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(57)【要約】
　複数のＬＥＤ１４０、２４０、３４０、４４０、５４
０、６４０ａ／ｂ、７４０を囲う光学部品を含むＬＥＤ
ベース照明器具１０、１１０、２１０、３１０、４１０
、５１０、６１０、７１０が開示される。光学部品は、
複数のＬＥＤの光出力を混合するための複数の内側反射
表面を有してもよく、さらに、内部反射されたＬＥＤの
光出力がＬＥＤベース照明器具から出る際に通過する透
過性拡散板３０、１３０、２３０、３３０、４３０、５
３０、６３０ａ／ｂ、７３０ａ／ｂを有してもよい。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　下部反射表面と、
　前記下部反射表面上の複数のＬＥＤと、
　前記複数のＬＥＤの上方に設けられた遮蔽反射表面であって、前記複数のＬＥＤの頂点
を越えて、後部反射表面に向かって延びる遮蔽反射表面と、
　前記遮蔽反射表面の上方に延在する透過性拡散板とを含み、
　前記遮蔽反射表面は、前記下部反射表面と前記透過性拡散板との間に配置され、
　前記複数のＬＥＤからの光出力の少なくとも一部は、前記透過性拡散板を通過する前に
、前記遮蔽反射表面、前記下部反射表面、そして前記後部反射表面によって反射される、
ＬＥＤベース照明器具。
【請求項２】
　前記透過性拡散板は弓状の形状を有する、請求項１に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項３】
　前記透過性拡散板は、前記複数のＬＥＤの見通し線上に無い、請求項１に記載のＬＥＤ
ベース照明器具。
【請求項４】
　前記遮蔽反射表面は線形である、請求項３に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項５】
　前記後部反射表面と前記下部反射表面とは実質的に互いに垂直である、請求項１に記載
のＬＥＤベース照明器具。
【請求項６】
　下部反射表面と、
　前記下部反射表面に隣接し、光出力を主に前記下部反射表面から離れる方向に向ける複
数のＬＥＤであって、前記複数のＬＥＤは、第１の色の第１ＬＥＤ及び前記第１の色とは
異なる第２の色の第２ＬＥＤを含む、複数のＬＥＤと、
　前記複数のＬＥＤから空間をおいて配置され、前記複数のＬＥＤからの前記光出力の大
部分と交差する遮蔽反射表面と、
　隣接する前記下部反射表面から上方向に延びる、前記遮蔽反射表面から空間をおいて配
置された後部反射表面とを含み、
　前記複数のＬＥＤからの前記光出力の少なくとも一部は、前記透過性拡散板を通過する
前に、前記遮蔽反射表面、前記下部反射表面、そして前記後部反射表面によって反射され
、
　前記光出力の少なくとも一部は、前記透過性拡散板を通過する前に、前記遮蔽反射表面
及び前記下部反射表面によって反射されることなく、前記後部反射表面によって反射され
る、ＬＥＤベース照明器具。
【請求項７】
　前記下部反射表面は平面状である、請求項６に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項８】
　前記後部反射表面は平面状であり、前記後部反射表面と前記下部反射表面とは実質的に
互いに垂直ではない、請求項７に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項９】
　前記遮蔽反射表面は平面状である、請求項７に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１０】
　前記遮蔽反射表面と前記下部反射表面とは、互いに対して１５°～４０°の角度をなす
、請求項９に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１１】
　前記下部反射表面、前記遮蔽反射表面、及び前記後部反射表面のうちの少なくとも１つ
は拡散反射性である、請求項６に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１２】
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　前記透過性拡散板は弓状の形状を有する、請求項６に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１３】
　前記後部反射表面の少なくとも７０％は前記複数のＬＥＤへの見通し線を有する、請求
項６に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１４】
　前記後部反射表面は、上部突出反射表面を含み、前記上部突出反射表面は、概ね前記遮
蔽反射表面に向かって内側に延び、前記遮蔽反射表面の上方に位置する、請求項６に記載
のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１５】
　下部反射表面と、
　前記下部反射表面から上方向に延びる後部反射表面と、
　下端及び上端を有する遮蔽反射表面であって、前記下端は、前記上端より前記後部反射
表面から遠く、前記上端より前記下部反射表面に近い、遮蔽反射表面と、
　前記下部反射表面と前記遮蔽反射表面との間に配置される複数のＬＥＤであって、前記
複数のＬＥＤは、光出力を主に前記遮蔽反射表面の方に向け、また第１の色の第１ＬＥＤ
及び前記第１の色とは異なる第２の色の第２ＬＥＤを含む、複数のＬＥＤと、
　前記遮蔽反射表面の上方に延在し、前記後部反射表面と前記下部反射表面との間に配置
される、透過性拡散板とを含み、
　前記複数のＬＥＤからの前記光出力の少なくとも一部は、前記透過性拡散板を通過する
前に、前記遮蔽反射表面、前記下部反射表面、そして前記後部反射表面によって反射され
、
　前記光出力の少なくとも一部は、前記透過性拡散板を通過する前に、前記遮蔽反射表面
及び前記下部反射表面によって反射されることなく、前記後部反射表面によって反射され
る、ＬＥＤベース照明器具。
【請求項１６】
　前記透過性拡散板、及び／又は前記遮蔽反射表面は弓状の形状を有する、請求項１５に
記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１７】
　前記遮蔽反射表面内に割り込む、前記遮蔽反射表面の前記上端より前記遮蔽反射表面の
前記下端に近い位置に配置される透過窓をさらに含む、請求項１５に記載のＬＥＤベース
照明器具。
【請求項１８】
　前記透過性拡散板の各端部に透過性エンドキャップをさらに有する、請求項１５に記載
のＬＥＤベース照明器具。
【請求項１９】
　前記遮蔽反射表面と前記下部反射表面とは、互いに対して１５°～４０°の角度をなす
、請求項１５に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項２０】
