータを調整するために照明器具の動作中にアクセスされ
得る。
【０００６】
　［０００６］他の周知の照明器具は動作データ及び照明器具の識別情報を保存するため
の内部メモリを含む。これらのパラメータは、ピーク効率を過ぎて動作している照明器具
を識別するために例えば無線接続によって稼働中の照明器具から外部アクセスされ得る。
保存されているパラメータの１つ以上が基準値を上回る場合、照明器具の運転が阻止され
得る。上記従来技術のいずれでも保存情報は使用可能な照明器具からのみアクセス可能で
あり、情報はその動作を制御するために使用される。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　［０００７］したがって、当該技術分野には、効果的に行うにはコスト及び時間がかか
り、よって通常はほとんどの小売環境又はオンラインショッピングオプションで実現でき
ないユーザーと小売店の店員又はｅコマースストアとの間の複雑なやり取りに頼る必要な
く、ユーザーのニーズ及び好みに合わせた取り替え照明製品に関する不十分な案内の問題
を克服するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　［０００８］本開示は、照明製品のＥＯＬ後の使用のために動作情報を生産製品から集
めるための発明的方法、システム、及び装置を対象とする。例えば、照明製品は小さな組
み込み永続メモリユニットと、メモリユニット内に動作パラメータを保存するよう構成さ
れたプロセッサとを含み得る。メモリは照明製品のＥＯＬまで及びＥＯＬ後にアクセスさ
れ得る。メモリは物理的に取り外し可能でもよく、又は有線インターフェイス若しくはＮ
ＦＣタグ等の無線インターフェイスを介してアクセス可能でもよい。メモリユニット、プ
ロセッサ、及び／又はインターフェイスはＥＯＬ後に再利用のために照明製品から回収す
ることができる。保存されるデータは動作時間、強度、色、ユーザー満足度情報、製品Ｉ
Ｄ、及び再生利用又は安全な処分のための照明製品に使用される材料に関する情報を含ん
でもよい。
【０００９】
　［０００９］ＥＯＬ後に永続メモリからデータを回収するための方法は、照明製品を店
舗内のキオスクに物理的に持って行き、照明製品をソケットに差し込むこと又はタグリー
ダーによって照明製品を読み取ることを含み得る。あるいは、データは照明製品の近くで
スマートフォンをスワイプすることによって回収され得る。
【００１０】
　［００１０］システムは照明製品から回収されたデータを処理して、データベースから
一連の適切な取り替え照明製品を選択し得る。選択物はキオスクの映像ディスプレイ又は
スマートフォンの画面上に表示され得る。同様のシステムが廃棄ビンに集められたＥＯＬ
製品を分類及び／又はルーティングするために使用され得る。
【００１１】
　［００１１］一般的に、一側面では、本発明は、光源と、電気接続部と、永続メモリと
、動作情報を集めて動作情報を永続メモリ内に保存するプロセッサとを含む照明製品に関
連する。永続メモリは照明製品のＥＯＬ後にアクセス可能であり、電気接続部によって光
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源及びプロセッサに動作電力が供給される。
【００１２】
　［００１２］一実施形態では、永続メモリは電気接続部を介してＥＯＬ後にアクセス可
能である。他の実施形態では、照明製品は永続メモリと電気通信する無線インターフェイ
スを更に含み、永続メモリは無線インターフェイスを介してＥＯＬ後にアクセス可能であ
る。無線インターフェイスは近距離無線通信タグを含み得る。無線インターフェイス及び
／又は永続メモリはＥＯＬ後に照明製品から取り外し可能であり得る。
【００１３】
　［００１３］一般的に、他の側面では、本発明は、プロセッサと、プロセッサと通信す
る照明製品インターフェイスと、プロセッサによってアクセス可能な照明製品情報を含む
データベースと、プロセッサと通信する表示デバイスとを含む推薦システムに関連する。
プロセッサは、インターフェイスを介してソース照明製品内のメモリにアクセスするステ
ップと、メモリから動作情報を回収するステップと、少なくとも部分的に動作情報に基づ
き、データベースからソース照明製品のための取り替え照明製品を選択するステップと、
取り替え製品に関する照明製品情報を表示デバイス上に表示するステップとを実行する。
【００１４】
　［００１４］一実施形態では、ソース照明製品はＥＯＬ照明製品である。第１の変形例
では、データベースからソース照明製品のための取り替え照明製品を選択するステップは
、メモリから回収される静的ソース製品情報に少なくとも部分的に基づく。第２の変形例
では、インターフェイスは、ソース照明製品の第２の無線インターフェイスと無線通信す
る第１の無線インターフェイスを含む。第３の変形例では、インターフェイスは、ソース
照明製品の第２の有線インターフェイスと電気通信する第１の有線インターフェイスを含
む。
【００１５】
　［００１５］一般的に、他の側面では、本発明は、照明製品のＥＯＬ後に照明製品内の
メモリにアクセスするステップと、メモリから動作情報を回収するステップと、動作情報
に基づき製品データベースから取り替え製品を選択するステップと、取り替え製品に関す
る製品情報を表示するステップとを含む、コンピュータ実行方法に焦点を当てる。メモリ
にアクセスするステップは照明製品のＥＯＬ後に起こってもよい。方法は更に照明製品を
ソケット内に受容するステップとソケットに電力を印加するステップ、及び／又は照明製
品内の無線インターフェイスに接続するステップを含んでもよい。一変形例は、メモリか
ら静的製品情報を回収するステップと、静的製品情報に基づき照明製品を分類するステッ
プとを含む。
【００１６】
　［００１６］一般的に、他の側面では、本発明は、照明製品内のメモリにアクセスする
ステップと、メモリから動作情報を回収するステップと、動作情報に基づき製品データベ
ースから取り替え製品を選択するステップと、取り替え製品に関する製品情報を表示する
ステップとを実行するための命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体に関する。
【００１７】
　［００１７］一般的に、他の側面では、本発明は、照明製品内のメモリにアクセスする
ステップと、照明製品に関する動作情報を求めるステップと、メモリ内に動作情報を保存
するステップとを実行するための命令を含むコンピュータ読み取り可能媒体に関する。一
実施形態では、動作情報はユーザー満足度データ（すなわち、使用における照明の質／性
能に対するポジティブ／ネガティブな反応）を含む。
【００１８】
　［００１８］本開示の目的で本明細書において使用される場合、「ＬＥＤ」との用語は
、任意のエレクトロルミネセンスダイオード、又は、電気信号に呼応して放射を発生でき
る、その他のタイプのキャリア注入／接合ベースシステム（ｃａｒｒｉｅｒ　ｉｎｊｅｃ
ｔｉｏｎ／ｊｕｎｃｔｉｏｎ－ｂａｓｅｄ　ｓｙｓｔｅｍ）を含むものと理解すべきであ
る。したがって、ＬＥＤとの用語は、次に限定されないが、電流に呼応して発光する様々



