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(57)【要約】
ＬＥＤベースの取り替え用電灯が、多重のＬＥＤと、当
該ＬＥＤと通信する制御器と、当該ＬＥＤのためのハウ
ジングと、当該ハウジングの一端に配置された接続器と
を含み、当該ＬＥＤは、当該ＬＥＤ間で関連付けられた
異なる論理制御アドレスを有し、各論理制御アドレスは
、関連付けられたＬＥＤの一以上が個別に制御されるよ
うにし、当該制御器は、各論理制御アドレスに関連付け
られた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に制御する信号
を生成するように構成され、当該接続器は、電灯ソケッ
トとの接続を目的とした形状とされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＬＥＤベースの取り替え用電灯であって、
多重のＬＥＤと、
前記ＬＥＤと通信する制御器と、
前記ＬＥＤのためのハウジングと、
前記ハウジングの一端に配置された接続器と
を含み、
前記ＬＥＤは、前記ＬＥＤ間で関連付けられた異なる論理制御アドレスを有し、
各論理制御アドレスは、関連付けられたＬＥＤの一以上が個別に制御されるようにし、
前記制御器は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に
制御する信号を生成するように構成され、
前記接続器は、電灯ソケットとの接続を目的とした形状とされるＬＥＤベース電灯。
【請求項２】
前記生成された信号は、各論理制御アドレスに多重の組み合わせで関連付けられた一以上
のＬＥＤの動作状態を個別に制御し、各組み合わせが前記ＬＥＤベース電灯に対して異な
る照明成果をもたらす請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項３】
前記生成された信号は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤを、ＯＦＦ
状態又はＯＮ状態の一方へと個別に制御する請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項４】
前記生成された信号は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤを、ＯＦＦ
状態の一つ、又はＯＮ状態での複数の強度の一つへと個別に制御する請求項１のＬＥＤベ
ース電灯。
【請求項５】
前記多重のＬＥＤのそれぞれは、ＯＮ状態へと制御された場合に同じ色の光を発するよう
に構成される請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項６】
前記多重のＬＥＤは、
第１論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に第１色の光を発す
るように構成された一以上の第１ＬＥＤと、
第２論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に前記第１色とは異
なる第２色の光を発するように構成された一以上の第２ＬＥＤと
を含む請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項７】
前記多重のＬＥＤは、
第１論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に第１色温度の光を
発するように構成された一以上の第１ＬＥＤと、
第２論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に前記第１色温度と
は異なる第２色温度の光を発するように構成された一以上の第２ＬＥＤと
を含む請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項８】
前記多重のＬＥＤは、
第１論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性
を有する一以上の第１ＬＥＤと、
第２論理制御アドレスに関連付けられた一以上の第２ＬＥＤと
を含み、
前記第２ＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御された場合に前記第２ＬＥＤから発せられる光を修
正する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信し、前記第１空間分布特性とは
異なる第２空間分布特性を達成する請求項１のＬＥＤベース電灯。
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【請求項９】
ＬＥＤベースの取り替え用電灯であって、
一以上の第１ＬＥＤと、
一以上の第２ＬＥＤと、
前記第１ＬＥＤ及び前記第２ＬＥＤのためのハウジングと、
前記ハウジングの一端に配置された接続器と
を含み、
前記第１ＬＥＤは、前記第１ＬＥＤが個別に制御されるようにする第１論理制御アドレス
に関連付けられ、ＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性を有し、
前記第２ＬＥＤは、前記第２ＬＥＤが個別に制御されるようにする第２論理制御アドレス
に関連付けられ、ＯＮ状態へと制御された場合に前記第２ＬＥＤから発せられる光を修正
する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信し、前記第１空間分布特性とは異
なる第２空間分布特性を達成し、
前記接続器は、電灯ソケットとの接続を目的とした形状とされるＬＥＤベース電灯。
【請求項１０】
前記第１ＬＥＤ及び前記第２ＬＥＤと通信する制御器をさらに含み、
前記制御器は、前記第１空間分布特性を達成するべく前記第１ＬＥＤをＯＮ状態へと、前
記第２ＬＥＤをＯＦＦ状態へと制御する信号を生成するべく構成される請求項９のＬＥＤ
ベース電灯。
【請求項１１】
前記第１ＬＥＤ及び前記第２ＬＥＤと通信する制御器をさらに含み、
前記制御器は、前記第２空間分布特性を達成するべく前記第１ＬＥＤをＯＦＦ状態へと、
前記第２ＬＥＤをＯＮ状態へと制御する信号を生成するべく構成される請求項９のＬＥＤ
ベース電灯。
【請求項１２】
前記第１空間分布特性は一軸を中心とし、前記第２空間分布特性は前記一軸から偏心され
る請求項９のＬＥＤベース電灯。
【請求項１３】
前記少なくとも一つの光デバイスは、前記第２ＬＥＤに対する少なくとも一つのオーバー
モールドである請求項９のＬＥＤベース電灯。
【請求項１４】
前記少なくとも一つの光デバイスは、前記ハウジングにより画定されて前記第２ＬＥＤに
対向するレンズに含められる請求項９のＬＥＤベース電灯。
【請求項１５】
前記第１ＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御された場合に前記第１ＬＥＤから発せられた光を修
正する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信して前記第１空間分布特性を達
成する請求項９のＬＥＤベース電灯。
【請求項１６】
前記第１ＬＥＤ及び前記第２ＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御された場合に同じ色の光を発す
るように構成される請求項９のＬＥＤベース電灯。
【請求項１７】
ＬＥＤベースの取り替え用電灯であって、
細長い回路基板と、
前記回路基板の長さ沿いに取り付けられた多重のＬＥＤと、
前記ＬＥＤと通信する制御器と、
前記回路基板及び前記ＬＥＤのための細長いハウジングと、