　前記透過性拡散板は、前記後部反射表面が前記透過性拡散板の一部と前記複数のＬＥＤ
との間に配置されるよう、前記後部反射表面の背後に延在する、請求項１５に記載のＬＥ
Ｄベース照明器具。
【請求項２１】
　前記透過性拡散板は、前記後部反射表面と前記下部反射表面との間に全体が延在する、
請求項１５に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項２２】
　第１及び第２下部反射表面と、
　前記第１及び第２下部反射表面のそれぞれから上方向に延び、前記第１及び第２下部反
射表面の対応する一方に対して実質的に垂直である、第１及び第２対向後部表面と、
　第１下端及び第１上端を有する第１遮蔽反射表面であって、前記第１下端は、前記第１
上端より前記第１後部反射表面から遠く、前記第１上端より前記第１下部反射表面に近い
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、第１遮蔽反射表面と、
　第２下端及び第２上端を有する第２遮蔽反射表面であって、前記第２下端は、前記第２
上端より前記第２後部反射表面から遠く、前記第２上端より前記第２下部反射表面に近い
、第２遮蔽反射表面と、
　前記第１下部反射表面と前記第１遮蔽反射表面との間に配置される複数のマルチチャネ
ル第１チャンバＬＥＤであって、前記複数の第１チャンバＬＥＤは、第１チャンバ光出力
を主に前記第１遮蔽反射表面の方に向ける、複数のマルチチャネル第１チャンバＬＥＤと
、
　前記第２下部反射表面と前記第２遮蔽反射表面との間に配置される複数のマルチチャネ
ル第２チャンバＬＥＤであって、前記複数の第２チャンバＬＥＤは、第２チャンバ光出力
を主に前記第２遮蔽反射表面の方に向ける、複数のマルチチャネル第２チャンバＬＥＤと
、
　前記第１遮蔽反射表面及び前記第２遮蔽反射表面の上方に延在する透過性拡散板とを含
み、
　前記第１光出力及び前記第２光出力の大部分は、前記透過性拡散板を通過する前に、そ
れぞれ少なくとも１回は反射される、ＬＥＤベース照明器具。
【請求項２３】
　前記透過性拡散板は、端と端とが接するように配置された第１拡散板及び第２拡散板を
含む、請求項２２に記載のＬＥＤベース照明器具。
【請求項２４】
　前記第１後部反射表面及び前記第２後部反射表面は、共通の構造体上に対向するように
配置される、請求項２２に記載のＬＥＤベース照明器具。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　［０００１］本発明は、一般的にはＬＥＤベース照明器具に向けられる。より具体的に
は、本明細書に開示される様々な方法及び装置は、複数のＬＥＤを囲む混合光学部品を有
するＬＥＤベース照明器具に関する。
【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）等の半導体光源
に基づく照明は、旧来の蛍光灯、ＨＩＤランプ、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、高エネルギー変換効率、高光学効率、耐久性、低運
転コスト等を含む。ＬＥＤ技術における近年の進歩は、多くの用途において多様な照明効
果を可能にする効率的且つ強固なフルスペクトル光源を提供してきた。これらの光源を具
現化する照明器具のいくつかは、例えば赤色、緑色、及び青色等の異なる色を生成するこ
とが可能な１つ以上のＬＥＤ、並びに、様々な色及び色彩変化照明効果を生成するために
各ＬＥＤの出力を独立して制御するプロセッサを含む照明モジュールを有することを特徴
とする（例えば、本明細書に参照によって組み込まれる米国特許第６，０１６，０３８号
及び米国特許第６，２１１，６２６号に詳細に記載）。
【０００３】
　［０００３］異なる色を生成することができる１つ以上のＬＥＤを含む照明器具の多く
において、ＬＥＤベース照明器具から光出力が出て行く前に、かかるＬＥＤの光出力を適
切に混合することが望ましい場合がある。ＬＥＤの適切な混合は、照明器具の光出力にお
ける望ましくない色彩の不均一性を低減し、より望ましい光出力特性を与える。混合ソリ
ューションの実施において、多くの照明器具は複数の大きな混合室を使用し、且つ／又は
単一の平面状の光出口からのみ照明を供給する。かかる構成は、望ましくないサイズが大
きい混合ソリューション、及び／又は利用性が限定された混合ソリューションを生じ得る
。
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【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　［０００４］したがって、当該分野には、複数のＬＥＤからの光出力を良好に混合し、
また任意で既存の混合ソリューションが有する１つ以上の欠点を克服できるＬＥＤベース
照明器具を提供するニーズが存在する。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　［０００５］本開示は、複数のＬＥＤを囲う混合光学部品を含むＬＥＤベース照明器具
のための方法及び装置に向けられる。混合光学部品は、複数のＬＥＤの光出力を混合する
ための複数の内側反射表面を有する。また、混合光学部品は、内部反射されたＬＥＤの光
出力がＬＥＤベース照明器具から出るために通過する透過性拡散板を含む。いくつかの実
施形態において、各ＬＥＤベース照明器具がマルチピクセルディスプレイの１つのピクセ
ルを形成するよう、複数のＬＥＤベース照明器具を１つ以上の設置表面上に互いに隣接し
て設置してもよい。
【０００６】
　［０００６］一般的に、一側面において、ＬＥＤベース照明器具は、下部反射表面及び
下部反射表面上の複数のＬＥＤを含む。複数のＬＥＤは、第１の色の第１ＬＥＤ、及び第
１の色とは異なる第２の色の第２ＬＥＤを含む。複数のＬＥＤの上方には遮蔽反射表面が
設けられ、遮蔽反射表面は、複数のＬＥＤの頂点を越えて後部反射表面に向かって延びる
。透過性拡散板は、遮蔽反射表面の上方に延在する。遮蔽反射表面は、下部反射表面と透
過性拡散体との間に配置される。複数のＬＥＤからの光出力の少なくとも一部は、透過性
拡散板を通過する前に、遮蔽反射表面、下部反射表面、そして後部反射表面によって反射
される。
【０００７】
　［０００７］いくつかの実施形態において、透過性拡散板は弓状の形状を有する。
【０００８】
　［０００８］いくつかの実施形態において、透過性拡散板は複数のＬＥＤへの見通し線
上にない。
【０００９】
　［０００９］いくつかの実施形態において、遮蔽反射表面は線形である。
【００１０】
　［００１０］いくつかの実施形態において、後部反射表面と下部反射表面とは互いに実
質的に垂直である。
【００１１】
　［００１１］一般的に、他の側面において、ＬＥＤベース照明器具は、下部反射表面と