(6) JP 2015-528151 A 2015.9.24

10

20

30

40

50

な半導体ベースの構造体、発光ポリマー、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、エレクトロ
ルミネセンスストリップ等を含む。例えば本質的に白色光を生成するＬＥＤ（例えば白色
ＬＥＤ）の一実施態様は、それぞれ、組み合わされることで混合して本質的に白色光を形
成する様々なスペクトルのエレクトロルミネセンスを放射する複数のダイを含む。別の実
施態様では、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。この実施態様の一例では、
比較的短波長で狭帯域幅スペクトルを有するエレクトロルミネセンスが、蛍光体材料を「
ポンピング（ｐｕｍｐｓ）」して、当該蛍光体材料は、いくぶん広いスペクトルを有する
長波長放射を放射する。
【００１９】
　［００１９］なお、ＬＥＤとの用語は、ＬＥＤの物理的及び／又は電気的なパッケージ
タイプを限定しないことを理解すべきである。例えば、上述した通り、ＬＥＤは、（例え
ば個々に制御可能であるか又は制御不能である）異なるスペクトルの放射をそれぞれ放射
する複数のダイを有する単一の発光デバイスを指すこともある。また、ＬＥＤは、ＬＥＤ
（例えばあるタイプの白色ＬＥＤ）の一体部分と見なされる蛍光体に関連付けられること
もある。
【００２０】
　［００２０］「光源」との用語は、限定されないが、ＬＥＤベース光源（上記のような
１つ以上のＬＥＤを含む）を含む様々な放射源のうちの任意の１つ以上を指すと理解すべ
きである。
【００２１】
　［００２１］「色温度」との用語は、本明細書では、通常、白色光に関連して使用され
るが、その使用は、当該用語の範囲を限定することを意図していない。色温度は、基本的
に、白色光の特定の色内容又は陰（例えば、赤みを帯びた、青みを帯びた）を指す。所与
の放射サンプルの色温度は、従来から、問題とされている放射サンプルと同じスペクトル
を基本的に放射する黒体放射体のケルビン度数（Ｋ）の温度に応じて特徴付けられている
。黒体放射体の色温度は、通常、約７００度Ｋ（通常、人間の目に最初に可視となると考
えられている）から１０，０００度Ｋ超の範囲内であり、白色光は、通常、約１５００～
２０００度Ｋより高い色温度において知覚される。
【００２２】
　［００２２］「照明器具」又は「照明製品」との用語は、本明細書では、特定の形状因
子、アセンブリ又はパッケージの１つ以上の照明ユニットの実施態様又は配置を指すため
に交換可能に使用される。「照明ユニット」との用語は、本明細書では、同じ又は異なる
タイプの１つ以上の光源を含む装置を指して使用される。所与の照明ユニットは、様々な
光源の取付け配置、筐体／ハウジング配置及び形状、並びに／又は、電気及び機械的接続
構成の何れか１つを有してもよい。さらに、所与の照明ユニットは、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）に任意選択的に関連付けられてもよい（例えば
含む、結合される、及び／又は一緒にパッケージされる）。
【００２３】
　［００２３］「コントローラ」という用語は、本明細書では概して１つ又は複数の光源
の動作に関係する様々な機器を表現するために使用される。コントローラは、本明細書で
論じられる様々な機能を実行するために多数の方法で実装され得る（例えば専用ハードウ
ェアによってなど）。「プロセッサ」は、本明細書で論じられ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ムされ得る１つ又は複数
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
サを使って又は使わずに実装されても良く、何らかの機能を実行するための専用ハードウ
ェアと他の機能を実行するためのプロセッサとの組合せ（例えば１つ又は複数のプログラ
ムされたマイクロプロセッサと関連する回路）としても実装され得る。本開示の様々な実
施形態で使用可能なコントローラ要素の例は、限定されないが、従来のマイクロプロセッ
サ、特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ：ａｐｐｌｉｃａｔｉｏｎ　ｓｐｅｃｉｆｉｃ　ｉ
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ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）、及び書き換え可能ゲートアレイ（ＦＰＧＡ：ｆ
ｉｅｌｄ－ｐｒｏｇｒａｍｍａｂｌｅ　ｇａｔｅ　ａｒｒａｙ）を含む。
【００２４】
　［００２４］様々な実装形態において、プロセッサ又はコントローラは、１つ又は複数
の記憶媒体（本明細書では一般に「メモリ」と呼ばれる、例えばＲＡＭ、ＰＲＯＭ、ＥＰ
ＲＯＭやＥＥＰＲＯＭ、フロッピディスク、コンパクトディスク、光学ディスク、磁気テ
ープなどの揮発性及び不揮発性コンピュータメモリ）に関連しても良い。一部の実装形態
では、１つ若しくは複数のプロセッサ及び／又はコントローラ上で実行されるとき、本明
細書で論じられる機能の少なくとも一部を実行する１つ又は複数のプログラムによって記
憶媒体が符号化されても良い。本明細書で論じられる本発明の様々な態様を実施するため
に、記憶媒体上に記憶された１つ又は複数のプログラムがプロセッサ又はコントローラ内
にロードされ得るように、様々な記憶媒体がプロセッサ若しくはコントローラ内に固定さ
れても良く、又は可搬式とすることができる。「プログラム」又は「コンピュータプログ
ラム」という用語は、本明細書では、１つ又は複数のプロセッサ又はコントローラをプロ
グラムするために使用され得る任意の種類のコンピュータコード（例えばソフトウェアや
マイクロコード）を指すために一般的な意味で使われる。「永続メモリ」との用語は、本
明細書では、永続メモリへの給電の有無を問わず情報を保存及び維持するよう構成される
デバイスを指す。
【００２５】
　［００２５］本明細書で使用される「ＥＯＬ」との用語は、機能的寿命の終わりを迎え
たデバイスを指す。デバイスはまだある程度は機能し得るが、所定の許容可能な動作パラ
メータのセット内では機能できない。例えば、ＥＯＬ照明製品はまだ光を生成できるが、
所与の電力レベルにて許容可能な最小の照度閾値未満である。
【００２６】
　［００２６］本明細書で使用される場合、用語「ユーザーインターフェイス」は、ユー
ザーとデバイスとの間の通信を可能にする、人間のユーザー又はオペレーターと１つ以上
のデバイスとの間のインターフェイスを指す。本開示の多様な実施形態において使用され
得るユーザーインターフェイスの例は、限定はされないが、スイッチ、ポテンショメータ
、ボタン、ダイヤル、スライダー、マウス、キーボード、キーパッド、多様なゲームコン
トローラ（例えば、ジョイスティック）、トラックボール、表示画面、多様なグラフィカ
ルユーザインターフェイス（ＧＵＩ）、タッチスクリーン、マイク、及び人間が生成する
何らかの形態の刺激を受信し、それに応じて信号を生成し得る他の種類のセンサを含み得
る。
【００２７】
　［００２７］上記の概念及び以下でより詳細に論じられる更なる概念のあらゆる組合せ
が（かかる概念が互いに矛盾しないという条件で）、本明細書に開示される本発明の内容
の一部として予期されることが理解されるべきである。とりわけ、本開示の最後に登場す
る特許請求の範囲に記載の内容のあらゆる組合せが、本明細書に開示される本発明の内容