前記ハウジングの対向端に配置された一対の端キャップと
を含み、
前記ＬＥＤは、前記ＬＥＤ間で関連付けられた異なる論理制御アドレスを有し、
各論理制御アドレスは、関連付けられたＬＥＤの一以上が個別に制御されるようにし、
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前記制御器は、前記各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個
別に制御する信号を生成するように構成され、
各端キャップは、蛍光灯ソケットとの接続を目的とした形状の接続器を含むＬＥＤベース
電灯。
【請求項１８】
前記制御器は、各論理制御アドレスに多重の組み合わせで関連付けられた一以上のＬＥＤ
の動作状態を個別に制御する信号を生成するべく構成され、各組み合わせが、前記一以上
のＬＥＤの軸に平行な平面内に、前記ＬＥＤベース電灯からの異なる照明勾配をもたらす
請求項１７のＬＥＤベース電灯。
【請求項１９】
前記多重のＬＥＤは、
第１論理制御アドレスに関連付けられて前記ＬＥＤベース電灯の、その長さ方向の中間に
向かって位置決めされた一以上の第１ＬＥＤと、
第２論理制御アドレスに関連付けられて前記ＬＥＤベース電灯の、その長さ方向の一端又
は両端に向かって位置決めされた一以上の第２ＬＥＤと
を含み、
前記制御器は、前記第１ＬＥＤを第１強度のＯＮ状態へと、前記第２ＬＥＤを前記第１強
度より高い第２強度のＯＮ状態へと制御する信号を生成するように構成され、前記回路基
板に直交する一平面内において少なくとも部分的に犬用の骨の形状をした、前記ＬＥＤベ
ース電灯からの照明勾配をもたらす請求項１７のＬＥＤベース電灯。
【請求項２０】
前記多重のＬＥＤは、
第１論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性
を有する一以上の第１ＬＥＤと、
第２論理制御アドレスに関連付けられた一以上の第２ＬＥＤと
を含み、
前記第２ＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御された場合に前記第２ＬＥＤから発せられた光を修
正する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信し、前記第１空間分布特性とは
異なる第２空間分布特性を達成し、
前記制御器は、前記第１空間分布特性を達成するべく前記第１ＬＥＤをＯＮ状態へと、前
記第２ＬＥＤをＯＦＦ状態へと制御する信号を生成するように、又は前記第２空間分布特
性を達成するべく前記第１ＬＥＤをＯＦＦ状態へと、前記第２ＬＥＤをＯＮ状態へと制御
する信号を生成するように構成される請求項１のＬＥＤベース電灯。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　ここに開示される実施形態は、標準的な蛍光灯器具における蛍光灯を置換する発光ダイ
オード（ＬＥＤ）ベース電灯に関する。
【背景技術】
【０００２】
　蛍光灯は、学校及びオフィスビルのような様々な箇所において広く使用されている。従
来型蛍光灯は、例えば、白熱灯に対して所定の利点を有するにもかかわらず、とりわけ、
電灯内に有毒物質が存在することに起因する廃棄上の問題を含む所定の不利点も引き起こ
す。
【０００３】
　近年、蛍光灯を一対一で取り替えるように設計されたＬＥＤベース電灯が現れている。
こうしたＬＥＤベース電灯は、様々な照明器具及び照明アプリケーションと互換性のある
一般的な照明成果を達成するべく設計される場合が多い。しかしながら、多重の異なる照
明成果を生み出すことができるＬＥＤベース電灯を設計することが望まれている。
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【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】国際公開第０３／０６７９３４（Ａ２）号
【特許文献２】米国特許出願公開第２０１０／０７２９０４（Ａ１）号明細書
【特許文献３】米国特許出願公開第２０１４／０００９９２６（Ａ１）号明細書
【特許文献４】国際公開第２０１２／０８５７３８（Ａ１）号
【特許文献５】国際公開第２０１３／０６７５５０（Ａ２）号
【発明の概要】
【０００５】
　ここに開示されるのは、ＬＥＤベース電灯及びＬＥＤベース電灯制御システムの実施形
態である。
【０００６】
　一つの側面において、ＬＥＤベースの取り替え用電灯が、多重のＬＥＤと、当該ＬＥＤ
と通信する制御器と、当該ＬＥＤのためのハウジングと、接続器とを含む。ＬＥＤは、当
該ＬＥＤ間で関連付けられた異なる論理制御アドレスを有し、各論理制御アドレスは、関
連付けられたＬＥＤの一以上が個別に制御されるようにする。制御器は、各論理制御アド
レスに関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に制御する信号を生成するべく構
成される。接続器はハウジングの一端に配置され、電灯ソケットに接続される形状とされ
る。
【０００７】
　他側面において、ＬＥＤベースの取り替え用電灯が、一以上の第１ＬＥＤと、一以上の
第２ＬＥＤと、当該第１ＬＥＤ及び第２ＬＥＤ用のハウジングと、接続器とを含む。第１
ＬＥＤは、当該第１ＬＥＤが個別に制御されるようにする第１論理制御アドレスに関連付
けられ、ＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性を有する。第２ＬＥＤは、当該
第２ＬＥＤが個別に制御されるようにする第２論理制御アドレスに関連付けられ、ＯＮ状
態へと制御された場合に、当該第２ＬＥＤが発する光を修正する形状にされた少なくとも
一つの光デバイスと光通信して第１空間分布特性とは異なる第２空間分布特性を達成する
。接続器はハウジングの一端に配置され、当該接続器は電灯ソケットに接続される形状と
される。
【０００８】
　さらなる他側面において、ＬＥＤベースの取り替え用電灯が、細長い回路基板と、当該
回路基板の長さに沿って取り付けられた多重のＬＥＤと、当該ＬＥＤと通信する制御器と
、当該回路基板及び当該ＬＥＤのための細長いハウジングと、当該ハウジングの対向端に
配置された一対の端キャップとを含む。ＬＥＤは、当該ＬＥＤ間で関連付けられた異なる
論理制御アドレスを有し、各論理制御アドレスは、関連付けられた一以上のＬＥＤが個別
に制御されるようにする。制御器は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥ
Ｄの動作状態を個別に制御する信号を生成するべく構成される。各端キャップは、蛍光灯
ソケットに接続する形状とされた接続器を含む。
【０００９】
　これらの及び他の側面が、以下にさらに詳細に説明される。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
　以下の詳細な説明及び図面を参照することにより、本装置及びシステムの様々な特徴、
利点及び他の用途が明らかとなる。
【００１１】
【図１】個別にアドレス指定されたＬＥＤを有するＬＥＤベース電灯の一例の部分斜視図
である。
【図２】図１のＬＥＤベース電灯の斜視図である。
【図３】図１のＬＥＤベース電灯の一以上の動作を制御するアーキテクチャの例を描く模
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式的なブロック図である。
【図４】個別にアドレス指定されたＬＥＤが異なる強度で発光するように制御されるＬＥ
Ｄベース電灯の一代表例である。
【図５】個別にアドレス指定されたＬＥＤが異なる色又は色温度で発光するように構成さ
れたＬＥＤベース電灯の他代表例である。