、下部反射表面に隣接し、光出力を主に下部反射表面から離れる方向に向ける複数のＬＥ
Ｄとを含む。複数のＬＥＤは、第１の色の第１ＬＥＤ、及び第１の色とは異なる第２の色
の第２ＬＥＤを含む。また、複数のＬＥＤから空間をおいて遮蔽反射表面が配置され、遮
蔽反射表面は、複数のＬＥＤからの光出力の大部分と交差する。また、隣接する下部反射
表面から上方向に延びる、遮蔽反射表面から離れて配置される後部反射表面が含まれる。
さらに、遮蔽反射表面の上方に延在する透過性拡散板が含まれる。透過性拡散板は、後部
反射表面の少なくとも一部への見通し線を有し、複数のＬＥＤへの見通し線を有さない。
複数のＬＥＤからの光出力の少なくとも一部は、透過性拡散板を通過する前に、遮蔽反射
表面、下部反射表面、そして後部反射表面によって反射される。光出力の少なくとも一部
は、透過性拡散板を通過する前に、遮蔽反射表面及び下部反射表面によって反射されるこ
となく、後部反射表面によって反射される。
【００１２】
　［００１２］いくつかの実施形態において、下部反射表面は平面状である。これらの実
施形態のいくつかの変形例において、後部反射表面は平面状であり、後部反射表面と下部
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反射表面とは互いに実質的に垂直である。　
【００１３】
　［００１３］いくつかの実施形態において、遮蔽反射表面は平面状である。これらの実
施形態のいくつかの変形例において、遮蔽反射表面と下部反射表面とは、互いに対して１
５°～４０°の角度をなす。
【００１４】
　［００１４］いくつかの実施形態において、下部反射表面、遮蔽反射表面、及び後部反
射表面のうちの少なくとも１つは拡散反射性である。
【００１５】
　［００１５］いくつかの実施形態において、下部反射表面、遮蔽反射表面、及び後部反
射表面のうちの少なくとも１つは鏡面反射性である。これらの実施形態のいくつかの変形
例において、下部反射表面及び遮蔽反射表面は鏡面反射性であり、後部反射表面は拡散反
射性である。
【００１６】
　［００１６］いくつかの実施形態において、透過性拡散板は弓状の形状を有する。
【００１７】
　［００１７］いくつかの実施形態において、後部反射表面の少なくとも７０％は複数の
ＬＥＤへの見通し線を有する。
【００１８】
　［００１８］いくつかの実施形態において、後部反射表面は、概ね遮蔽反射表面に向か
って内側に延び、遮蔽反射表面の上方に位置する上部突出反射表面を有する。　
【００１９】
　［００１９］一般的に、他の側面において、ＬＥＤベース照明器具は、下部反射表面、
下部反射表面から上方向に延びる後部反射表面、並びに下端及び上端を有する遮蔽反射表
面を有する。下端は、上端より後部反射表面から遠く、上端より下部反射表面に近い。ま
た、下部反射表面と遮蔽反射表面との間には複数のＬＥＤが配置される。複数のＬＥＤは
、光出力を主に遮蔽反射表面の方に向け、また第１の色の第１ＬＥＤ及び第１の色とは異
なる第２の色の第２ＬＥＤを含む。また、遮蔽反射表面の上方に延在し、後部反射表面と
下部反射表面との間に配置される透過性拡散板が含まれる。複数のＬＥＤからの光出力の
少なくとも一部は、透過性拡散板を通過する前に、遮蔽反射表面、下部反射表面、そして
後部反射表面によって反射される。光出力の少なくとも一部は、透過性拡散板を通過する
前に、遮蔽反射表面及び下部反射表面によって反射されることなく、後部反射表面によっ
て反射される。
【００２０】
　［００２０］いくつかの実施形態において、透過性拡散板は弓状の形状を有する。
【００２１】
　［００２１］いくつかの実施形態において、ＬＥＤベース照明器具は、遮蔽反射表面に
割り込む、遮蔽反射表面の上端より遮蔽反射表面の下端に近い位置に配置された透過窓を
さらに含む。
【００２２】
　［００２２］いくつかの実施形態において、遮蔽反射表面は弓状の形状を有する。
【００２３】
　［００２３］いくつかの実施形態において、ＬＥＤベース照明器具は、透過性拡散板の
各端部におけるエンドキャップをさらに有する。これらの実施形態のいくつかの変形例に
おいて、エンドキャップのうちの少なくとも１つは透過性である。
【００２４】
　［００２４］いくつかの実施形態において、遮蔽反射表面と下部反射表面とは、互いに
対して１５°～４０°の角度をなす。
【００２５】
　［００２５］いくつかの実施形態において、後部反射表面が透過性拡散板の一部と複数
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のＬＥＤとの間に配置されるよう、透過性拡散板は、後部反射表面の背後に延びる。透過
性拡散板は、後部反射表面と下部反射表面との間に全体が延在してもよい。
【００２６】
　［００２６］一般的に、他の側面において、ＬＥＤベース照明器具は、第１及び第２下
部反射表面と、それぞれ第１及び第２下部反射表面のうちの対応する１つから上方向に延
びる第１及び第２対向後部表面とを含む。第１及び第２対向後部表面は、対応する第１及
び第２下部反射表面と実質的に垂直である。また、第１下端及び第１上端を有する第１遮
蔽反射表面が含まれる。第１下端は、第１上端より第１後部反射表面から遠く、第１上端
より第１下部反射表面に近い。さらに、第２下端及び第２上端を有する第２遮蔽反射表面
が含まれる。第２下端は、第２上端より第２後部反射表面から遠く、第２上端より第２下
部反射表面に近い。また、第１下部反射表面と第１遮蔽反射表面との間には複数のマルチ
チャネル第１チャンバＬＥＤが配置される。複数の第１チャンバＬＥＤは、第１チャンバ
光出力を主に第１遮蔽反射表面の方に向ける。また、第２下部反射表面と第２遮蔽反射表
面との間には複数のマルチチャネル第２チャンバＬＥＤが配置される。複数の第２チャン
バＬＥＤは、第２チャンバ光出力を主に第２遮蔽反射表面の方に向ける。第１遮蔽反射表
面及び第２遮蔽反射表面の上方には透過性拡散板が延在する。第１光出力及び第２光出力
の大部分は、透過性拡散板を通過する前に、それぞれ少なくとも１回反射される。
【００２７】
　［００２７］いくつかの実施形態において、透過性拡散板は、端と端とが接するように
配置された第１拡散板及び第２拡散板を含む。
【００２８】
　［００２８］いくつかの実施形態において、第１後部反射表面及び第２後部反射表面は
、共通する構造上に対向するように配置される。
【００２９】
　［００２９］本開示の目的のために本明細書で使用される限り、用語「ＬＥＤ」は、あ
らゆるエレクトロルミネセントダイオード、又は、電気信号に応じて放射可能な他のタイ
プのキャリア注入／結合ベースシステムを含むと理解されたい。したがって、用語ＬＥＤ
は、限定はされないが、電流に応じて発光する様々な半導体ベース構造、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トストリップ等を含む。特に、
