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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ＬＥＤ光を生成する発光デバイス（ＬＥＤ）と、第１の発光材料を有するキャリアであ
って、前記ＬＥＤと接しており、前記第１の発光材料が前記ＬＥＤ光の少なくとも一部を
第１の発光材料光に変換する、発光セラミックを有する当該キャリアとを有する、光源光
を生成する光源と、
　第２の発光材料の透過機構であって、前記光源から離れて配され、前記第１の発光材料
光の少なくとも一部、又は前記ＬＥＤ光の少なくとも一部及び前記第１の発光材料光の少
なくとも一部を第２の発光材料光に変換する、透過性のセラミック発光材料を有する当該
透過機構と
　を有する、照明デバイス。
【請求項２】
　前記ＬＥＤが青色発光ＬＥＤを有し、前記第１の発光材料が黄緑のスペクトル範囲に主
波長を持つ光を発し、前記第２の発光材料が赤橙の範囲に主波長を持つ光を発する、請求
項１記載の照明デバイス。
【請求項３】
　前記ＬＥＤが青色発光ＬＥＤを有し、前記第１の発光材料が、三価のセリウムを含有す
るガーネット、二価のユーロピウムを含有する酸窒化物、二価のユーロピウムを含有する
ケイ酸塩及び二価のユーロピウムを含有するチオガリウム酸塩より成る群から選択される
１つ又はそれ以上の発光材料、好ましくは少なくとも三価のセリウムを含有するガーネッ
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トを有し、前記第２の発光材料が、三価のセリウムを含有するアルカリ土類硫化物及び二
価のユーロピウムを含有する窒化物より成る群から選択される１つ又はそれ以上の発光材
料、好ましくは少なくとも二価のユーロピウムを含有する窒化物を有する、請求項１記載
の照明デバイス。
【請求項４】
　前記第２の発光材料が、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ、好ましくはＣａＡ
ｌＳｉＮ３：Ｅｕを有する、請求項１ないし３のいずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項５】
　前記第２の発光材料が、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、好ましくは（Ｓｒ
，Ｂａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕを有する、請求項１ないし４のいずれか一項に記載の照明デ
バイス。
【請求項６】
　前記キャリア及び前記透過機構が、ヒートシンクと接している、請求項１ないし５のい
ずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項７】
　前記透過機構が射出窓にコーティングされたコーティング部を有し、このコーティング
部が前記第２の発光材料を有する、請求項１ないし６のいずれか一項に記載の照明デバイ
ス。
【請求項８】
　前記透過機構が、前記第２の発光材料を有する射出窓を有する、請求項１ないし７のい
ずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項９】
　前記射出窓が、中空形状を有し、前記光源を少なくとも部分的に囲んでいる、請求項７
又は８記載の照明デバイス。
【請求項１０】
　前記透過機構が、平らな形状を有している、請求項１ないし８のいずれか一項に記載の
照明デバイス。
【請求項１１】
　前記透過機構が、凸形の形状を有している、請求項１ないし９のいずれか一項に記載の
照明デバイス。
【請求項１２】
　前記光源光が、黒体軌跡（ＢＢＬ）の１５ＳＤＣＭ（等色標準偏差）以内のカラーポイ
ントを持つ白色光である、請求項１ないし１１のいずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項１３】
　前記第２の発光材料が前記第１の発光材料光の少なくとも一部を変換する、請求項１な
いし１２のいずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項１４】
　第１の発光材料光及び第２の発光材料光と、オプションでＬＥＤ光とを有する照明デバ
イス光を生成し、前記光源及び前記透過機構を少なくとも部分的に囲み、前記照明デバイ
ス光を平行にするコリメータを更に有する、請求項１ないし１３のいずれか一項に記載の
照明デバイス。
【請求項１５】
　前記第１の発光材料がモノリシックセラミック発光素子である、請求項１ないし１４の
いずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項１６】
　前記第２の発光材料がモノリシックセラミック発光素子である、請求項１ないし１５の
いずれか一項に記載の照明デバイス。
【請求項１７】
　前記第１の発光材料は三価のセリウムを含有するガーネットを有し、前記第２の発光材
料は、二価のユーロピウムを含有する窒化物を有する、請求項１ないし１６のいずれか一
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項に記載の照明デバイス。
【請求項１８】
　前記透過機構の表面積は、前記ダイの表面積よりも少なくとも１０倍大きい、請求項１
ないし１７のいずれか一項に記載の照明デバイス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、ＬＥＤをベースにした光源と、複数の発光材料とを、少なくとも１つの発光
材料が光源から離れて配された状態で有する照明デバイスに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光材料を伴った透過機構を有する照明デバイスは、当該技術分野において既知である
。透過性のセラミック層又は発光セラミック及びそれらの生成方法は、当該技術分野にお
いて既知である。それは、例えば、米国特許出願公開ＵＳ２００５／０２６９５８２号、
米国特許出願公開ＵＳ２００６／０２０２１０５号、国際特許出願公開ＷＯ２００６／０
９７８６８号、国際特許出願公開ＷＯ２００７／０８０５５５号、米国特許出願公開ＵＳ
２００７／０１２６０１７号及び国際特許出願公開ＷＯ２００６／１１４７２６号公報に
述べられている。
【０００３】
　例えば、米国特許出願公開ＵＳ２００５／０２６９５８２号公報には、発光層により発
せられる光の経路内に配されたセラミック層と組み合わせられた半導体発光デバイスが開
示されている。上記セラミック層は、発光材料のような波長変換材料によって構成されて
いるか又はそれを含んでいる。
【０００４】
　また、米国特許出願公開ＵＳ２００８０２９７２０号公報には、第１の波長の範囲を持
つ放射を放つＬＥＤチップと、上記第１の波長の範囲の放射の少なくとも一部を吸収し、
第２の波長の範囲を持つ放射を放つ発光材料と、少なくとも上記第１の波長の範囲の放射
が通過する光学部品とを有する照明機構が説明されている。上記ＬＥＤは、発光材料が光
学部品の表面に設けられていることを特徴としている。
【０００５】
　国際特許出願公開ＷＯ２００５０８３０３６号公報には、ＬＥＤと１つ又はそれ以上の
発光材料とを含み、各発光材料について（入射ＬＥＤフラックス）×（発光材料の励起断
面積）×（発光材料の減衰時間）の積として定義される性能指数（ＦＯＭ）が０．３より
も小さいＬＥＤランプが説明されている。そのような透過機構は、駆動電流のある範囲に
わたって、発光デバイスに改善されたルーメン出力及び色安定性を与えると思われている
。
【０００６】
　更に、発光性の多層構造体が当該技術分野において既知である。例えば、米国特許出願
公開ＵＳ２００４２１７６９２号公報には、励起光を出力する光源と、励起光に応じて異
なる波長を発する少なくとも２つの蛍光層を有する蛍光性の多層構造体とを含む発光デバ
イスが説明されている。他の蛍光層よりも長い波長を発する及び／又は低い光変換効率を
有する蛍光層は光源に隣接している。他の蛍光層よりも短い波長を発する及び／又は高い
光変換効率を有する蛍光層は、光源から最も遠い。従って、発光デバイスの全体の光変換
効率及び発光デバイスから出力される光の量を高めることが可能である。
【０００７】
　米国特許ＵＳ７２１３９４０号公報には、４３０ｎｍから４８０ｎｍまで及び６００ｎ
ｍから６３０ｎｍまでの範囲内に主波長をそれぞれ持つ光を発する半導体発光体の第１及
び第２のグループと、５５５ｎｍから５８５ｎｍまでの範囲内に主波長を持つ光を発する
ルミファ（lumiphor）の第１のグループとを有する照明デバイスが説明されている。電源
ラインに電流が供給されると、上記発光体の第１のグループにより発せられた照明デバイ
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スを励起する光と、上記ルミファの第１のグループにより発せられた照明デバイスを励起
する光との組み合わせが、いかなる追加の光も存在しない状態で、１９３１ＣＩＥ色度図