の一部として予期される。参照により援用される任意の開示でも登場する場合がある本明
細書で明示的に用いられる専門用語には、本明細書で開示される特定の概念に最もふさわ
しい意味が与えられるべきことも理解されるべきである。
【図面の簡単な説明】
【００２８】
　［００２８］図中、類似の参照文字は一般に様々な図面にわたり同じ部分又は部品を指
す。また、図面は必ずしも縮尺通りではなく、通常、むしろ本発明の原理を説明すること
に重点が置かれる。
【００２９】
【図１】［００２９］図１は、永続メモリを有する照明製品の第１の実施形態を示す。
【図２】［００３０］図２は、永続メモリを有する照明製品の第２の実施形態を示す。
【図３】［００３１］図３は、永続メモリを有する照明製品の第３の実施形態を示す。
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【図４】［００３２］図４は、照明製品からのデータを処理するための推薦システムの概
略図である。
【図５】［００３３］図５は、照明製品と照明製品からのデータを処理するための推薦シ
ステムとの間の無線インターフェイスの概略図である。
【図６】［００３４］図６は、照明製品と照明製品からのデータを処理するための推薦シ
ステムとの間の有線インターフェイスの概略図である。
【図７】［００３５］図７は、推薦システムのプロセッサの機能を実行するためのアーキ
テクチャの例を示す概略図である。
【図８】［００３６］図８は、取り替え照明製品を推薦するための例示的な方法のフロー
チャートである。
【図９】［００３７］図９は、ユーザー満足度収集システムの概略図である。
【図１０】［００３８］図１０は、例示的なシナリオにおける照明製品の使用フェーズを
示す。
【発明を実施するための形態】
【００３０】
　［００３９］照明製品のユーザーは、しばしば、如何にして取り替え製品をＥＯＬ照明
製品の固有の使用に最適に適合し得るかを完全に把握する利益を享受することなく、ＥＯ
Ｌ照明製品を処分して取り替え照明製品を選択する。本発明の一課題は、例えばショップ
にて、ユーザーが前に所有していた照明製品からの蓄積された使用データを推薦システム
への入力として特に使用することでユーザーの照明製品選択を援助することである。これ
は潜在的に膨大なＬＥＤオプションの選択肢から照明製品を見つけ出すプロセスを顕著に
容易にすると共に、有価物再利用及び環境目的のためにユーザーがＥＯＬ照明製品を返却
することを奨励する。
【００３１】
　［００４０］より一般的には、出願人は、ＥＯＬ製品の取り替え時に照明ユーザーに案
内を提供するために利用される製品情報及び動作情報を保存する製品及びシステムを提供
することが有益であろうことを認識及び理解した。本発明はユーザーが各自のＥＯＬ照明
製品をショップに持って行くことを奨励するので、照明製品の再生利用問題を克服し得る
。本発明は照明製品が機能的寿命を終えた後に照明製品に関する蓄積データを伝送するこ
とを可能にする。本発明は材料ループを閉じるために回収及びリサイクル中に照明製品を
識別する問題を克服する。本発明は設置後に得られる照明の質の結果をユーザーが知らな
いために安価且つ劣った代替照明製品に逆行する問題を克服する。
【００３２】
　［００４１］上記に照らして、本発明の様々な実施形態及び実装形態は、照明製品のＥ
ＯＬ後に永続メモリからデータを回収するための照明製品、システム、及び方法を対象と
する。データの回収は、照明製品を物理的に店舗内のキオスクに持って行き、照明製品を
ソケットに接続する又はタグリーダーによって読み取ることを含み得る。あるいは、照明
製品の近くでスマートフォンをスワイプしてデータを回収してもよい。
【００３３】
　［００４２］図１に示されるように、本発明の照明製品１００の第１の例示的実施形態
は電源１１０、メモリユニット１２０、増幅器１６０、マイクロコントローラ１５０、ド
ライバ１１５、及び１つ以上のＬＥＤ１４０を含む。電源１１０は電気コネクタ（図示無
し）を介して電流を受け取り、増幅器１６０、マイクロコントローラ１５０、及びドライ
バ１１５に電力を分配する。ドライバ１１５はマイクロコントローラ１５０が制御する現
在の動作設定に従ってＬＥＤを駆動する。マイクロコントローラ１５０は増幅器１６０を
介してメモリユニット１２０と通信する。マイクロコントローラはメモリユニット１２０
内に動作パラメータを保存できる。増幅器１６０はメモリユニット１２０とマイクロコン
トローラ１５０との間の信号を増幅する。
【００３４】
　［００４３］メモリユニット１２０は照明製品１００に関する蓄積データ、例えば照明
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製品１００の寿命中の使用情報及びユーザー満足度を保存する。メモリユニット１２０内
に保存されたデータは、照明製品１００の機能的寿命を越えて（照明製品１００のＥＯＬ
後に）他のデバイスによって読み取られ得る。蓄積データは名前と値のペアにフォーマッ
トされ、値は、例えばＥＯＬまでの寿命等を含む比例使用値又は時間消費値である。集め
られる使用データは照明製品の寿命中のユーザープリファレンスに関連し、その後、後述
される推薦システムに供給され得る。書き込みデータは永続的なので照明製品１００は待
機電力を必要としないことに留意されたい。これはセッション間で待機電力を必要とする
ことなく一般的な設定データも保存可能であることを意味する。
【００３５】
　［００４４］第１の実施形態では、ＮＦＣフロントエンド電子回路１７０がメモリユニ
ット１２０及び増幅器１６０を含む。照明製品１００はＥＯＬ後に照明製品１００からＮ
ＦＣフロントエンド電子回路１７０が物理的に回収され得るよう構成され得る。例えば、
ＮＦＣフロントエンド電子回路１７０はマイクロコントローラ１５０、ドライバ１１５、
ＬＥＤ１４０、及び電源１１０のうちの１つ以上を収容する回路基板の取り外し可能部分
の上に配置されてもよい。あるいは、ＮＦＣフロントエンド電子回路１７０は、他のデバ
イスでの再展開のためにソケットから引き出され得るＡＳＩＣ等のソケット接続ＩＣ内に
含まれてもよい。
【００３６】
　［００４５］第１の実施形態は照明製品１００がＮＦＣタグを使用することに依存しな
いが、ＮＦＣタグの使用は任意の将来の照明製品の照明プレファレンスの保存及び伝送に
関して有利であり、また再利用の可能性を提供するので総コストを一層低減する。照明製
品１００は、例えば、調光、色調整、ＲＦ制御、又は符号化光通信等の制御可能な照明特
徴を備えるランプ又はモジュール等のインテリジェント光源であり得る。色調整は、例え
ば赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤ（ＲＧＢ）の強度レベルのバランスを取るこ
とを含み得る。これらの制御可能な特徴は例えば有線又は無線インターフェイスを介して
受信される制御信号又は制御メッセージによって制御され得る。制御メッセージは、照明
製品１００が生成する光の質の特定の側面を制御するために使用されるパラメータ設定を
含み得る。これらのパラメータ設定はメモリユニット１２０内に保存され得る。
【００３７】
　［００４６］メモリユニット１２０は照明製品１００に関する動作情報を保存するよう
構成される。メモリユニット１２０は様々なメモリサイズで構成され、例えば９６バイト
バージョン及び２ＫＢバージョン等である。メモリユニット１２０内に保存される蓄積動
作情報（データ）の量及び蓄積データの種類はメモリサイズに依存してもよい。低メモリ
要件、例えば９６バイトＮＦＣタグをサポートする蓄積データのオプションのリストを表
１に示す。
【表１】