用語ＬＥＤは、赤外線スペクトル、紫外線スペクトル、及び可視スペクトル（一般的に、
放射波長約４００～７００ｎｍを含む）の様々な部分のうちの１つ以上を放射するよう構
成され得るあらゆる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）を指
す。ＬＥＤのいくつかの例は、限定されないが、様々な種類の赤外線ＬＥＤ、紫外線ＬＥ
Ｄ、赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、黄色ＬＥＤ、こはく色ＬＥＤ、橙色ＬＥＤ、
及び白色ＬＥＤ（下記においてより詳細に説明）を含む。また、ＬＥＤは、所与のスペク
トルに対して様々なバンド幅（例えば、狭いバンド幅、広いバンド幅）（例えば、半値全
幅ＦＷＨＭ）を有し、また所与の一般的な色カテゴリ内に様々な主波長を有する放射線を
生成するよう構成及び／又は制御されてもよいことを理解されたい。
【００３０】
　［００３０］例えば、基本的に白色光を生成するよう構成されたＬＥＤ（例えば、白色
ＬＥＤ）の一実施形態は、組み合わされて混ざると白色光を形成する、それぞれが異なる
エレクトロルミネセンススペクラムを出射する複数のダイを含んでもよい。他の実施形態
において、白色光ＬＥＤは、第１スペクトラムを有するエレクトロルミネセンスを異なる
第２スペクトルに変換する蛍光体材料を伴ってもよい。この実施形態の一例において、比
較的短い波長及び狭いバンド幅スペクトルを有するエレクトロルミネセンスは蛍光体材料
に（光を）「注入」し、蛍光体材料は、いくらか幅が広いスペクトルを有する、より長い
波長の放射線を放射する。
【００３１】
　［００３１］また、用語ＬＥＤ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されたい。例えば、上記のように、ＬＥＤは、それぞれが異な
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るスペクトルの放射線を出射するよう構成された複数のダイ（例えば、個別に制御可能又
は不可能である）を有する単一の発光デバイスを指してもよい。また、ＬＥＤは、ＬＥＤ
（例えば、白色ＬＥＤの一種）の一体的な部品として考えられる蛍光体を伴ってもよい。
一般的に、用語ＬＥＤは、パッケージＬＥＤ、非パッケージ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、何らかの種類の包装及び／又は光学素子（例えば、拡散レンズ）を含む
ＬＥＤ等を指してもよい。
【００３２】
　［００３２］用語「光源」は、限定はされないが、ＬＥＤベース光源（上記で定義され
た１つ以上のＬＥＤを含む）、白熱光源（例えば、フィラメントランプ、ハロゲンランプ
）、蛍光源、燐光源、高輝度放電（ＨＩＤ）源（例えば、ナトリウムランプ、水銀ランプ
、及びメタルハライドランプ）、レーザ、他の種類の電子発光源、高熱発光源（例えば炎
）、キャンドル発光源（例えば、ガスマントル、炭素アーク放射線源）、光ルミネセンス
源（例えば、放電光源）、電子飽和を利用するカソード発光源、ガルバノ発光源、水晶発
光源、キネ（ｋｉｎｅ－）発光源、熱発光源、摩擦発光源、ソノルミネッセンス発光源、
放射発光源、及び発光ポリマーを含む様々な放射線源のうちの任意の１つ以上を指すと理
解されたい。
【００３３】
　［００３３］所与の光源は、可視スペクトル内、可視スペクトル外、又は両者の組み合
わせの電磁放射線を生成するよう構成されてもよい。よって、本明細書において、用語「
光」及び「放射線」は交換可能に使用される。また、光源は、一体的な部品として、１つ
以上のフィルタ（例えば、カラーフィルタ）、レンズ、又は他の光学部品を含んでもよい
。また、光源は、限定はされないが、指示、表示、及び／又は照明を含む様々な用途のた
めに構成されてもよいと理解されるべきである。「照明源」とは、室内又は室外空間を効
果的に照らすのに十分な光束を有する放射線を生成するよう構成された光源である。この
文脈において、「十分な光束」とは、環境照明を提供するために空間又は環境内で生成さ
れる可視スペクトル内の十分な放射パワーを指す（すなわち、間接的に知覚され得る光、
及び、例えば完全に又は部分的に知覚される前に、１つ以上の様々な介在表面によって反
射され得る光）。また、十分な光速はルーメン（ｌｍ）単位の放射線を指してもよい。
【００３４】
　［００３４］用語「スペクトル」は、１つ以上の光源によって生成された放射の任意の
１つ以上の周波数（又は波長）を指すと理解されるべきである。したがって、用語「スペ
クトル」は、可視範囲内の周波数（又は波長）だけでなく、赤外線、紫外線、及び全電磁
スペクトルの他の領域内の周波数（又は波長）も指す。また、所与のスペクトルは、比較
的狭いバンド幅（例えば、基本的に少数の周波数又は波長成分を有するＦＷＨＭ）又は比
較的広いバンド幅（様々な相対的強弱度を有するいくつかの周波数又は波長成分）を有し
てもよい。また、所与のスペクトルは、複数の他のスペクトルの混合により得られてもよ
い（例えば、それぞれが特有のスペクトルを有する複数の光源から出射される放射の混合
）。
【００３５】
　［００３５］本開示の目的において、用語「色」は、用語「スペクトル」と交換可能に
使用される。ただし、用語「色」は、通常は主に観測者によって知覚可能な放射の特性を
指すために使用される（ただし、この使用法はこの用語の範囲を限定することを意図しな
い）。したがって、用語「異なる色」は、異なる波長成分及び／又はバンド幅を有する複
数のスペクトルを示唆する。また、用語「色」は、白色光及び非白色光の両方に関して使
用されてもよいことを理解されたい。
【００３６】
　［００３６］用語「色温度」は、本明細書においては通常は白色光に関して使用される
が、この使用法はこの用語の範囲を限定することを意図しない。色温度とは、基本的に白
色光の特定の色の量又は色合い（例えば、赤味がかった、青味がかった）を指す。所与の
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放射サンプルの色温度は、慣習的に、当該放射サンプルと実質的に同じスペクトルを放射
する黒体放射源の温度（Ｋ）によって特徴付けられる。黒体放射源色温度は、一般的には
約７００Ｋ～１０，０００Ｋの範囲内に含まれ、白色光は、通常１５００～２０００Ｋ以
上の色温度で知覚される。
【００３７】
　［００３７］低い色温度は、一般的には赤成分が強い、又は「暖かい印象」を有する白
色光を示し、一方、高い色温度は、一般的には青成分が強い、又は「涼しい（寒い）印象
」を有する白色光を示す。例として、火の色温度は約１，８００Ｋであり、慣習的な白色
電球の色温度は約２，８４８Ｋであり、早朝の日光の色温度は約３，０００Ｋであり、曇