上の特定の領域内にｘｙ色座標を持つ光のサブ混合物を生成する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　スポットランプの場合、光源の高い輝度が必要とされる。すなわち、必要な光束のレベ
ルのために、放射源がスポットランプに合うサイズに制限される。典型的には、リモート
ルミネセンス材料モジュールの光源のサイズはスポットランプに合わない。スポットの用
途に合うように上記リモートルミネセンス材料の表面積を減らすと、リモートルミネセン
ス材料素子の温度は受け入れられないレベルまで上昇し、これは、システムの効率を著し
く低下させる発光材料の温度消光及び／又は光束の下落、縮められる寿命及び増大する破
局的なシステム障害を引き起こす材料（発光材料、発光材料を有するマトリクス材料又は
発光材料が塗布された基板材料）の劣化を招く。これは、波長変換材料においてより多く
の発熱を要するので、特に、寒白色と比較して暖白色の生成に関する場合である。
【０００９】
　ＬＥＤチップに波長変換材料が塗布された白色ＬＥＤは小さいソースのサイズをもたら
すので、これを用いてかなり高い光源の輝度が実現されるようである。しかしながら、暖
白色ＬＥＤの不都合は、赤色発光材料成分が黄色成分よりも温度に影響を受けやすく、こ
れがカラーポイントの温度依存性及び場合によっては経時的な色のシフトをもたらすこと
である。
【００１０】
　代替の構成では、青色ＩｎＧａＮチップ上に発光材料成分を伴う該チップによって構成
される高効率黄色ＬＥＤが、赤色のＡｌＩｎＧａＰＬＥＤと組み合わせられる。これらの
発光体からの光の適切な割合の混合もまた、暖白色光の効率的な生成をもたらす。しかし
ながら、不都合は、上記混合がかなり大きい光源を導いて結果的にかなり低い輝度の原因
となり、例えばスポットランプに対してこれを不適切にしてしまうことである。他の不都
合は、ＩｎＧａＮ対ＡｌＩｎＧａＰのＬＥＤ材料の温度感度の大きな差に見出され、これ
は、カラーポイント及び光束に関してそのようなシステムを本質的に不安定にする。更に
、このシステムは、目標にしているカラーポイントを実現するために２つのチャネル間の
正確な微調整を伴う２チャネルドライバを必要とし、これは、より複雑な、より容積の大
きい、より高価なシステムをもたらす。最後に、非常に正確なフィードバックシステムが
実現されない場合、種々のＬＥＤ材料の系の他と異なる劣化もまた、ランプ間の色の一致
を低減し得る。
【００１１】
　従って、本発明の一観点は、代替の照明デバイスを提供することであり、好ましくは、
上述した欠点の１つ又はそれ以上を少なくとも部分的に回避する代替の照明デバイスを提
供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、リモートルミネセンス材料の光源の輝度の著しい増大（約１０倍）を可能に
するとともに、リモートルミネセンス材料のＬＥＤエンジンの有効性の増大の少なくとも
一部を与え、これは、例えばスポットランプ用のより効率的なＬＥＤソースをもたらす。
更に、提案される構成の場合、発光材料の構成要素の温度がより低く、これはより安定な
光源をもたらす。
【００１３】
　第１の形態では、本発明は、
ａ． 
ｉ．ＬＥＤ光を生成するＬＥＤと、
ｉｉ．第１の発光材料を有するキャリアであって、上記ＬＥＤと接しており、上記第１の
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発光材料は上記ＬＥＤ光の少なくとも一部を第１の発光材料光に変換する当該キャリアと
を有する、光源光を生成する光源と、
ｂ．第２の発光材料の透過機構であって、上記光源から離れて配され、上記ＬＥＤ光の少
なくとも一部、上記第１の発光材料光の少なくとも一部又は上記ＬＥＤ光の少なくとも一
部及び上記第１の発光材料光の少なくとも一部を第２の発光材料光に変換する当該透過機
構と
を有する照明デバイスを提供する。
【００１４】
　この提案された構成の場合、スポットランプ用の光源の有効性は、リモートルミネセン
ス材料の概念のＬＥＤ光抽出の利点を利用することにより増大し得る。
【００１５】
　本発明は、スポット照明においてリモートルミネセンス材料のシステムの制限をどのよ
うに克服するかの形態を提供する。また、単に種々の（赤橙色の）リモートルミネセンス
材料と組み合わせられた単一のタイプの白色（又は白っぽい）光源により、種々の相関色
温度を持つ光源を実現する極めて簡単なやり方が可能になる。単に発光材料の負荷及び／
又は光源までの透過機構の距離を変化させること、及び／又は透過機構の照射（分画）範
囲を変化させることにより、照明デバイスにより生成される光の相関色温度が変化するよ