【００３８】
　［００４７］各パラメータは名前／値のペアで保存され、名前フィールドはパラメータ
を識別し、値は名付けられたパラメータのレベルを表す。あるいは、パラメータ名を省略
し、パラメータ値のアドレスがパラメータＩＤを示すようメモリユニット１２０内にマッ
ピングされたアドレス空間に従ってパラメータを保存することでスペースを節約してもよ
い。当然ながら、当業者に知られる他のデータ保存技術を使用してもよい。また、メモリ
スペースを節約するためにメモリ内に保存されるデータを圧縮してもよく、データはメモ
リユニット１２０に保存される前に符号化され、メモリユニット１２０から回収されると
きに復号される。
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【００３９】
　［００４８］概して、表１内のパラメータは、照明製品１００の活動時間及び当該時間
中に生成された光の強度を表す。表２は、例えば２ＫＢバージョンにおいてスペースが許
容される場合に表１が示すデータに加えてメモリユニット１２０内に保存され得るデータ
を含む。
【表２】

【００４０】
　［００４９］スペースを節約するために、上記パラメータに代えて標準色ルックアップ
テーブルを使用してもよい。他の種類のパラメータも保存され得ることに留意されたい。
保存されるパラメータの種類に特に制約はないが、通常、パラメータは光源の種類及び一
連の制御可能な特徴に対して適切であり得る。照明アニメーション等の高度な設定に関し
ては、例えば２ＫＢバージョンでは、それらが寿命の特定の割合閾値以上の間使用される
場合、intensity_color_timestamp値等のフォーマットのパラメータが保存され得る。同
様に、より高度なユーザー入力が利用可能な場合、特定の照明特性を当該照明特性に対す
るユーザー満足度と共に捕捉するために、メモリユニット１２０内に満足度の統計も保存
してもよい。このような照明特性は、例えば照明製品１００の生成光の色及びユーザーが
示す相対的満足度であり得る。満足度は例えば「満足」又は「不満」等を示す大まかなも
のでもよいし、又は０が完全に不満を表し、１５が完全に満足を表す０～１５の範囲の値
域でもよい。メモリが限られている場合、例えば満足値が所定の閾値を上回る又は下回る
ときにパラメータ名／値が上書きされてもよい。メモリユニット１２０内のスペースを節
約するために、パラメータ名を識別子に符号化して、その後例えば後述される推薦システ
ムによって復元してもよい。これは照明製品ファミリにわたって識別子を標準化すること
を含み得る。
【００４１】
　［００５０］使用可能なメモリに応じて、動作パラメータに加えて照明製品１００に関
する静的情報、例えばシリアル番号、製品ＩＤ、材料、並びに処理及び解体方法等もメモ
リユニット１２０内に含まれ得る。静的情報は照明製品の寿命にわたって変化せず、例え
ば不揮発性メモリ内に動作パラメータとは別に保存されてもよいし、又は永続的な揮発性
メモリ内に動作パラメータと共に保存されてもよい。
【００４２】
　［００５１］図２は照明製品２００の第２の実施例のブロック図を示す。第１の実施形
態と同様に、第２の実施形態では、照明製品２００は電源１１０、メモリユニット１２０
、増幅器１６０、ドライバ１１５、及び１つ以上のＬＥＤ１４０を含む。第１の実施形態
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は単一のマイクロコントローラ１５０（図１）を含んでいたが、第２の実施形態では第１
のマイクロコントローラ２５０が第２のマイクロコントローラ２５５と通信する。メモリ
ユニット１２０、増幅器１６０、及び第２のマイクロコントローラ２５５がＮＦＣモジュ
ール２７０の一部である一方、電源１１０、第１のマイクロコントローラ２５０、ドライ
バ１１５、及びＬＥＤ１４０はランプモジュール２８０の一部である。後述されるように
照明製品２００が他のデバイスと無線通信し得るよう、ＮＦＣモジュール２７０は更にＮ
ＦＣタグ（図示無し）及びアンテナ（図示無し）を含み得る。ＮＦＣモジュール２７０及
びランプモジュール２８０は単一の基板又は回路基板上に形成され、この場合、ＮＦＣモ
ジュール２７０及び／又はランプモジュール２８０はソケット接続されるか、又はＮＦＣ
モジュール２７０は、部品の回収のためにＥＯＬ後にランプモジュール２８０から分離さ
れるよう構成される。
【００４３】
　［００５２］図３は、照明製品３００の第３の実施例のブロック図を示す。図１と同様
に、第３の実施形態では、照明製品は電源１１０、メモリユニット１２０、マイクロコン
トローラ１５０、増幅器１６０、ドライバ１１５、及び１つ以上のＬＥＤ１４０を含む。
第３の実施形態では、メモリユニット１２０及びアンテナ（図示無し）は別個のＮＦＣモ
ジュール３７０に組み込まれ、残りの部品はランプモジュール３８０の一部である。第３
の実施形態では増幅器はランプモジュールの一部なので、ＥＯＬ後、メモリユニット１２
０及びアンテナ（図示無し）が回収のために照明製品３００から分離され得る。
【００４４】
　［００５３］第１、第２、及び第３の実施形態のそれぞれにおいて、照明製品１００、
２００、３００は異なるレベルの機能及び能力を提供し得る。第１の例では、非常にベー
シックな照明製品１００、２００、３００が、調光、色調整等の機能を含むことなく、例
えばオン／オフ等の非常に単純な照明機能を提供し得る。照明製品は、マイクロコントロ
ーラ１５０、２５０、２５５、フロントエンド電子機器、メモリユニット１２０、及びア
ンテナ（図示無し）等、ＮＦＣを実行するための外部電子機器を必要とする単純なドライ
バ１１５を有する。外部電子機器は照明製品１００、２００、３００のコストを増大する
おそれがある。しかし、追加のコストはスマートフォン市場におけるＮＦＣタグの採用に