った昼の空の色温度は約１０，０００Ｋである。色温度約３，０００Ｋの白色光下で観察
されるカラー画像は比較的赤味がかった色調を有し、一方、色温度約１０，０００Ｋの白
色光下で観察される同じ画像は比較的青味がかった色調を有する。
【００３８】
　［００３８］本明細書において、用語「照明ユニット」は同じ又は異なる種類の１つ以
上の光源を含む装置を指す。所与の照明ユニットは、光源の様々な取り付け方法、筐体／
ハウジング構成及び形状、並びに／又は電気的及び機械的接続構成のうちの任意の１つを
有してもよい。また、所与の照明ユニットは、光源の動作と関連する様々な他の要素（例
えば、制御回路）を任意で伴ってもよい（例えば、含む、連結される、及び／又はともに
パッケージングされる）。「ＬＥＤベース照明ユニット」とは、単体の又は他の非ＬＥＤ
ベース光源と組み合わされた上記のようなＬＥＤベース光源を１つ以上含む照明ユニット
を指す。「マルチチャネル」照明ユニットとは、異なる放射スペクトルを生成するように
構成された少なくとも２つの光源を含むＬＥＤベース又は非ＬＥＤベース照明ユニットを
指し、各光源のスペクトルは、マルチチャネル照明ユニットの「チャネル」と呼ばれる場
合がある。
【００３９】
　［００３９］用語「照明器具」は、特定のフォームファクタ、アセンブリ、又はパッケ
ージを有する１つ以上の照明ユニットの実装又は構成を指す。いくつかの実施形態におい
て、本明細書に説明されるＬＥＤベース照明器具は、可視（直視型）製品において用いら
れてもよい。例えば、いくつかの実施形態において、ユーザがＬＥＤベース照明器具の外
面の発光部を直接見ることができるよう１つ以上のＬＥＤベース照明器具が実装されても
よい。これらの実施形態のいくつかの変形例において、ＬＥＤベース照明器具の内部混合
によりＬＥＤベース照明器具内の複数のマルチチャネルＬＥＤを十分に混合し、直接観察
された際、ＬＥＤベースが均質な光を発するかに見えるようにしてもよい。
【００４０】
　［００４０］本明細書において、用語「コントローラ」は、一般的には１つ以上の光源
の動作に関連する様々な装置を説明するために用いられる。コントローラは、本明細書で
説明される多様な機能を実行するために、多数の態様で実装できる（例えば、専用のハー
ドウェアによって）。「プロセッサ」は、コントローラの一例であり、本明細書において
説明される多様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得る１つ以上のマイクロプロセッサを使用する。コントローラは
、プロセッサを使用して又は使用せずに実装されてもよく、また、いくつかの機能を実行
する専用ハードウェアと、他の機能を実行するプロセッサ（例えば、１つ以上のプログラ
ミングされたマイクロプロセッサ及び関連する回路）との組み合わせとしても実装できる
。本開示の多様な実施形態において使用され得るコントローラ部品の例は、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）、及びフィールドプ
ログラマブルゲートアレイ（ＦＰＧＡ）である。
【００４１】
　［００４１］上記概念、及び下記において詳細に説明される他の概念の組み合わせの全
てが（かかる概念が互いに矛盾しないことを前提として）、本明細書が開示する主題の一
部として考えられることを理解されたい。特に、本開示の末尾に提示される特許請求の主
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題の組み合わせは、全て本開示の主題の一部として考えられる。また、本明細書で明確に
使用され、また、参照によって組み込まれる開示内に現れる用語は、本開示が開示する特
定の概念と最も調和する意味を与えられるべきであると理解されたい。
【図面の簡単な説明】
【００４２】
　［００４２］図面において、同様の参照符号は一般的には異なる図面を通して同じ部分
（部品）を指す。また、図面は必ずしも寸法通りである必要はなく、本発明の原理を概略
的に説明するために、強調されてもよい。
【００４３】
【図１】［００４３］図１は、ＬＥＤベース照明器具の第１実施形態の斜視図を示す。
【図２】［００４４］図２は、図１のＬＥＤベース照明器具の側面図、並びに光遮蔽領域
及び光透過領域を示す。
【図３Ａ】［００４５］図３Ａは、ＬＥＤベース照明器具の第２実施形態の概略的な側面
図を示す。
【図３Ｂ】［００４６］図３Ｂは、図３ＡのＬＥＤベース照明器具の第２実施形態の概略
的な側面図、及びＬＥＤベース照明器具の複数のＬＥＤのうちの１つから放射された例示
的な光線を示す。
【図３Ｃ】［００４７］図３Ｃは、図３ＡのＬＥＤベース照明器具の第２実施形態の概略
的な側面図、ＬＥＤベース照明器具の複数のＬＥＤの見通し線切り取り線、及び複数のＬ
ＥＤのうちの１つから放射された例示的な光線を示す。
【図３Ｄ】［００４８］図３Ｄは、図３ＡのＬＥＤベース照明器具の第２実施形態の概略
的な上面図、及びＬＥＤベース照明器具の複数のＬＥＤのうちの２つから放射された例示
的な光線を示し、ＬＥＤベース照明器具の透過性拡散板は取り除かれており、またＬＥＤ
ベース照明器具の遮蔽反射板は透明に描かれている。
【図４】［００４９］図４は、ＬＥＤベース照明器具の第３実施形態の概略的な側面図、
及びＬＥＤベース照明器具の複数のＬＥＤのうちの１つから放射された例示的な光線を示
す。
【図５】［００５０］図５は、ＬＥＤベース照明器具の第４実施形態の概略的な側面図、
及びＬＥＤベース照明器具の複数のＬＥＤのうちの１つから放射された例示的な光線を示
す。
【図６】［００５１］図６は、ＬＥＤベース照明器具の第５実施形態の概略的な側面図を
示す。
【図７】［００５２］図７は、ＬＥＤベース照明器具の第６実施形態の概略的な側面図、
及びＬＥＤベース照明器具の複数のＬＥＤのうちの１つから放射された例示的な光線を示
す。
【図８】［００５３］図８は、ＬＥＤベース照明器具の第７実施形態の概略的な断面図を
示す。
【図９】［００５４］図９は、ＬＥＤベース照明器具の第８実施形態の概略的な断面図を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００４４】
　［００５５］異なる色のＬＥＤを取り入れる照明器具の多くには、色混合及び改良され
た光出力特性を提供するために、混合ソリューションが実装されている。混合ソリューシ
ョンの実装において、多くの照明器具は複数の大きな混合室を使用し、且つ／又は単一の
平面状光出口からのみ照明を供給する。かかる構成は、望ましくないサイズの大きい混合
ソリューション、及び／又は利用性が限定された混合ソリューションを生じるおそれがあ
る。したがって、出願人は、複数のＬＥＤからの光出力を良好に混合し、且つ任意で既存