【図６】異なる光学的構造物が、個別にアドレス指定されたＬＥＤのそれぞれに関連付け
られたＬＥＤベース電灯の他代表例である。
【図７】図６に係るＬＥＤベース電灯の端面図である。
【図８】図６に係るＬＥＤベース電灯の一代表例である。個別にアドレス指定されたＬＥ
Ｄが、異なる強度で発光するように制御される。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　本開示は、アドレス指定されたＬＥＤを有するＬＥＤベース電灯に関する。開示のＬＥ
Ｄベース電灯において、複数のＬＥＤには、異なる論理制御アドレスが割り当てられる。
実装例において、一つの論理制御アドレスに割り当てられた複数のＬＥＤの動作状態は、
他の論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤの動作状態とは個別に制御することができ
る。異なる組み合わせにあるＬＥＤの動作状態を制御することにより、ＬＥＤベース電灯
が異なる照明アプリケーションに適合された多重の照明成果を生じさせることができる。
ＬＥＤベース電灯を制御することは、さらに様々な照明成果を生じさせるべく、同様のＬ
ＥＤベース電灯の制御に調和させることができる。
【００１３】
　標準的な照明器具において従来型電灯を置換するＬＥＤベース電灯１０が、図１及び２
に例示される。図１及び２に示されかつ以下に詳述されるように、ＬＥＤベース電灯は、
複数の光生成ＬＥＤ３４を含む。以下の説明において、識別子「３４」が一般に、ＬＥＤ
３４の一以上を言及するべく使用される一方、特定の識別子（例えば「３４Ａ」）は、説
明を容易にするべく必要に応じて、特定の個別のＬＥＤ３４又は特定グループのＬＥＤ３
４を言及するべく使用される。ＬＥＤベース電灯１０はハウジング１２を含み、ハウジン
グ１２の両端に位置決めされた一対の端キャップ２０を有する。ＬＥＤ３４及び電源回路
基板３２を含むＬＥＤ回路基板３０が、ハウジング１２の中に配列される。
【００１４】
　ＬＥＤベース電灯１０のハウジング１２は一般に、標準的な蛍光灯器具に使用されるサ
イズとされた単一のパッケージを画定する。示された例において、当該対の端キャップ２
０は、ハウジング１２の対向する長手方向端に、ＬＥＤベース電灯１０を照明器具に物理
的に接続するべく取り付けられる。図示のように、各端キャップ２０は、照明器具に物理
的に接続されるように構成された電気接続器１８を担持する。電気接続器１８は、ＬＥＤ
ベース電灯１０と照明器具との唯一の物理接続部となり得る。ＬＥＤベース電灯１０のた
めの照明器具の一例は、Ｔ５、Ｔ８又はＴ１２蛍光灯のような従来型蛍光管灯を受容する
べく設計された反射板である。ＬＥＤベース電灯１０のための、これらの及び他の照明器
具は、電気接続器１８に物理的に係合するべく適合された一以上のソケットを含み得る。
例示の電気接続器１８はそれぞれ、２つのピン２２を含む２ピン接続器である。２ピン電
気接続器１８は、多くの蛍光灯器具及びソケットと互換性がある。ただし、単一ピン接続
器又はねじタイプ接続器のような、他のタイプの電気接続器も使用することができる。
【００１５】
　照明器具は電源に接続され、電気接続器１８の少なくとも一つが、ＬＥＤベース電灯１
０に給電するべく、ＬＥＤベース電灯１０を照明器具に付加的かつ電気的に接続すること
ができる。本例において、各電気接続器１８は、２つのピン２２を含み得る。ただし、合
計４つのピンのうち２つは、照明器具に対して物理的ではあっても電気的には接続されな
い「ダミーピン」となり得る。照明器具は随意的に、電源及びＬＥＤベース電灯１０間を
電気的に接続するバラストを含み得る。
【００１６】
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　例示のハウジング１２が円筒状である一方、正方形、三角形、多角形又は他の断面積形
状を有するハウジングを代替的に使用することもできる。同様に、例示のハウジング１２
が直線状である一方、代替的な形状、例えばＵ字形状又は円形状を有するハウジングも代
替的に使用することもできる。ＬＥＤベース電灯１０は、任意の適切な長さを有し得る。
例えば、ＬＥＤベース電灯１０は、近似的に１．２メートル（４８インチ）長であり、ハ
ウジング１２は、標準的な蛍光灯器具との係合を目的として１．６センチメートル（０．
６２５インチ）、２．５センチメートル（１．０インチ）又は３．８センチメートル（１
．５インチ）径を有し得る。
【００１７】
　ハウジング１２は、すべてが光透過性である必要はない多重の別個の部品を取り付ける
ことによって形成することができる。例えば、ハウジング１２の示された例は一部が、少
なくとも部分的にハウジング１２を画定するレンズ１４を、不透明な下側部分１６に取り
付けることによって形成される。例示のハウジング１２は一般に、ＬＥＤ回路基板３０を
収容するサイズ及び形状とされた下側部分１６及びレンズ１４間の第１キャビティ５０と
、電源回路基板３２を収容するサイズ及び形状とされた下側部分１６により画定された第
２キャビティ６０とを画定する２部構成を有する。
【００１８】
　図示のように、下側部分１６は、ＬＥＤ回路基板３０を支持するＬＥＤ取り付け面５２
を画定する。ＬＥＤ取り付け面５２は、ＬＥＤ３４に対向するＬＥＤ回路基板３０の平坦
な下側を支持するべく、実質的に平坦とすることができる。ＬＥＤベース電灯１０の組み
立て中にレンズ１４を下側部分１６に取り付けた後、ＬＥＤ回路基板３０は、第１キャビ
ティ５０の中においてレンズ１４に隣接し、ＬＥＤ回路基板３０のＬＥＤ３４がレンズ１
４を照らす配向となるように位置決めされる。
【００１９】
　例示の下側部分１６は、第２キャビティ６０を画定する管状構造物を有する。ただし、
下側部分１６は、それ以外に、電源回路基板３２を収容するべく構成されたキャビティを
画定するように構成してもよい。ＬＥＤベース電灯１０は、電源回路基板３２を第２キャ
ビティ６０の中において支持する特徴部も含み得る。例えば、図示のように、端キャップ
２０が、電源回路基板３２の端３２ａの外側部分を摺動可能に受容するべく構成された溝
６２を含み得る。理解されることだが、溝６２は非制限的な例として設けられるのであっ
て、電源回路基板３２は、それ以外に及び／又はそれに加えて、第２キャビティ６０の中
に支持することができる。
【００２０】
　下側部分１６を熱伝導性材料から構築し、動作中にＬＥＤ３４が発生する熱の、ＬＥＤ
ベース電灯１０を取り巻く周囲環境への散逸を高めるヒートシンクとして構成することも
できる。典型的なＬＥＤベース電灯１０において、下側部分１６のＬＥＤ取り付け面５２
が、ＬＥＤ回路基板３０を介してＬＥＤ３４に熱的に結合され、下側部分１６の残りが、
ＬＥＤ取り付け面５２から周囲環境への熱伝達経路を画定する。
【００２１】
　下側部分１６及びレンズ１４はそれぞれ、レンズ１４を下側部分１６に取り付けること
を許容して第１キャビティ５０を画定する相補的構造物を含む。例えば、図示のように、
下側部分１６は、一対のフック状突起５４を含み、レンズ１４の、対応する一対の突起５
６を保持することができる。レンズ１４の突起５６は、下側部分１６のフック状突起５４
に摺動可能に係合することができ、又はフック状突起５４にスナップ嵌めをすることがで
きる。フック状突起５４は、例えば、下側部分１６を押し出し成形してフック状突起５４
を含ませることにより、下側部分１６と一体的に形成することができる。同様に、突起５
６は、例えば、レンズ１４を押し出し成形して突起５６を含ませることにより、レンズ１
４と一体的に形成することができる。フック状突起５４及び突起５６は、レンズ１４及び
下側部分１６それぞれの長手方向長さに沿って延びる。ただし、一定数の別々のフック状