伴うＮＦＣコストの急激な低下によってオフセットされ得る。更に、発生費用は再利用可
能な部品の有価物再利用可能性を考慮して正当化され、また、消費者が割増額を支払おう
とする新規の機能を提供することによってオフセットされ得る。
【００４５】
　［００５４］第２の例では、インテリジェント照明製品１００、２００、３００が調光
、色調整、ＲＦ制御、又は符号化光通信等のより複雑な機能を提供し得る。この例では、
マイクロコントローラ１５０、２５０、２５５は概してより複雑なので、ＮＦＣ機能を実
現するために使用可能な電子機器を再利用できる。しかし、やはり付加的なフロントエン
ド電子機器の回路が使用され得る。第２の例ではハードウェアの再利用、例えばＥＯＬ時
にＮＦＣモジュールを分離することは難しい可能性がある。
【００４６】
　［００５５］例えばＺｉｇｂｅｅ（登録商標）及びＲＦＩＤ（ＮＦＣ）等のＲＦ制御プ
ロトコルは異なる周波数で動作することに留意されたい。これは良く似た製品におけるア
ンテナ及び他の電子機器の再利用を制限し得る。しかし、ＲＦＩＤアンテナを照明製品１
００、２００、３００の設計に統合することが可能である。照明器具に統合する場合、ア
ンテナはＮＦＣタグのコストの大部分を占め得るので、照明製品あたりのＲＦＩＤのコス
トは大幅に低減され得る。ＮＦＣ電子機器を照明器具に統合する場合、照明器具を店舗内
のキオスクに移動させるのは難しいのでＥＯＬ情報を照明器具の設置場所で回収しなけれ
ばならない可能性があり、よってＥＯＬ製品情報を無線回収することが好ましい。
【００４７】
　［００５６］当然ながら、第１の例及び第２の例は非常に異なるレベルの機能及び能力
を表し、他の例は中間のレベル又は異なる機能及び能力を有し得る。照明製品１００、２
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００、３００の無線アンテナには概して２つのオプションがある。アンテナは各製品内に
含まれてもよく、又は検出地点にて例えば電力接続部を介して電気接続されてもよい。
【００４８】
　［００５７］照明製品１００、２００、３００が処分又はリサイクルのために返却され
るとき、メモリユニット１２０が通信インターフェイスと共にＥＯＬ照明製品１００、２
００、３００から取り外され得る。部品は再利用又は転用され、例えば、ＲＦＩＤタグと
して他の照明製品１００、２００、３００に又はポスター等の全く異なるアプリケーショ
ンに再利用され得る。この再利用は、組み込みメモリユニット１２０の照明製品からの読
み取り／書き込み動作を可能にするホスト電子機器の寿命を越えて機能するよう意図され
たメモリユニット１２０によって可能にされる。これは、メモリユニット１２０が例えば
プリント回路基板の一部に延在する断層線によって、又はモジュールを例えばソケットに
プラグ／アンプラグする機構によりＥＯＬ電子機器から取り外し可能にされ得ることを意
味する。
【００４９】
推薦システム
　［００５８］図４は、照明製品及び照明機能のデータベースにリンクされる推薦システ
ム４００の一実施形態の概略図を示す。概して、推薦システム４００は上記照明製品１０
０からデータを回収し、例えば照明製品１００が使用された態様及び／又は記録されたユ
ーザー満足度情報に基づいて適切な取り替え製品を推薦するために回収されたデータを使
用する。照明製品１００及びその使用に関する回収データ、例えば上記名前／値のペアは
推薦システム４００への入力として使用され、推薦システム４００は、これらの値に最も
マッチする取り替え照明製品及び機能に関する情報を表示する。
【００５０】
　［００５９］推薦システム４００はコンピュータ等のプロセッサ４５０、データベース
４６０、ディスプレイ４１０、及びインターフェイス４２０を含む。データベース４６０
は取り替え照明製品に関する情報を含む。インターフェイス４２０は照明製品１００から
、例えば照明製品１００内に組み込まれる永続メモリから動作情報を回収するために照明
製品１００と通信する。インターフェイス４２０については後に詳述する。プロセッサ４
５０はデータベース４６０に問い合わせをするために回収された情報を使用する。例えば
、回収された情報は照明製品１００が頻繁にオン／オフされたことを示し得る。この場合
、プロセッサ４５０は、電源投入されると素早くフル照明に達する取り替え照明製品のた
めのクエリを作成し得る。あるいは、回収された情報は照明製品が長時間オンに維持され
ていたことを示し得る。この場合、プロセッサ４５０は比較的長いピーク照明寿命を有す
る取り替え照明製品のためのクエリを作成し得る。プロセッサ４５０はデータベースクエ
リの結果をディスプレイ４１０上に表示する。ディスプレイ４１０は例えばフラットパネ
ルＬＣＤディスプレイ、ＬＥＤディスプレイ、プラズマディスプレイ、ＣＲＴ等のディス
プレイであり得る。
【００５１】
　［００６０］特定の照明製品１００に関連する照明プリファレンス及び使用データは、
照明製品１００の機能的寿命まで及びそれ以降、多様な方法で推薦システム４００に途切
れなく伝送され得る。推薦システム４００は例えば小売店内のキオスクに配置され得る。
ユーザーは古い又はＥＯＬ照明製品１００を店舗内のキオスクに物理的に持ち込み、照明
製品１００をソケット内に接続又は照明製品１００をタグリーダーによって読み取り得る
。あるいは、推薦システム４００は例えばタグリーダーを備えるスマートフォン又はタブ
レットコンピュータ内にアプリケーションとして実装される自己充足ユニット内に組み込
まれ、この場合、照明製品１００の近くでスマートフォン又はタブレットコンピュータを
スワイプすることによって照明製品１００からデータが回収され得る。
【００５２】
　［００６１］上述したように、図５に示すようにＮＦＣを利用して推薦システム４００
に伝送される照明使用情報を保存するために照明製品１００内の永続メモリが使用され得