の混合ソリューションの１つ以上の欠点を克服し得るＬＥＤベース照明器具の必要性を認
識した。
【００４５】
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　［００５６］ＬＥＤベース照明器具は、複数のＬＥＤを囲う混合光学部品を含み得る。
複数のＬＥＤは、任意で異なる色のＬＥＤでもよい。混合光学部品は、ＬＥＤの光出力を
混合するための複数の内側反射表面を含む。また、混合光学部品は内部反射されたＬＥＤ
の光出力が通過してＬＥＤベース照明器具から出る透過性拡散板を含む。ＬＥＤベース照
明器具のこの構成は、様々な実施形態において照明器具のコンパクト化及び薄型化を可能
にし、これにより、スペースが限定された用途における利用を可能にする。いくつかの実
施形態において、各ＬＥＤベース照明器具がマルチピクセルディスプレイの１つのピクセ
ルを形成するよう、複数のＬＥＤベース照明器具を１つ以上の設置表面上に隣接させて設
置してもよい。
【００４６】
　［００５７］より一般的には、出願人は、複数のＬＥＤからの光出力を良好に混合する
ことができるＬＥＤベース照明器具を提供する利益を認識及び理解した。
【００４７】
　［００５８］上記に照らして、本発明の多様な実施形態はＬＥＤベース照明器具に向け
られる。図１及び図２は、ＬＥＤベース照明器具１０の第１実施形態を示す。図１は、表
面１１上に設置されたＬＥＤベース照明器具１０の斜視図を示す。ＬＥＤベース照明器具
１０は、端部が不透明なエンドキャップ３４、３６で覆われた半円筒状外面透過性拡散板
３０を含む。代替的な実施形態において、エンドキャップ３４、３６の一方及び両方が透
過性でもよく、また任意で通過する光を拡散してもよい。
【００４８】
　［００５９］図２は、ＬＥＤベース照明器具１０の側面図を示す。また、当該側面図は
、複数のひし形矢印によって概略的に示される光遮蔽領域Ｂ、及び複数の矢印によって概
略的に示される光透過領域Ｔを示す。光遮蔽領域Ｂは、ＬＥＤベース照明器具１０内部の
ＬＥＤからの光が通過しない領域を概略的に定める。光透過領域Ｔは、ＬＥＤベース照明
器具１０の内部のＬＥＤからの光が、上記の内側反射構造体における例えば１回以上の反
射を経て通過する領域を概略的に定める。図２の構成は、例えば、ＬＥＤベース照明器具
１０がビルの窓部等の構造体上に垂直に取り付けられる際に使用され得る。かかる実施形
態において、光遮蔽領域Ｂは望ましくない光害を防ぐために空に向けられ、光透過領域Ｔ
は所望の照明対象に向けられる。本開示の利益を享受した当業者は、特定の用途のための
所望の光出力特性を実現するために、光遮蔽領域Ｂ及び／又は光透過領域Ｔの配置及び／
又はサイズを適宜調整してもよいことを認識及び理解するであろう。例えば、いくつかの
用途において、複数のＬＥＤベース照明器具が表面を共有し、それぞれが特有の光遮蔽領
域及び光透過領域を有するよう構成されてもよい。
【００４９】
　［００６０］図３Ａは、ＬＥＤベース照明ユニット１１０の第２実施形態の概略的な側
面図を示す。照明ユニット１１０は、下部構造１１２及び後部構造１１６を含む。後部構
造１１６は、下部構造１１２から上方に延び、下部構造１１２に対して垂直である。下部
構造１１２及び後部構造１１６は、ともに反射性の内側表面を有する。いくつかの実施形
態において、内側表面の１つ以上は拡散反射性でもよい。いくつかの実施形態において、
内側表面の１つ以上は鏡面反射性でもよい。下部構造１１２及び後部構造１１６は、直に
隣接し、直角をなす２つの別個の部品として図示されているが、代替的な実施形態におい
ては、下部構造１１２及び後部構造１１６は他の構成を有してもよい。例えば、いくつか
の実施形態において、下部構造１１２及び後部構造１１６は一体的な部品から形成されて
もよく、且つ／又は互いに対して垂直でなくともよい。また、例えば、いくつかの実施形
態において、下部構造１１２と後部構造１１６との間に任意で非反射性のギャップが存在
してもよい。
【００５０】
　［００６１］さらに、下端１２１及び上端１２２を有する遮蔽反射構造１２０が設けら
れる。下端１２１は、後部構造１１６から最も遠い下部構造１１２の端部に隣接する。上
端１２２は下端１２１より下部構造１１２から遠く、下端１２１より後部構造１１６に近
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い。遮蔽構造１２０の少なくとも下部構造１１２に面する表面は反射性である。いくつか
の実施形態において、当該表面は拡散反射性でもよい。いくつかの実施形態において、透
過性拡散板１３０に面する遮蔽構造１２０の表面も反射性でもよい。遮蔽構造１２０は下
部構造１１２とは別個の部品として、且つ下部構造と特定の角度をなすよう図示されてい
るが、代替的な実施形態において、遮蔽構造１２０及び後部構造１１６は一体的な部品か
ら形成されてもよく、且つ／又は互いに対して他の角度をなしてもよい。
【００５１】
　［００６２］下部構造１１２上に複数のＬＥＤ１４０が設置されている。図３ＡではＬ
ＥＤ１４０が１つだけしか図示されていないが、これは他のＬＥＤがこのＬＥＤの背後に
直線状に配置されているからである。代替的な実施形態において、ＬＥＤは非線形配列に
配置されてもよい。ＬＥＤ１４０は、光出力が主に下部構造１１２から離れ、且つ遮蔽反
射構造１２０の方に向かうよう配置される。図３Ｄに示すように、複数のＬＥＤ１４０は
、それぞれ黄色、緑色、青色、赤色、及び白色を発するＬＥＤ１４０Ｙ、１４０Ｇ、１４
０Ｂ、１４０Ｒ、及び１４０Ｗを含む。代替的な実施形態において、より多くの又は少な
いＬＥＤが設けられてもよく、さらに／あるいは任意でＬＥＤが異なる色を発してもよい
。いくつかの実施形態において、１つ以上のＬＥＤは代替的な構造、例えば下部構造１１
２上の熱伝導パッド、下部構造１１２上のヒートシンク、及び／又は他の設置構造上に設
置されてもよい。いくつかの実施形態において、１つ以上のＬＥＤ１４０は、図示の角度
とは異なる角度で設置されてもよい。例えば、いくつかの実施形態において、１つ以上の
ＬＥＤ１４０の主要出力軸は後部構造１１６側にシフトされてもよい。
【００５２】
　［００６３］透過性拡散板１３０は、下部構造１１２の一端に隣接する第１端部１３１
、及び後部構造１１６の上端に隣接する第２端部を有する。透過性拡散板１３０は弓状で
、遮蔽構造１２０の上方に延在する。代替的な実施形態において、透過性拡散板１３０は
、図示より短い又は長い距離延在してもよい。例えば、いくつかの実施形態において、第
２端部１３２は、図１の透過性拡散板３０のように後部構造の背後まで延びてもよい。ま
た、例えば、いくつかの実施形態において、透過性拡散板１３０は遮蔽構造１２０の下端
１２１まで完全に延びなくてもよく、且つ／又は後部構造１１６まで完全に延びなくても
よい。透過性拡散板１３０は光を透過し、また透過する光を拡散する。