突起５４及び／又は突起５６が、レンズ１４を下側部分１６に結合するべく使用され得る



(8) JP 2017-504166 A 2017.2.2

10

20

30

40

50

。代替的に、下側部分１６は、それ以外に、レンズ１の取り付け用に構成され得る。例え
ば、レンズ１４は、下側部分１６にクリップ留め、接着、スナップ嵌め若しくは圧力嵌め
、ねじ留め、又は取り付けられる。
【００２２】
　例示のハウジング１２とは代替的に、ハウジング１２は、レンズ１４によって部分的に
画定された光透過管を含み得る。レンズ１４は、ポリカーボネート、アクリル、ガラス、
又は他の光透過材料から作ることができる（すなわち、レンズ１４は、透明又半透明とな
り得る）。ここで使用される用語「レンズ」とは、光透過構造物を意味し、必ずしも、光
を集中又は発散させる構造物を意味するわけではない。
【００２３】
　ＬＥＤベース電灯１０は、例えば、従来型蛍光灯の均一な光分布を全体的に又は部分的
に模倣するように、ＬＥＤ３４が生成した光を分配する特徴部を含み得る。例えば、レン
ズ１４は、レンズ１４の内部又は外部に形成されたリッジ、ドット、バンプ、ディンプル
又は他の不均一な表面のような光拡散構造物を含むように製造することができる。光拡散
構造物は、例えば、金型成形又は押し出し成形によって、レンズ１４と一体的に形成する
ことができ、又は当該構造物は、表面の粗面化のような別個の製造ステップにおいて形成
することもできる。代替的に、レンズ１４を形成する材料は、光屈折粒子を含み得る。例
えば、レンズ１４は、ポリカーボネートのような複合物から作ることができる。光屈折材
料の粒子が、ポリカーボネートの中に散在する。これらの光拡散構造物に加え又はその代
わりに、光拡散膜を、レンズ１４の外部に張り付け又はハウジング１２の中に置くことが
できる。
【００２４】
　ＬＥＤベース電灯１０は、ＬＥＤ３４が生成する光を分配する他の特徴物を含み得る。
例えば、レンズ１４は、ＬＥＤ３４が生成する光をコリメートする構造物によって製造す
ることができる。光コリメーティング構造物は、例えば、レンズ１４と一体的に形成する
ことができ、又は別個の製造ステップで製造することができる。コリメーティング構造物
を含むようにレンズ１４を製造することに加え又はその代わりに、光コリメーティング膜
を、レンズ１４の外部に張り付け又はハウジング１２の中に置くことができる。
【００２５】
　さらに他の実施形態において、ＬＥＤ３４は、ＬＥＤ３４が生成する光を分配するべく
構成された光透過材料によってオーバーモールドされ、又はカプセル化され得る。例えば
、光透過材料は、ＬＥＤ３４が生成する光を拡散し、屈折し、コリメートし、及び／又は
分配するべく構成され得る。オーバーモールドＬＥＤ３４は、ＬＥＤベース電灯１０のた
めの所望の光分布を達成するべく単独で使用することができ、又は、上述したレンズ１４
及び／又は膜との組み合わせで実装することができる。
【００２６】
　上述の又は他の光分配特徴物を、ＬＥＤベース電灯１０の長さ及び／又は周囲に沿って
均一に又は不均一に実装することもできる。これらの特徴物は非制限的な例として与えら
れ、他の実施形態において、ＬＥＤベース電灯１０は、光分配特徴物を全く含まない。
【００２７】
　ＬＥＤ回路基板３０は、少なくとも一つのＬＥＤ３４、複数の直列接続又は並列接続Ｌ
ＥＤ３４、一アレイのＬＥＤ３４、又は他の配列のＬＥＤ３４を含み得る。例示のＬＥＤ
３４はそれぞれ、単一のダイオード、又は観察者にとって単一光源から入来するように見
える光を生成する複数ダイオードのパッケージのような多重のダイオードを含み得る。Ｌ
ＥＤ３４は、Ｎｉｃｈｉａ社から入手可能なタイプの表面取り付けデバイスであり得る。
ただし、他のタイプのＬＥＤも代替的に使用することができる。例えば、ＬＥＤベース電
灯１０は、高輝度半導体ＬＥＤ、有機発光ダイオード（ＯＬＥＤ）、電流に応答して発光
する半導体ダイ、発光ポリマー、エレクトロルミネセンスストリップ（ＥＬ）等を含み得
る。ＬＥＤ３４は白色光を発し得る。しかしながら、青色光、紫外光、又は他の光の波長
を発するＬＥＤを、白色光を発するＬＥＤ３４の代わりに又はそれと組み合わせて使用す
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ることもできる。
【００２８】
　複数のＬＥＤ３４の配向、数及び間隔は、ＬＥＤベース電灯１０の長さ、ＬＥＤベース
電灯１０の所望のルーメン出力、ＬＥＤ３４のワット数、ＬＥＤベース電灯１０の所望の
光分布、及び／又はＬＥＤ３４の視認角度の関数となり得る。
【００２９】
　ＬＥＤ３４は、ＬＥＤベース電灯１０が照明器具に搭載された場合に、ＬＥＤベース電
灯１０において固定的に又は可変的に、被照明環境の方を向き又は部分的に向くように配
向することができる。代替的に、ＬＥＤ３４は、被照明環境から部分的に又は完全に離れ
る方に配向することもできる。この代替例において、ＬＥＤベース電灯１０、及び／又は
ＬＥＤベース電灯１０用の照明器具は、当該ＬＥＤが生成する光を被照明環境へと反射し
又は向ける特徴部を含み得る。
【００３０】
　１．２メートル（４８インチ）ＬＥＤベース電灯１０に対し、ＬＥＤ３４の数は、ＬＥ
Ｄベース電灯１０の出力が１，５００から３，０００ルーメンとなるように、約３０から
３００まで変わり得る。しかしながら、異なる数のＬＥＤ３４を代替的に使用してＬＥＤ
ベース電灯１０が任意の他のルーメン量を出力することもできる。
【００３１】
　ＬＥＤ３４は図示のように、ＬＥＤ回路基板３０の中央部分に沿って長手方向に延びる
単一列に配列することができ、又は複数列に配列し若しくは複数グループに配列すること
もできる。複数のＬＥＤ３４は、ＬＥＤ回路基板３０に沿って離間され、ハウジング１２
の対向長手方向端に位置決めされた端キャップ２０同士間においてレンズ１４の長さ沿い
の空間を実質的に埋めるようにＬＥＤ回路基板３０上に配列され得る。ＬＥＤ３４同士の
間隔は、例えば、前記各ＬＥＤ３４の光分布、及びＬＥＤ３４の数に基づいて決定するこ
とができる。ＬＥＤ３４同士の間隔は、ＬＥＤ３４により光出力がレンズ１４の長さ沿い
に均一又は不均一となるように選択することができる。一つの実装において、一以上の付
加的ＬＥＤ３４を、レンズ１４における光出力の強度が、ＬＥＤベース電灯１０の一以上
の端において相対的に大きくなるように、ＬＥＤベース電灯１０の一方又は双方の端に配
置することができる。上述のようなＬＥＤ３４同士の離間に対して代替的に又は付加的に
、ＬＥＤベース電灯１０の一方又は双方の端近くのＬＥＤ３４を、他のＬＥＤ３４よりも
相対的に大量の光を出力するように構成することができる。例えば、ＬＥＤベース電灯１
０の一方又は双方の端近くのＬＥＤ３４は、高い光出力性能を有し、及び／又は動作中に
多くのパワーを与えることができる。
【００３２】
　ＬＥＤベース電灯１０は、ＬＥＤ３４の動作状態を個別に制御できるように構成するこ
とができる。例えば、ＬＥＤベース電灯１０の異なるＬＥＤ３４は、異なるそれぞれの論
理制御アドレスに割り当てることができる。図１に示される非制限的な例によれば、例え
ば、異なる論理制御アドレスを、ＬＥＤ３４Ａ、Ｂ、Ｃ、Ｄ、Ｅ等の間に割り当てること
ができる。ＬＥＤベース電灯１０の複数のＬＥＤ３４が、異なる論理制御アドレスに割り
当てられると、それぞれの論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の動作状態に対
して個別の制御を実行することができる。
【００３３】
　以下の例において、ＬＥＤベース電灯１０の各ＬＥＤ３４は、一の論理制御アドレスに
割り当てられる。しかしながら、これらの例に整合するように、ＬＥＤベース電灯１０の