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る。インターフェイス４２０は、プロセッサ４５０（図４）と有線通信し、更に照明製品
１００内に含まれる第２の無線インターフェイス５２２と無線通信する第１の無線インタ
ーフェイス５２１を含む。照明製品１００は推薦システム４００（図４）の付近で給電さ
れ、よって第２の無線インターフェイスは第１の無線インターフェイス５２１と通信する
ための電力を受け取ることができる。プロセッサ４５０（図４）はその後、第１の無線イ
ンターフェイス５２１と第２の無線インターフェイス５２２との間の無線接続を介して照
明製品１００から照明使用情報を引き出し得る。
【００５３】
　［００６２］あるいは、図６に示されるように、照明製品１００内の永続メモリは、照
明製品１００がホストするドライバ電子機器又は他の電子回路への第２の有線インターフ
ェイス６２２に接続される第１の有線インターフェイス６２１によって直接インターフェ
イス接続され得る。第１の有線インターフェイス６２１はプロセッサ４５０（図４）と電
気通信する。ＥＯＬ後に別の電気回路を作成するために、照明製品１００は推薦システム
４００（図４）に物理的に接続され得る。照明製品１００を受容し、給電し、そして電気
接続するために、第１の有線インターフェイス６２１は１つ以上の標準照明ソケットイン
ターフェイスを含み得る。プロセッサ４５０（図４）はその後、第１の有線インターフェ
イス６２１と第２の有線インターフェイス６２２との間の有線接続を介して照明製品１０
０から照明使用情報を引き出し得る。
【００５４】
　［００６３］上記したように、推薦システム４００（図４）のプロセッサ４５０（図４
）はコンピュータであり、その一例を図７の概略図に示す。プロセッサ４５０は処理装置
７０２、記憶デバイス７０４、上記機能を定めるソフトウェア７０８が記憶されたメモリ
７０６、入出力（Ｉ／Ｏ）デバイス７１０（又は周辺機器）、及びプロセッサ４５０内の
通信を可能にするローカルバス又はローカルインターフェイス７１２を含む。ローカルイ
ンターフェイス７１２は限定はされないが、例えば当該分野において知られる１つ以上の
バス等の有線若しくは無線接続であり得る。ローカルインターフェイス７１２は通信を可
能にするために、単純さのために省略されたコントローラ、バッファ（キャッシュ）、ド
ライバ、リピータ、及びレシーバ等の要素を更に有し得る。また、上記構成要素間での適
切な通信を可能にするために、ローカルインターフェイス７１２はアドレス、制御、及び
／又はデータ接続を含み得る。
【００５５】
　［００６４］処理装置７０２はソフトウェア、特にメモリ７０６内に保存されるソフト
ウェアを実行するためのハードウェアデバイスである。処理装置７０２は任意のカスタム
メイド若しくは市販のシングルコア若しくはマルチコアプロセッサ、中央処理装置（ＣＰ
Ｕ）、プロセッサ４５０に関連付けられた複数のプロセッサを含む補助プロセッサ、（マ
イクロチップ又はチップセットの形態を取る）半導体ベースマイクロプロセッサ、マクロ
プロセッサ、又は概してソフトウェア命令を実行するための任意のデバイスであり得る。
【００５６】
　［００６５］メモリ７０６は揮発性メモリ素子（例えばランダムアクセスメモリ（ＤＲ
ＡＭ、ＳＲＡＭ、ＳＤＲＡＭ等のＲＡＭ））及び不揮発性メモリ素子（例えばＲＯＭ、ハ
ードドライブ、テープ、ＣＤＲＯＭ等）のうちの任意の１つ又は組み合わせを含み得る。
更に、メモリ７０６は電子、磁気、光学、及び／又は他の種類の記憶媒体を含み得る。メ
モリ７０６は、様々な構成要素が互いに離れて配置されるが処理装置７０２によってアク
セス可能な分散アーキテクチャを有し得る。
【００５７】
　［００６６］ソフトウェア７０８はプロセッサ４５０が本発明に従って実行する機能を
定める。メモリ７０６内のソフトウェア７０８は、それぞれが後述されるようなプロセッ
サ４５０の論理機能を実現するための実行可能命令の番号付きリストを含む１つ以上の別
個のプログラムを含み得る。メモリ７０６はオペレーティングシステム（Ｏ／Ｓ）７２０
を含み得る。オペレーティングシステムは本質的にプロセッサ４５０内のプログラムの実
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行を制御し、スケジューリング、入出力制御、ファイル及びデータ管理、メモリ管理、通
信制御、並びに関連するサービスを提供する。
【００５８】
　［００６７］Ｉ／Ｏデバイス７１０は、限定はされないが、例えばキーボード、マウス
、スキャナ、マイク等の入力デバイスを含み得る。更に、Ｉ／Ｏデバイス７１０は、限定
はされないが、例えばプリンタ、ディスプレイ等の出力デバイスも含み得る。最後に、Ｉ
／Ｏデバイス７１０は更に、限定はされないが、例えば変調器／復調器（他のデバイス、
システム、又はネットワークにアクセスするためのモデム）、ＲＦ又は他の送受信機、電
話インターフェイス、ブリッジ、ルータ等、入出力の両方を介して通信するデバイスを含
み得る。
【００５９】
　［００６８］プロセッサ４５０の動作中、処理装置７０２はメモリ７０６内に保存され
るソフトウェア７０８を実行するよう、メモリ７０６とデータを交換するよう、及び上記
のようにソフトウェア７０８に従ってプロセッサ４５０の動作を概して制御するよう構成
される。
【００６０】
方法
　［００６９］図８は、照明製品から推薦システムに使用データを伝送する例示的な方法
のブロック図である。フローチャート内のプロセス記述又はブロックはプロセス内の特定
の論理的機能を実現するための１つ以上の命令を含むモジュール、セグメント、コードの
部分、ステップを表すものと解されるべきであり、当業者によって理解されるように、関
与する機能に応じて、実質的に同時又は逆の順番を含めて図示又は記載の順番とは異なる