【００５３】
　［００６４］図３Ｂは、ＬＥＤベース照明器具１１０の概略的な側面図を示し、またＬ
ＥＤ１４０のうちの１つから発せられた例示的な光線１ａ及び２を示す。光線１ａ及び２
は説明目的で議論及び図示され、さらなる光線が発せられることを理解されたい。光線１
ａは遮蔽構造１２０の反射表面に向かい、下部構造１１２の反射表面に向けて光線１ｂと
して反射され、そして後部構造１１６の反射表面に向けて光線１ｃとして反射される。光
線２はＬＥＤ１４０から後部構造１１６の反射表面に直接向かうように出射される。光線
２及び反射光線１ｃは後部構造１１６の反射表面において拡散反射され、光線３として透
過性拡散板１３０の方に向けられる。
【００５４】
　［００６５］図３Ｃは、ＬＥＤベース照明器具１１０の概略的な側面図を示し、また、
ＬＥＤ１４０の見通し線切り取り線Ｃ、及びＬＥＤのうちの１つから発せられた例示的な
光線４ａを示す。光線４ａは遮蔽構造１２０の反射表面の方に向けられ、下部構造１１２
の反射表面に向かって光線４ｂとして反射され、また後部構造１１６の反射表面に向かっ
て光線４ｅとして反射される。光線４ｂは、後部構造１１６の反射表面に向かって光線４
ｃとして反射され、後部構造１１６において、光線４ｄとして透過性拡散板１３０に向か
って、また、さらに反射されるよう遮蔽構造１２０の反射表面に向かって拡散反射される
。光線４ｅは透過性拡散体１３０に向かって光線４ｆとして拡散反射される。
【００５５】
　［００６６］ＬＥＤ１４０の切り取り線Ｃは、ＬＥＤ１４０への見通し線の切り取り線
を示す。図示のように、ＬＥＤ１４０は透過性拡散板１３０への真っ直ぐな見通し線を有
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しない。したがって、図示の実施形態において、ＬＥＤ１４０から出射された光線は、透
過性拡散板１３０と直接接触しない。ＬＥＤ１４０から出射された光線は、透過性拡散板
１３０を通過する前に１つ以上の反射表面において反射される。切り取り線Ｃは、後部構
造１１６の長さの約９０％まで延在する。いくつかの代替的な実施形態において、切り取
り線Ｃは、後部構造１１６のより高い位置又は低い位置まで延びてもよい（例えば、遮蔽
構造１２０及び／又は後部構造１１６の長さを操作することによって）。また、いくつか
の実施形態において、切り取り線Ｃは、透過性拡散板上まで延在してもよい（例えば、遮
蔽構造１２０の長さを操作することによって）。例えば、いくつかの実施形態において、
切り取り線Ｃは透過性拡散板１３０に数ｍｍかかるように延在してもよい。
【００５６】
　［００６７］図３Ｄは、ＬＥＤベース照明器具１１０の概略的な上面図を示す。図３Ｄ
では透過性拡散板１３０が取り除かれている。遮蔽反射板１２０は、その外周に沿って破
線によって、また遮蔽拡散板１２０の下のＬＥＤ１４０が見えるように半透明に図示され
ている。青色ＬＥＤ１４０Ｂから発せられた例示的な光線５、及び黄色ＬＥＤ１４０Ｙか
ら発せられた例示的な光線６が示される。図３Ｄでは他のＬＥＤ１４０Ｇ、１４０Ｒ、及
び１４０Ｗは作動していない。ＬＥＤ１４０は、本明細書に説明されるように所望の色出
力を得るべく１つ以上のＬＥＤ１４０を選択的に作動するコントローラに接続されてもよ
い。光線６は後部構造１１６の反射表面の方に向けられ、当該反射表面において水平方向
に拡散反射される。同様に、光線５は後部構造１１６の反射表面の方に向けられ、当該反
射表面において水平方向に拡散反射される。いくつかの実施形態において、エンドキャッ
プ１３４及び／又は１３６は反射性内側表面を有してもよい。いくつかの実施形態におい
て、エンドキャップ１３４及び／又は１３６は透過性でもよい。
【００５７】
　［００６８］いくつかの実施形態において、ＬＥＤベース照明器具１１０及び本明細書
に説明される他のＬＥＤベース照明器具はコンパクト化且つ薄型化が可能であり、これに
よりスペースが限定された用途で利用することができる。例えば、本明細書に説明される
多様な構成は、ＬＥＤベース照明器具１１０の高さ（下部構造１１２の底部から透過性拡
散板１３０の頂部）を約３０ｍｍにすることを可能にする。
【００５８】
　［００６９］図４は、ＬＥＤベース照明器具２１０の第３実施形態の概略的な側面図を
示す。また、図４は、ＬＥＤベース照明器具２１０のＬＥＤのうちの１つから発せられた
例示的な光線７ａを示す。図４～図９の実施形態において、照明器具のいくつかの要素は
、ＬＥＤベース照明器具１１０の所定の要素と同様の構成を共有する。したがって、図４
～図９のＬＥＤベース照明の多くの側面に関する説明は、簡潔さのために省略される。た
だし、＿ＸＸの番号を有するＬＥＤベース照明１１０のいくつかの側面は、否定的に記載
及び／又は図示されない限り、１ＸＸの番号を有するＬＥＤベース照明１１０の側面と共
通の構成を共有する。例えば、下部構造２１２は下部構造１１２と同様な構成を有する。
【００５９】
　［００７０］図４において、後部構造２１６の上部から反射性拡散体２１７が突出する
。反射性拡散体２１７は、透過性拡散板２３０の第１端部２３１の方により多くの光を向
ける拡散反射表面を有する。例えば、入射光線７ａは光線７ｂとして拡散反射される。代
替的な実施形態において、反射性拡散体２１７は鏡面反射性でもよく、且つ／又は後部構
造２１６と一体的に形成されてもよい。また、本開示の利益を享受した当業者は、反射性
拡散体２１７が異なる構成を有してもよく、且つ／又は入射光線を透過性拡散板２３０の
異なる部分に向けるよう傾斜をつけられてもよいことを認識及び理解するであろう。
【００６０】
　［００７１］図５は、ＬＥＤベース照明器具３１０の第４実施形態の概略的な側面図を
示す。反射性拡散体３１８は、後部構造３１６の上部から突出し、後部構造３１６と実質
的に直角をなす。反射性拡散体３１８は、透過性拡散板３３０の第１端部３３１の方によ
り多くの光を向ける拡散反射表面を有する。例えば、入射光線８ａは、光線８ｂとして拡
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散反射される。代替的な実施形態において、反射性拡散体３１８は鏡面反射性でもよく、
且つ／又は後部構造３１６と一体的に形成されてもよい。また、本開示の利益を享受した
当業者は、反射性拡散体３１８が異なる構成を有してもよく、且つ／又は入射光線を透過
性拡散体３３０の異なる部分に向けるよう傾斜をつけられてもよいことを認識及び理解す
るであろう。
【００６１】
　［００７２］図６は、ＬＥＤベース照明器具４１０の第５実施形態の概略的な側面図を
示す。弓状の形状を有する遮蔽構造４２０が設けられる。遮蔽構造４２０の形状が弓状で
あるのは、ＬＥＤベース照明器具の混合性能を変化させるためである。本開示の利益を享