ＬＥＤ３４のいくつかは、一の論理制御アドレスに割り当てる必要がないことも理解され
る。かかるＬＥＤ３４は、存在するとすれば、従来の態様で制御され得る。
【００３４】
　ＬＥＤベース電灯１０の一つの非制限的な例によれば、ＬＥＤベース電灯１０のＬＥＤ
３４Ａ、３４Ｂ、３４Ｃ、３４Ｄ、３４Ｅ等はそれぞれ、対応論理制御アドレスに割り当
てることができる。ＬＥＤベース電灯１０の他例において、異なる論理制御アドレスの一
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つ、いくつか又はすべてを、多重のＬＥＤ３４の一グループに割り当てることができる。
例えば、ＬＥＤ３４のいくつかは、互いに若しくはＬＥＤベース電灯１０に対する当該Ｌ
ＥＤ３４の位置、当該ＬＥＤ３４の構成同士の差異、又はその双方に応じた単一論理制御
アドレスに割り当てられるようにグループ分けされる。例えば、それぞれの論理制御アド
レスに割り当てられたＬＥＤ３４の一以上のグループは、ＬＥＤベース電灯１０の複数領
域に、及び／又はＬＥＤベース電灯１０のＬＥＤ３４内の連続する複数パターンに対応し
得る。さらに、それぞれの論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の一以上のグル
ープは、付加的又は代替的に、ＬＥＤ３４の動作時においてＬＥＤ３４から発せされる光
の、又はＬＥＤベース電灯１０から発せられる光の性質に対応し得る。ＬＥＤベース電灯
１０のこれら及び他の例において、一の論理制御アドレスに割り当てられた一グループの
ＬＥＤ３４は、例えば、２以上の隣接又は非隣接ＬＥＤ３４であり又はこれらを含む。
【００３５】
　電源回路基板３２は、ハウジング１２内において電気接続器１８に隣接するように位置
決めすることができる。電源回路基板３２はまた、他の適切な箇所（例えばＬＥＤベース
電灯１０の外部、端キャップ２０の一方又は双方の中等）に位置決めすることもできる。
電源回路基板３２は、例えば、電気接続器１８を介して照明器具から受ける入力電力を、
ＬＥＤ３４によって使用可能な又はＬＥＤ３４にとって適切な電力に対して調整するべく
構成された電源回路を有する。いくつかの実装において、電源回路基板３２は、突入電流
防止回路、サージ抑制回路、ノイズフィルタ回路、整流回路、メインフィルタ回路、電流
調整回路、及びシャント電圧レギュレータ回路の一以上を含み得る。電源回路基板３２は
、電源からの広範囲の電流及び／又は電圧を受けてＬＥＤ３４により使用可能な電力へと
変換するように適切に設計され得る。
【００３６】
　ＬＥＤベース電灯１０は、一定数の電気接続に対し、ＬＥＤベース電灯１０に含まれる
様々な例示の空間的に分配された、ＬＥＤ回路基板３０、電源回路基板３２及び電気接続
器１８のような電気アセンブリ同士間で電力を伝えるように要求する。図２に示されるよ
うに、これらの接続は、回路接続器ヘッダ４０及びピン接続器ヘッダ４２を使用して行う
ことができる。特に、ＬＥＤベース電灯１０がアセンブリとされる場合、回路接続器ヘッ
ダ４０は、ＬＥＤ回路基板３０を電源回路基板３２へと電気的に結合するように配列され
、ピン接続器ヘッダ４２は、電源回路基板３２を端キャップ２０のピン２２へと電気的に
結合するように配列される。
【００３７】
　図示のように、ＬＥＤ回路基板３０及び電源回路基板３２は、ハウジング１２内におい
て鉛直方向に対向し、かつ、互いに対して離間される。ＬＥＤ回路基板３０及び電源回路
基板３２は、ハウジング１２の長さ又は当該長さの一部分に延び、ＬＥＤ回路基板３０の
長さは、電源回路基板３２の長さと異なり得る。例えば、ＬＥＤ回路基板３０は一般に、
ハウジング１２の実質的な長さに延び、電源回路基板３２は、当該ハウジングの長さの一
部分に延び得る。しかしながら、理解されることだが、ＬＥＤ回路基板３０及び／又は電
源回路基板３２は、ハウジング１２内に代替的な配列としてもよく、ＬＥＤ回路基板３０
及び電源回路基板３２は、互いに対して代替的な離間及び／又はサイズとしてもよい。
【００３８】
　ＬＥＤ回路基板３０及び電源回路基板３２は、細長い印刷回路基板として例示される。
多重の回路基板セクションが、ＬＥＤ回路基板３０及び／又は電源回路基板３２をもたら
すべくブリッジ接続器によって接合される。また、金属芯回路基板のような他のタイプの
回路基板も使用することができる。さらに、ＬＥＤ回路基板３０及び電源回路基板３２の
コンポーネントは、単一の回路基板、又は２を超える回路基板とすることができる。
【００３９】
　ＬＥＤベース電灯１０において、各論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の動
作状態を、他の論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の動作状態とは別個に制御
することができる。例えば、所与の論理制御アドレスに割り当てられた一以上のＬＥＤ３
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４はそれぞれ、ＬＥＤ３４が発光しないＯＦＦ状態へと、又はＯＮ状態へと選択的に駆動
することができる。ＬＥＤ３４は、例えば、最大動作強度の光を発するようにＯＮ状態に
駆動される。光の最大動作強度は、ＬＥＤ３４の絶対光出力性能に対応し得る。すなわち
、例えば、公称動作条件下でのＬＥＤ３４の光出力性能に対応し得る。随意的に、ＯＮ状
態においてＬＥＤ３４は、一以上の中間強度の光を発するべく駆動される。これらの例に
係るＬＥＤ３４はまた、例えば、ＯＦＦ状態とＯＮ状態との間で間欠的に駆動され得る。
【００４０】
　一以上の制御器が、各論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の動作状態を制御
するべく、当該ＬＥＤ３４と通信するように設けられる。図３に示されるように、例えば
、ＬＥＤベース電灯１０は、ＬＥＤ３４Ａ、３４Ｂ、３４Ｃ、３４Ｄ、３４Ｅ等と通信す
る制御器１００を含む。ＬＥＤベース電灯１０の一つの実装において、制御器１００は、
各論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の動作状態を制御するそれぞれの制御信
号を生成するように構成される。多重のＬＥＤベース電灯１０を含む一つの代替実装にお
いて、それぞれの制御器１００は、ＬＥＤベース電灯１０の動作をコーディネートする制
御信号を生成するべく構成された中央制御器１５０に対してスレーブとして作動する。
【００４１】
　論理制御アドレスに割り当てられたＬＥＤ３４の動作状態を、他の論理制御アドレスに
割り当てられたＬＥＤ３４の動作状態とは別個に制御できる能力により、ＬＥＤベース電
灯１０を使用して様々な異なる照明成果を生み出す機会がもたらされる。照明成果同士の
差異は、ＬＥＤ３４の動作時にＬＥＤベース電灯１０から発せられる光の、例えば、空間
的な、スペクトル的な、及び／又は時間的な側面に対して画定することができる。照明成
果同士の差異は、各ＬＥＤ３４が同様に構成された、又は複数のＬＥＤ３４の構成同士間
にバリエーションが存在するＬＥＤベース電灯１０の例によって生じる。随意的に、様々
な異なる照明成果を生じさせる機会をもたらすことを促進するべく、ＬＥＤベース電灯１
０は、当該ＬＥＤ３４の動作時に当該ＬＥＤ３４の一つ、いくつか若しくはすべてから発
せられる光の、又はＬＥＤベース電灯１０から発せられる光の性質を改変する光学的構造
物を組み入れる。
【００４２】
　図４～８は、上記一般的説明に従って構成され、実装され、及び／又は制御されるＬＥ
Ｄベース電灯１０の特定の非制限的な例を描く。
【００４３】
　ＬＥＤベース電灯１０のいくつかの実装例において、当該ＬＥＤ３４から発せられる光