順番で機能が実行され得る他の実装形態が本発明の範囲に含まれることに留意されたい。
【００６１】
　［００７０］照明製品内のメモリユニットは照明製品が使用可能でなくとも読み取るこ
とができる。照光のための通常の使用中、メモリへのインターフェイスは読み取り／書き
込み動作のために照明製品の電子機器にアクティブに結合されるが、メモリユニットを外
部ユニット、例えば推薦システムによって読み取るときにはこのアクティブインターフェ
イスに依存しない。上記したように、メモリユニットは通常の動作中、例えば光強度プリ
ファレンス、色プリファレンス、寿命、及び他の情報等の設定データを更新するために書
き込まれる。
【００６２】
　［００７１］照明製品がＥＯＬに達するまで及びその後、ユーザーは照明製品を推薦シ
ステムに持ち運び得る。例えば、推薦システムは小売店のキオスク内に存在し得る。ブロ
ック８１０によって示されるように、照明製品内のメモリがアクセスされる。例えば、照
明製品のユーザーはＮＦＣ対応キオスクにて照明製品を読み取らせることにより保存され
た使用データを推薦システムに受動的に伝送し得る。ブロック８２０によって示されるよ
うに、照明システムのメモリから動作情報が回収される。ブロック８３０によって示され
るように、動作情報に基づきデータベースから取り替え製品が選択される。例えば、推薦
システムは製品情報を用いてデータベースへのクエリを生成し、ＥＯＬ照明製品の動作情
報から認められる使用パターンに従って照明関連機能及び既知の製品のセットからマッチ
を見つけることができる。ブロック８４０によって示されるように、選択された取り替え
製品に関する製品情報が例えばキオスクの映像表示ユニット上に表示される。表示される
推薦照明製品のセットを更に精査するために、推薦システムはユーザーと更に対話して照
明ユーザーの好みを更に決定してもよい。また、表示される取り替え製品のセットを更に
精査するために、ユーザーは提案される機能の特定の側面をフィルタリング又は変更して
もよい。
【００６３】
　［００７２］あるいは、上記キオスクの機能は、例えば遠隔配置される又は電話機にキ
ャッシュされる照明製品データベース及び推薦システムとリンクするＮＦＣ対応スマート
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フォン又はタブレットコンピュータによって置換又は補完され得る。この場合、ユーザー
は適時に自身の電話機上で照明製品をスワイプして使用に関する情報を引き出すことがで
き、また、例えばオンラインショップを介してこの使用に関連付けられる追加の照明オプ
ションを探すことができる。
【００６４】
　［００７３］データベースは保存メモリから回収される動作情報に基づいて更新されて
もよい。このようにすることで、キオスクは製品を推薦するときに考慮され得るユーザー
データを蓄積する役割を果たすことができる。例えば、動作情報は製品推薦精度及び粒度
を高めるために使用され得る。
【００６５】
ユーザー満足度データ
　［００７４］上記したように、照明製品自身が蓄積する使用データに加えて、例えば特
定の照明設定の満足又は不満を反映するコードによってリモートコントロール器具を介し
てかかる情報を入力及び伝達する適切な手段が利用可能な場合、照明製品は更にユーザー
満足度データ（フィードバック）を受け取って保存することができる。この場合、満足度
データは照明設定データと共に永続メモリ内に保存され、新しい照明製品を選択するため
に推薦システム４００（図４）によって処理される追加情報を提供する。
【００６６】
　［００７５］図９は、例示的なユーザー満足度情報収集システム９００の概略図である
。システムは照明製品９５０への満足度フィードバックを制御及び報告するためのリモー
トコントロール９２０を含む。リモートコントロール９２０は照明製品９５０と例えばＢ
ｌｕｅｔｏｏｔｈ（登録商標）又はＺｉｇｂｅｅ（登録商標）を介して無線通信してもよ
いし、又はリモートコントロール９２０は有線リモートでもよい。リモートコントロール
９２０は例えばオン／オフ及び選択カラー等の制御パラメータ及びフィードバックパラメ
ータ９６０の両方を照明製品９５０に送信し得る。リモートコントロール９２０は照明製
品９５０をオン／オフするための電源スイッチ９２１と、照明製品９５０からの生成光９
５５の色を選択するためのカラーホイール９２２とを含む。
【００６７】
　［００７６］更に、リモートコントロール９２０は、照明製品９５０に送信される満足
度パラメータ９６０を選択するために使用されるポジティブフィードバックボタン９２５
とネガティブフィードバックボタン９２６とを含む。例えば、ユーザーが生成光９５５の
色に満足する場合、ユーザーはポジティブフィードバックボタン９２５を押すことができ
、リモコンはその結果、カラーホイール９２２によって現在選択された現在選択されてい
る色を示す動作パラメータと共にフィードバックパラメータ９６０を送信し得る。
【００６８】
　［００７７］図９に示される例示的シナリオでは、ユーザーは自身がカラーホイール９
２２によって選択した色に満足していないことを照明製品に示している。この場合、照明
製品９５０は例えば時間を経て統計的に蓄積された満足度と共にその設定を保存する。
【００６９】
再生利用
　［００７８］上記推薦システムの機能の一部は、ＥＯＬ照明製品から回収された情報を
ＥＯＬ照明製品の回収及びリサイクル中に活用するために使用され得る。回収情報は、例
えば自動分類及びリサイクルプロセスを補助するためにメモリユニットから回収され得る
製品に関する静的情報、例えばその構成材料及び解体方法を含み得る。
【００７０】
　［００７９］ある例示的状況では、上記推薦システムを備える店舗にＥＯＬ照明製品を
持ち込んだ後、照明製品ユーザーは新しい取り替え製品の購入時又は購入後に古い照明製
品を廃棄する。廃棄された照明製品は回収及びリサイクルフェーズ中、推薦システムと同