受した当業者は、所望の混合性能特性を得るために、遮蔽構造４２０が他の形状を取り得
ることを認識及び理解するであろう。
【００６２】
　［００７３］図７は、ＬＥＤベース照明器具５１０の第６実施形態の概略的な側面図を
示し、またＬＥＤベース照明器具５１０のＬＥＤのうちの１つから発せられた例示的な光
線９ａを示す。ＬＥＤベース照明器具５１０は、第１透過性拡散部５３０ａ及び第２透過
性拡散部５３０ｂを有する透過性拡散板を含む。代替的な実施形態において、透過性拡散
部５３０ａ及び５３０ｂは一体的に形成されてもよい。第２透過性拡散部５３０ｂは、美
的な理由から設けられてもよい。
【００６３】
　［００７４］遮蔽構造５２０は、第１端部５２１の方に透過窓５２６を含む。透過窓５
２６は拡散窓であり、透過窓５２６に隣接する透過性拡散板５３０から出る光の明るさを
上げる。光線９ａは透過窓５２６の方に向けられ、光線９ｂとして透過窓５２６を通過す
るにつれ拡散される。図示のように、光線の一部は、ＬＥＤベース照明器具５１０を出る
前に、透過窓５２６及び透過性拡散板５３０を通過してのみ屈折される。しかし、ＬＥＤ
５４０の光出力の大部分は、ＬＥＤベース照明器具５１０を出る前に構造５２０、５１２
、及び／又は５１６によって反射される。
【００６４】
　［００７５］図８は、ＬＥＤベース照明器具６１０の第７実施形態の概略的な側面図を
示す。ＬＥＤベース照明器具６１０は、後部構造６１６によって分割された２つの別個の
チャンバを有する。後部構造６１６は、両面が拡散反射性である。ＬＥＤ６４０ａからの
光出力は、構造６２０ａ、６１２ａ、及び／又は６１６において１回以上反射した後、透
過性拡散板６３０ａを通過して出射される。他の実施形態において、透過性拡散板６３０
ａ、６３０ｂは一体的に形成されてもよい。いくつかの実施形態において、後部構造６１
６は、少なくとも第１構造及び第２構造を含んでもよい。
【００６５】
　［００７６］図９は、ＬＥＤベース照明器具７１０の第８実施形態の概略的な側面図を
示す。ＬＥＤベース照明器具７１０は、第１平面透過性拡散部７３０ａ及び第２平面透過
性拡散部７３０ｂを含む透過性拡散板７３０を含む。平面透過性拡散部７３０ａ、７３０
ｂは、任意で一体的に形成されてもよい。
【００６６】
　［００７７］本明細書においていくつかの実施形態が説明されてきたが、当業者は、本
明細書で説明される機能を実行するための、並びに／又は結果及び／又は１つ以上の利点
を得るための様々な他の手段及び／又は構造を容易に想像することができるであろう。ま
た、かかる変形例及び／又は改変例は、本明細書で説明される実施形態の範囲内に含まれ
ると見なされる。より一般的には、当業者は、本明細書で説明される全てのパラメータ、
寸法、材料、及び構成はあくまで例であり、実際のパラメータ、寸法、材料、及び／又は
構成は、本発明の教示が利用される具体的な用途に依存することを容易に理解するであろ
う。当業者は、通常の実験より多くを要することなく、本明細書に説明される具体的な実
施形態の多数の均等物を認識するか、又は確認できるであろう。したがって、上記実施形
態はあくまで例であり、特許請求の範囲及び均等物の範囲内において、具体的に説明及び
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請求された態様とは異なる態様で本発明の実施形態を実施できることを理解されたい。本
開示の実施形態は、本明細書に説明される個々の特徴、システム、物品、材料、キット、
及び／又は方法に向けられる。また、かかる特徴、システム、物品、材料、キット、及び
／又は方法が互いに矛盾しない場合、かかる特徴、システム、物品、材料、キット、及び
／又は方法の２つ以上の任意の組み合わせが本開示の範囲内に含まれる。
【００６７】
　［００７８］本明細書で定義及び使用される全ての用語の定義は、辞書の定義、参照に
よって組み込まれる文書内の定義、及び／又は用語の通常の意味を含むと理解されるべき
である。
【００６８】
　［００７９］明細書及び特許請求の範囲において、特に明記されない限り、要素は複数
を除外しない。
【００６９】
　［００８０］本明細書及び特許請求の範囲において、「及び／又は」というフレーズは
、結合された要素の「いずれか又は両方」を意味すると理解されるべきであり、すなわち
、いくつかのケースでは結合して存在する要素が、他のケースでは分離して存在する。「
及び／又は」を用いて列挙される複数の要素は同様に解されるべきであり、すなわち、複
数の要素のうちの「１つ以上」が結合されると解されるべきである。「及び／又は」の節
に明記された要素以外の要素が任意で存在してもよく、当該要素は明記された要素と関係
してもよいし、無関係でもよい。したがって、非制限的な（ｏｐｅｎ－ｅｎｄｅｄ）例と
して、「Ａ及び／又はＢ」が、「含む（又は備える若しくは有する）」等の非制限的文言
とともに用いられた場合、一実施形態において、これは例えばＡのみを指してもよいし（
任意でＢ以外の要素を含む）、他の実施形態ではＢのみを指してもよく（任意でＡ以外の
要素を含む）、他の実施形態ではＡ及びＢの両方を指してもよい（任意で他の要素を含む
）。
【００７０】
　［００８１］本明細書及び特許請求の範囲において、１つ以上の要素の列挙に関連する
「少なくとも１つの」というフレーズは、要素の列挙内の任意の１つ以上の要素から選択
された１つ以上の要素を指すと理解されるべきであり、必ずしも要素の列挙内に具体的に
列挙された全ての要素のうちの少なくとも１つを含まなくてもよく、また要素の列挙内の
要素の任意の組み合わせを除外しない。また、この定義は、フレーズ「少なくとも１つは
」が言及する要素の列挙内に明記された要素以外の要素が任意で存在することを許容し、
当該要素は明記された要素と関係してもよいし、無関係でもよい。
【００７１】
　［００８２］また、特に否定的に明記されない限り、複数のステップ又は動作を含む方
法において、方法のステップ又は動作の順番は、方法のステップ又は動作が記載された順
番に限定されない。
【００７２】
　［００８３］また、特許請求の範囲において括弧内の参照番号は単に便宜上与えられた
ものであり、特許請求の範囲を如何なる意味でも限定しないと解されるべきである。
【００７３】
　［００８４］特許請求の範囲、及び本明細書において、「備える」、「含む」、「運ぶ
」、「有する」、「保持する」、「持つ」、「～から構成される」等の全ての移行句は非
制限的として、すなわち、限定ではなく含むを意味すると理解されるべきである。米国特
許審査便覧§２１１１．０３に記載のように、移行句「～からなる」及び「実質的に～か
らなる」のみが制限的（ｃｌｏｓｅｄ）又は準制限的（ｓｅｍｉ－ｃｌｏｓｅｄ）移行句
であろう。
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