の強度を、全体的に又は部分的に、選択的かつ個別に制御することにより、照明成果同士
の差異を生じさせることができる。
【００４４】
　ＬＥＤ３４は、例えば、ＬＥＤベース電灯１０の長さ沿いに発せられる光の強度を変え
るべく選択的に駆動される。例えば、ＬＥＤベース電灯１０の半分に沿ったＬＥＤ３４を
、発光するＯＮ状態に駆動するとともに、ＬＥＤベース電灯１０の他の半分に沿ったＬＥ
Ｄ３４をＯＦＦ状態に駆動し、結果的にＬＥＤベース電灯１０の半分のみから発光させる
ことができる。
【００４５】
　ＬＥＤ３４はまた、例えば、ＬＥＤ３４の動作時にＬＥＤベース電灯１０から発せられ
る光の異なる勾配を生じさせるように、選択的に駆動することもできる。図４に係る例に
おいて、各ＬＥＤ３４を、発光するＯＮ状態に駆動し、ＬＥＤベース電灯１０の両端（一
端のみが示される）近くのＬＥＤ３４を、ＬＥＤベース電灯１０の中央に向かう残りのＬ
ＥＤ３４よりも相対的に高強度となるように発光させる。図示のように、ＬＥＤベース電
灯１０から発せられる光２００の結果的な勾配は、複数のＬＥＤ３４の軸を含む一平面内
において、一般に犬用の骨の形状をしている。犬用の骨の形状をした光２００の勾配は、
例えば、ＬＥＤベース電灯１０が通路を横切るように搭載されて当該通路を一般的に照明
するのみならず、当該通路の壁を光で洗い出すことが望ましい照明用途において有用とな
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り得る。他の実装において、多重のＬＥＤベース電灯１０を、大きな通路を横切るように
搭載することもでき、当該多重のＬＥＤベース電灯１０を、犬用の骨の形状をした光２０
０の勾配をもたらすようにコーディネートすることもできる。この実装は、例えば、駐車
ガレージにおいて、駐車した車両の上方にある通路の側部沿いに相対的に多くの光を与え
、通過する車両のヘッドライトから光を受けるメイン通路沿いには相対的に少ない光を与
えるのに有用となり得る。犬用の骨の形状をした勾配の光２００が、所定の非制限的な例
に応じて描かれかつ記載されるにもかかわらず、代替的な勾配の光を示す多くの他の照明
成果をもたらすことをサポートするべく、一以上のＬＥＤベース電灯１０の他の実装も使
用可能であり、他の制御スキームも適用可能であることが理解される。
【００４６】
　ＬＥＤベース電灯１０のいくつかの実装例において、照明成果同士の差異は、複数のＬ
ＥＤ３４の構成同士のバリエーションを全体的に又は部分的に活用することによってもた
らすことができる。ＬＥＤベース電灯１０が、異なる構成のＬＥＤ３４を含む場合、理解
されることだが、共通構成を有する多重のＬＥＤ３４が、例えば、それぞれの論理制御ア
ドレスに割り当てられ、又は単一の論理制御アドレスへの割り当てを目的としてグループ
分けされ得る。
【００４７】
　図５のＬＥＤベース電灯１０は、一以上のＬＥＤ３４Ａ、一以上のＬＥＤ３４Ｂ、及び
一以上のＬＥＤ３４Ｃを含む。これらはそれぞれが、一般的に示されるように、異なる性
質の光を発するように構成される。性質間の差異は、発せられる光の色、色温度及び／又
は任意の他の性質に対応し得る。性質間の差異が全体的に又は部分的に、発せられる光の
色に対応する場合、ＬＥＤ３４が、同じ一般的な色ではあるが、異なるそれぞれの色相の
光を発し得ることが理解される（例えばＬＥＤ３４Ａ、３４Ｂ及びＬＥＤ３４Ｃは異なる
色相の白色光を発し得る）。
【００４８】
　図５のＬＥＤベース電灯１０の例において、ＬＥＤ３４Ａ、３４Ｂ及び３４Ｃは、例え
ば、ＬＥＤベース電灯１０から発せられる光の色又は色温度を変えるように、選択的に駆
動される。例えば、一実装例において、ＬＥＤ３４Ａ、３４Ｂ又は３４Ｃの一つのＬＥＤ
が、発光するＯＮ状態に選択的に駆動され、ＬＥＤ３４Ａ、３４Ｂ及び３４Ｃの他のＬＥ
Ｄが、ＯＦＦ状態に駆動される結果、ＯＮ状態に駆動されるＬＥＤ３４Ａ、３４Ｂ又は３
４Ｃの性質に応じた光をＬＥＤベース電灯１０が発する照明成果がもたらされる。他の実
装例において、ＬＥＤベース電灯１０から発せられる光に対して異なる色、色温度及び／
又は他の性質を示す多くの他の照明成果をもたらすことをサポートするべく、ＬＥＤ３４
Ａ、３４Ｂ及び３４Ｃの任意の組み合わせが、選択的にＯＮ状態に駆動される。
【００４９】
　ＬＥＤベース電灯１０のいくつかの実装例において、照明成果間の差異は全体的に又は
部分的に、ＬＥＤ３４の一つ、いくつか又はすべてから発せられる光の、又はＬＥＤベー
ス電灯１０から発せられる光の性質を改変する光学的構造物をＬＥＤベース電灯１０に装
備することによって生じさせることができる。
【００５０】
　例えば、図６及び７に示されるように、ＬＥＤベース電灯１０は、一以上のＬＥＤ３４
Ａに関連付けられた光学的構造物２１０Ａと、一以上のＬＥＤ３４Ｂに関連付けられた光
学的構造物２１０Ｂとを含む。随意的に、一以上のＬＥＤ３４Ｃが、ＬＥＤ３４Ｃから発
せられる光の性質を改変する光学的構造物なしに動作可能である。一般的に示されるよう
に、光学的構造物２１０Ａが、それぞれのＬＥＤ３４Ａから発せられる光を、ＬＥＤベー
ス電灯１０の一側部への第１方向に向けるべく構成される一方、光学的構造物２１０Ｂは
、それぞれのＬＥＤ３４Ｂから発せられる光を、ＬＥＤベース電灯１０の対向側部への第
２方向に向けるべく構成される。説明が、ＬＥＤ３４Ａ及び３４Ｂから発せられる光の空
間的な側面を改変することを一般に参照して続けられるにもかかわらず、光学的構造物２
１０Ａ及び２１０Ｂは、例えば、発せられる光のスペクトル的な側面を修正するべく付加
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的に構成可能であることも理解される。
【００５１】
　図示のように、光学的構造物２１０Ａ及び２１０Ｂはそれぞれ、ＬＥＤ３４Ａ及び３４
Ｂそれぞれにオーバーモールドされる。ただし、光学的構造物２１０Ａ及び２１０Ｂは、
それ以外にも、独立型構造物として、又はレンズ１２のようなＬＥＤベース電灯１０の他
の構造物に組み入れてのいずれかによりＬＥＤベース電灯１０内に配列することもできる
。一つの非制限的な例において、光学的構造物２１０Ａ及び２１０Ｂはそれぞれ、例えば
、レンズであり、又はレンズを含み得る。他の非制限的な例において、光学的構造物２１
０Ａ及び２１０Ｂはそれぞれ、例えば、ライトパイプであり、又はライトパイプを含み得
る。これらの又は他の例によれば、光学的構造物２１０Ａ又は２１０Ｂは代替的に、一を
超えるそれぞれのＬＥＤ３４Ａ又は３４Ｂに関連付けることもできる。理解されることだ
が、共通タイプの光学的構造物に関連付けられた多重のＬＥＤ３４、又は光学的構造物に
関連付けられていない多重のＬＥＤ３４は、例えば、それぞれの論理制御アドレスに割り
当てることも、単一の論理制御アドレスへの割り当てを目的としてグループ分けすること
もできる。
【００５２】
　図６及び７に係るＬＥＤベース電灯１０の複数の実装例において、ＬＥＤ３４Ａ、３４
Ｂ及び３４Ｃの一以上は、ＬＥＤベース電灯１０が、ＬＥＤベース電灯１０の一側部への
第１方向、ＬＥＤベース電灯１０の対向側部への第２方向、又はＬＥＤベース電灯１０か
らの径方向の一以上に発光する照明成果を生み出すべく、選択的にＯＮ状態に駆動される
。ＬＥＤ３４Ａ及び／又はＬＥＤ３４Ｂを選択的に駆動できる能力は、例えば、ＬＥＤベ
ース電灯１０がコーブ又は他の構造物に搭載されてＬＥＤベース電灯１０の側部側の壁を
光で洗い出す照明用途において、有用となり得る。
【００５３】
　理解されることだが、ＬＥＤベース電灯１０の上記実装例を参照して説明された原理は
、互いに排他的というわけではない。すなわち、ＬＥＤベース電灯１０は、複数のＬＥＤ