じ通信プロセスを使用して識別及び追跡され得る。あるいは、推薦システムが再生利用／
リサイクルでの使用のために廃棄された照明製品用の識別スキャンラベルを生成してもよ
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い。再生利用中、例えばメモリユニット及び通信電子機器（ＲＦＩＤタグ）等の照明ユニ
ットからの部品は、新しい照明製品内での再利用又は転用のために照明製品から分離され
る。
【００７１】
　［００８０］図１０は、上記シナリオでの照明製品の使用フェーズを示す。図１０Ａは
、使用及び／又は満足度データが内部メモリユニット内に保存される通常の使用フェーズ
中の照明製品を示す。図１０Ｂは照明製品のＥＯＬを示す。図１０Ｃは、ＥＯＬ照明製品
を保持して推薦システムとインタラクトするユーザーを示し、ユーザーは取り替え照明製
品を選択するための情報を受け取る。図１０Ｄは、購入した取り替え製品を持つユーザー
がＥＯＬ照明製品をリサイクルビンに廃棄している様子を示す。図１０Ｅは、再生利用情
報を無線回収するためにスキャンされているＥＯＬ製品を示す。図１０Ｆは、再利用のた
めにＥＯＬ製品から分離されている部品を示す。
【００７２】
　［００８１］幾つかの発明実施形態を本明細書に説明し例示したが、当業者であれば、
本明細書にて説明した機能を実行するための、並びに／又は、本明細書にて説明した結果
及び／若しくは１つ以上の利点を得るための様々な他の手段及び／若しくは構造体を容易
に想到できよう。また、このような変更及び／又は改良の各々は、本明細書に説明される
発明実施形態の範囲内であるとみなす。より一般的には、当業者であれば、本明細書にて
説明されるすべてのパラメータ、寸法、材料、及び構成は例示のためであり、実際のパラ
メータ、寸法、材料、及び／又は構成は、発明教示内容が用いられる１つ以上の特定用途
に依存することを容易に理解できよう。当業者であれば、本明細書にて説明した特定の発
明実施形態の多くの等価物を、単に所定の実験を用いて認識又は確認できよう。したがっ
て、上記実施形態は、ほんの一例として提示されたものであり、添付の請求項及びその等
価物の範囲内であり、発明実施形態は、具体的に説明された又はクレームされた以外に実
施可能であることを理解されるべきである。本開示の発明実施形態は、本明細書にて説明
される個々の特徴、システム、品物、材料、キット、及び／又は方法に関する。さらに、
２つ以上のこのような特徴、システム、品物、材料、キット、及び／又は方法の任意の組
み合わせも、当該特徴、システム、品物、材料、キット、及び／又は方法が相互に矛盾し
ていなければ、本開示の本発明の範囲内に含まれる。
【００７３】
　［００８２］本明細書にて定義されかつ用いられた定義はすべて、辞書の定義、参照す
ることにより組み込まれた文献における定義、及び／又は、定義された用語の通常の意味
に優先されて理解されるべきである。
【００７４】
　［００８３］本明細書及び特許請求の範囲では、明らかに反対に示されない限り、要素
は「少なくとも１つ」を意味するものと理解されるべきである。
【００７５】
　［００８４］本明細書及び特許請求の範囲にて使用される「及び／又は」との表現は、
等位結合された要素の「いずれか又は両方」を意味すると理解すべきである。すなわち、
要素は、ある場合は接続的に存在し、その他の場合は離接的に存在する。「及び／又は」
を用いて列挙される複数の要素も同様に解釈されるべきであり、すなわち、要素のうちの
「１つ以上」が等位結合される。「及び／又は」節によって具体的に特定された要素以外
の他の要素も、それが具体的に特定された要素に関連していても関連していなくても、任
意選択的に存在してよい。本明細書及び特許請求の範囲において、「又は」は、上記で定
義した「及び／又は」と同じ意味を有すると理解されるべきである。例えば、列挙される
項目を分けるとき、「又は」又は「及び／又は」は包括的であると解釈されるべきであり
、つまり、複数の又は列挙される要素の少なくとも１つ及び２つ以上、並びに、任意で、
付加的な列挙されない項目を含む。明確に反する用語、例えば「１つのみ」若しくは「た
だ１つ」、又は特許請求の範囲で使用される場合の「～からなる」等のみが複数の又は列
挙される要素のただ１つの要素を含むことを意味する。概して、本明細書で使用される「
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又は」との用語は、「いずれか」、「～のうちの１つ」、「１つのみ」、又は「ただ１つ
」等の排他的用語を伴う場合にのみ排他的選択（すなわち「両方ではなくどちらか一方」
）を示すと解されるべきである。
【００７６】
　［００８５］さらに、特に明記されない限り、本明細書に記載された２つ以上のステッ
プ又は動作を含むどの方法においても、当該方法のステップ又は動作の順番は、記載され
た方法のステップ又は動作の順序に必ずしも限定されないことを理解すべきである。また
、請求項において、括弧内に登場する任意の参照符号は、便宜上、提供されているに過ぎ
ず、当該請求項をいかようにも限定することを意図していない。
【００７７】
　［００８６］特許請求の範囲においても上記明細書においても、「備える」、「含む」
、「担持する」、「有する」、「含有する」、「関与する」、「保持する」、「～から構
成される」等といったあらゆる移行句は、非制限的、すなわち、含むがそれに限定されな
いことを意味すると理解すべきである。「～からなる」及び「本質的に～からなる」とい
った移行句のみが、制限又は半制限移行句である。

【図９】

【図１０（Ａ）】

【図１０（Ｂ）】

【図１０（Ｃ）】

【図１０（Ｄ）】

【図１０（Ｅ）】
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