３４の構成同士間のバリエーション、ＬＥＤ３４の一つ、いくつか又はすべてから発せら
れる光の性質を改変させる光学的構造物、ＬＥＤ３４から発せられる光の強度を選択的か
つ個別に制御できる能力、及び、様々な異なる照明成果をもたらすことをサポートする他
の特徴の任意の組み合わせを具体化する。
【００５４】
　例えば図８は、ＬＥＤ３４Ａ及び３４Ｂ、並びに随意的にＬＥＤ３４Ｃが、発光するＯ
Ｎ状態に選択的に駆動される図６及び７に係るＬＥＤベース電灯１０の一実装を描く。こ
こで、付加的に、ＬＥＤベース電灯１０の両端（一端のみが示される）近くのＬＥＤ３４
が、ＬＥＤベース電灯１０の中央に向かう残りのＬＥＤ３４よりも相対的に高強度となる
ように発光するように駆動される。図示のように、ＬＥＤベース電灯１０から発せられる
光２２０の結果的な勾配は、複数のＬＥＤ３４の軸に直交する一平面内において、一般に
犬用の骨の形状をしている。
【００５５】
　以下は、ここに開示の実施形態の例である。一実施形態において、ＬＥＤベースの取り
替え用電灯が、多重のＬＥＤと、当該ＬＥＤと通信する制御器と、当該ＬＥＤのためのハ
ウジングと、当該ハウジングの一端に配置された接続器とを含み、当該ＬＥＤは、当該Ｌ
ＥＤ間で関連付けられた異なる論理制御アドレスを有し、各論理制御アドレスは、関連付
けられたＬＥＤの一以上が個別に制御されるようにし、当該制御器は、各論理制御アドレ
スに関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に制御する信号を生成するように構
成され、当該接続器は、電灯ソケットとの接続を目的とした形状とされる。
【００５６】
　この実施形態の一つの側面において、生成された信号は、各論理制御アドレスに多重の
組み合わせで関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に制御し、各組み合わせが
ＬＥＤベース電灯に対して異なる照明成果をもたらす。
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【００５７】
　この実施形態の他側面において、生成された信号は、各論理制御アドレスが関連付けら
れた一以上のＬＥＤをＯＦＦ状態又はＯＮ状態の一方へと個別に制御する。
【００５８】
　この実施形態の他側面において、生成された信号は、各論理制御アドレスに関連付けら
れた一以上のＬＥＤを、ＯＦＦ状態の一つ、又はＯＮ状態での複数の強度の一つへと個別
に制御する。
【００５９】
　この実施形態の他側面において、多重のＬＥＤのそれぞれは、ＯＮ状態へと制御された
場合に同じ色の光を発するように構成される。
【００６０】
　この実施形態の他側面において、多重のＬＥＤは、第１論理制御アドレスに関連付けら
れてＯＮ状態へと制御された場合に第１色の光を発するように構成された一以上の第１Ｌ
ＥＤと、第２論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に第１色と
は異なる第２色の光を発するように構成された一以上の第２ＬＥＤとを含む。
【００６１】
　この実施形態の他側面において、多重のＬＥＤは、第１論理制御アドレスに関連付けら
れてＯＮ状態へと制御された場合に第１色温度の光を発するように構成された一以上の第
１ＬＥＤと、第２論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に第１
色温度とは異なる第２色温度の光を発するように構成された一以上の第２ＬＥＤとを含む
。
【００６２】
　この実施形態の他側面において、多重のＬＥＤは、第１論理制御アドレスに関連付けら
れてＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性を有する一以上の第１ＬＥＤと、第
２論理制御アドレスに関連付けられた一以上の第２ＬＥＤとを含み、当該第２ＬＥＤは、
ＯＮ状態へと制御された場合に第２ＬＥＤから発せられる光を修正する形状とされた少な
くとも一つの光デバイスと光通信し、第１空間分布特性とは異なる第２空間分布特性を達
成する。
【００６３】
　他実施形態において、ＬＥＤベースの取り替え用電灯は、一以上の第１ＬＥＤと、一以
上の第２ＬＥＤと、当該第１ＬＥＤ及び当該第２ＬＥＤのためのハウジングと、当該ハウ
ジングの一端に配置された接続器とを含み、当該第１ＬＥＤは、当該第１ＬＥＤが個別に
制御されるようにする第１論理制御アドレスに関連付けられ、ＯＮ状態へと制御された場
合に第１空間分布特性を有し、当該第２ＬＥＤは、当該第２ＬＥＤが個別に制御されるよ
うにする第２論理制御アドレスに関連付けられ、ＯＮ状態へと制御された場合に当該第２
ＬＥＤから発せられる光を修正する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信し
、当該第１空間分布特性とは異なる第２空間分布特性を達成し、当該接続器は、電灯ソケ
ットとの接続を目的とした形状とされる。
【００６４】
　この実施形態の一つの側面において、ＬＥＤベース電灯はさらに、第１ＬＥＤ及び第２
ＬＥＤと通信する制御器を含み、当該制御器は、第１空間分布特性を達成するべく第１Ｌ
ＥＤをＯＮ状態へと、第２ＬＥＤをＯＦＦ状態へと制御する信号を生成するように構成さ
れる。
【００６５】
　この実施形態の他側面において、ＬＥＤベース電灯はさらに、第１ＬＥＤ及び第２ＬＥ
Ｄと通信する制御器を含み、当該制御器は、第２空間分布特性を達成するべく第１ＬＥＤ
をＯＦＦ状態へと、第２ＬＥＤをＯＮ状態へと制御する信号を生成するように構成される
。
【００６６】
　この実施形態の他側面において、第１空間分布特性は一軸を中心とし、第２空間分布特
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性は当該一軸から偏心される。
【００６７】
　この実施形態の他側面において、少なくとも一つの光デバイスは、第２ＬＥＤに対する
少なくとも一つのオーバーモールドである。
【００６８】
　この実施形態の他側面において、少なくとも一つの光デバイスは、ハウジングにより画
定されて第２ＬＥＤに対向するレンズに含められる。
【００６９】
　この実施形態の他側面において、第１ＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御された場合に当該第
１ＬＥＤから発せられた光を修正する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信
して第１空間分布特性を達成する。
【００７０】
　この実施形態の他側面において、第１ＬＥＤ及び第２ＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御され
た場合に同じ色の光を発するように構成される。
【００７１】
　他実施形態において、ＬＥＤベースの取り替え用電灯が、細長い回路基板と、当該回路
基板の長さ沿いに取り付けられた多重のＬＥＤと、当該ＬＥＤと通信する制御器と、当該
回路基板及び当該ＬＥＤのための細長いハウジングと、当該ハウジングの対向端に配置さ
れた一対の端キャップとを含み、当該ＬＥＤは、当該ＬＥＤ間で関連付けられた異なる論
理制御アドレスを有し、各論理制御アドレスは、関連付けられたＬＥＤの一以上が個別に
制御されるようにし、当該制御器は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥ
Ｄの動作状態を個別に制御する信号を生成するように構成され、各端キャップは、蛍光灯
ソケットとの接続を目的とした形状の接続器を含む。
【００７２】
　この実施形態の他側面において、制御器は、各論理制御アドレスに多重の組み合わせで
関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に制御する信号を生成するべく構成され
、各組み合わせが、当該一以上のＬＥＤの軸に平行な平面内に、ＬＥＤベース電灯からの
異なる照明勾配をもたらす。
【００７３】
　この実施形態の他側面において、多重のＬＥＤは、第１論理制御アドレスに関連付けら
れてＬＥＤベース電灯の、その長さ方向の中間に向かって位置決めされた一以上の第１Ｌ
ＥＤと、第２論理制御アドレスに関連付けられて当該ＬＥＤベース電灯の、その長さ方向
の一端又は両端に向かって位置決めされた一以上の第２ＬＥＤとを含み、制御器は、当該
第１ＬＥＤを第１強度のＯＮ状態へと、当該第２ＬＥＤを当該第１強度より高い第２強度
のＯＮ状態へと制御する信号を生成するように構成され、回路基板に直交する一平面内に
おいて少なくとも部分的に犬用の骨の形状をした、ＬＥＤベース電灯からの照明勾配をも
たらす。
【００７４】
　この実施形態の他側面において、多重のＬＥＤは、第１論理制御アドレスに関連付けら
れてＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性を有する一以上の第１ＬＥＤと、第
２論理制御アドレスに関連付けられてＯＮ状態へと制御された場合に、第２ＬＥＤから発
せられる光を修正する形状とされた少なくとも一つの光デバイスと光通信して当該第１空
間分布特性とは異なる第２空間分布特性を達成する一以上の第２ＬＥＤとを含み、制御器
は、当該第１空間分布特性を達成するべく当該第１ＬＥＤをＯＮ状態へと、当該第２ＬＥ
ＤをＯＦＦ状態へと制御する信号を生成するように、又は当該第２空間分布特性を達成す
るべく当該第１ＬＥＤをＯＦＦ状態へと、当該第２ＬＥＤをＯＮ状態へと制御信号を生成
するように構成される。
【００７５】
　本発明の上記特徴及び条件が、所定の実施形態との関連で説明されてきたが、本発明が
、開示の実施形態に限られるわけではなく、それとは反対に、添付の特許請求の範囲及び
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その要旨の中に含まれる様々な修正例及び均等配列をカバーするように意図されているこ
とを理解すべきである。当該範囲は、法の下で許容される修正例及び均等例の構造すべて
を包含するように最も広く解釈されるべきである。
 

【図１】 【図２】
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【図３】 【図４】

【図５】 【図６】
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【図７】 【図８】

【手続補正書】
【提出日】平成28年9月23日(2016.9.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
ＬＥＤベースの取り替え用電灯であって、
第１論理制御アドレスに関連付けられた一以上の第１のＬＥＤ、及び前記第１論理制御ア
ドレスとは異なる第２論理制御アドレスに関連付けられた一以上の第２のＬＥＤを含む多
重のＬＥＤと、
前記第１論理制御アドレスに関連付けられて前記一以上の第１のＬＥＤから発せられる光
を第１態様で分配するべく構成された一以上の第１光デバイスと、
前記第２論理制御アドレスに関連付けられて前記一以上の第２のＬＥＤから発せられた光
を前記第１態様とは異なる第２態様で分配するべく構成された一以上の第２光デバイスと
、
前記ＬＥＤと通信する制御器と、
前記ＬＥＤのためのハウジングと、
前記ハウジングの一端に配置された接続器と
を含み、
前記ＬＥＤは、前記ＬＥＤ間で関連付けられた異なる論理制御アドレスを有し、
各論理制御アドレスは、関連付けられたＬＥＤの一以上が個別に制御されるようにし、
前記制御器は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤの動作状態を個別に
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制御する信号を生成するように構成され、
前記接続器は、電灯ソケットとの接続を目的とした形状とされるＬＥＤベース電灯。
【請求項２】
前記生成された信号は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤを、ＯＦＦ
状態又はＯＮ状態の一方へと個別に制御する請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項３】
前記生成された信号は、各論理制御アドレスに関連付けられた一以上のＬＥＤを、ＯＦＦ
状態の一つ、又はＯＮ状態での複数の強度の一つへと個別に制御する請求項１のＬＥＤベ
ース電灯。
【請求項４】
前記一以上の第１のＬＥＤは、ＯＮ状態へと制御された場合に第１空間分布特性に従って
発光するべく構成され、
前記一以上の第２のＬＥＤは、前記第１空間分布特性とは異なる第２空間分布特性に従っ
て発光するべく構成される請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項５】
前記一以上の第１光デバイスのそれぞれは第１共通方向に光を向けるべく構成され、
前記一以上の第２光デバイスのそれぞれは前記第１共通方向とは異なる第２共通方向に光
を向けるべく構成される請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項６】
前記一以上の第１光デバイスのぞれぞれは、第１共通方向に光を向けるべく構成されたそ
れぞれの第１オーバーモールドを含み、
前記一以上の第２光デバイスのそれぞれは、前記第１共通方向とは異なる第２共通方向に
光を向けるべく構成されたそれぞれの第２オーバーモールドを含む請求項１のＬＥＤベー
ス電灯。
【請求項７】
前記一以上の第１光デバイスのそれぞれは、第１共通方向に光を向けるべく構成されたそ
れぞれの第１レンズを含み、
前記一以上の第２光デバイスのそれぞれは、前記第１共通方向とは異なる第２共通方向に
光を向けるべく構成されたそれぞれの第２レンズを含む請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項８】
前記一以上の第１のＬＥＤは、前記一以上の第１光デバイスと光通信するが前記一以上の
第２光デバイスとは光通信せず、
前記一以上の第２のＬＥＤは、前記一以上の第２光デバイスと光通信するが前記一以上の
第１光デバイスとは光通信しない請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項９】
前記制御器は、前記各論理制御アドレスに多重の組み合わせで関連付けられた一以上のＬ
ＥＤの動作状態を個別に制御する信号を生成するべく構成され、各組み合わせが、前記一
以上のＬＥＤの軸に平行な一平面内に、前記ＬＥＤベース電灯からの異なる照明勾配をも
たらす請求項１のＬＥＤベース電灯。
【請求項１０】
前記一以上の第１のＬＥＤは、前記ＬＥＤベース電灯の、その長さ方向の中間に向かって
位置決めされ、
前記一以上の第２のＬＥＤは、前記ＬＥＤベース電灯の、その長さ方向の一端又は両端に
向かって位置決めされ、
前記制御器は、前記第１のＬＥＤを第１強度のＯＮ状態へと、前記第２のＬＥＤを前記第
１強度より高い第２強度のＯＮ状態へと制御する信号を生成するべく構成され、前記回路
基板に直交する一平面内において少なくとも部分的に犬用の骨の形状をした、前記ＬＥＤ
ベース電灯からの照明勾配をもたらす請求項１のＬＥＤベース電灯。
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