うである。従って、本発明は、黒体軌跡（ＢＢＬ）に沿って相関色温度（ＣＣＴ）を調節
することも極めて簡単なやり方で可能にする。すなわち、赤色蛍光体の寄与及び黄緑色蛍
光体の寄与の両方を調節する必要さえない。
【００１６】
　一形態では、上記ＬＥＤは青色発光ＬＥＤを有し、上記第１の発光材料は黄ないし緑の
スペクトル範囲に主波長を持つ光を発し、上記第２の発光材料は赤ないし橙の範囲に主波
長を持つ光を発する。
【００１７】
　具体的な形態では、上記ＬＥＤは青色発光ＬＥＤを有し、上記記第１の発光材料は、三
価のセリウムを含有するガーネット、二価のユーロピウムを含有する酸窒化物、二価のユ
ーロピウムを含有するケイ酸塩及び二価のユーロピウムを含有するチオガリウム酸塩より
成る群から選択される１つ又はそれ以上の発光材料、好ましくは少なくとも三価のセリウ
ムを含有するガーネットを有し、上記第２の発光材料は、三価のセリウムを含有するアル
カリ土類硫化物及び二価のユーロピウムを含有する窒化物より成る群から選択される１つ
又はそれ以上の発光材料、好ましくは少なくとも二価のユーロピウムを含有する窒化物を
有している。（他の）緑色で発する発光材料の例は、例えば、ＳｒＳｉＯＮ：Ｅｕ（酸窒
化物）又は（Ｓｒ，Ｂａ，Ｃａ）ＳｉＯ４：Ｅｕ（ケイ酸塩）及びＳｒＧａ２Ｓ４：Ｅｕ
（チオガリウム酸塩）である。（他の）赤色発光材料の例は、例えば、（Ｃａ１－ｘＳｒ

ｘ）Ｓ：Ｃｅ（アルカリ土類チオガリウム酸塩）である。好適な発光材料の例は、例えば
国際特許出願公開ＷＯ０２１１１７３号公報にも記載されている。
【００１８】
　上記ＬＥＤが青色発光ＬＥＤを有し、上記第１の発光材料が三価のセリウムを含有する
ガーネットを有し、上記第２の発光材料が二価のユーロピウムを含有する窒化物、特に二
価のユーロピウムを含有するニトリドケイ酸塩を有している形態が、特に好ましい。また
、好ましくは、上記第２の発光材料はＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕを有している。
【００１９】
　上記キャリアの幾つかの形態が提案される。好ましくは、波長変換の（大）部分は、Ｌ
ＥＤと密に接触して行われ、このＬＥＤを介して、キャリアにより構成される発光材料に
おいて生成される熱もまた照明デバイスの筐体又はヒートシンクに熱を導く照明デバイス
の熱界面に伝えられる。これは、発光材料において生成される熱の大部分（ストークスロ
ス及び量子効率のロス）がＬＥＤを介した伝導によって周囲に伝達され得ることを意味す
る。従って、キャリアは、（ＬＥＤと接していることに加えて）好ましくはヒートシンク
とも接している。
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【００２０】
　一形態では、上記キャリアは、発光セラミックを有している。光源（すなわち、ＬＥＤ
パッケージ）の発光材料に関して、ＬＥＤと良好に熱的接触している透過性の又は高い半
透明性の発光材料（ＹＡＧ：Ｃｅ等の三価のセリウムを含有するガーネットのような（ほ
ぼ透過性の）発光材料）が用いられ得る。このやり方では、パッケージからの光の抽出は
（ダイへの光の低い後方散乱のために）相対的に高く、発光材料の温度はダイの温度に近
い。
【００２１】
　他の形態では、上記キャリアは、発光材料層を有している。
【００２２】
　更に他の形態では、上記キャリアは、上記第１の発光材料を有する樹脂のような封止剤
（encapsulant）を有している。更に他の形態では、発光材料層又は発光セラミックのよ
うな上記キャリアが封止剤により囲まれており、この封止剤は（同様に）発光材料を有し
ていてもよいし、有していなくてもよい。従って、好ましくは、上記キャリアはヒートシ
ンクと接している。上記封止剤は、少なくとも可視光の一部に対して透過性である。透過
性の樹脂は当該技術分野において既知である。封止剤は、例えば、ポリマ樹脂若しくはシ
リコン樹脂又は一形態ではゾルゲルをベースにした系である。
【００２３】
　上記機構は、光源から離れて配されている。上記透過機構についての幾つかの形態が提
案される。一形態では、上記透過機構は、射出窓にコーティングされたコーティング部を
有し、このコーティング部は上記第２の発光材料を有している。
【００２４】
　更に他の形態では、上記透過機構は、上記第２の発光材料を有する射出窓を有している
。例えば、そのような射出窓は（もまた）、発光セラミックを有している。
【００２５】
　一形態では、上記射出窓は、中空形状を有し、上記光源を少なくとも部分的に囲んでい
る。
【００２６】
　好ましくは、ＬＥＤから離れた第２の発光材料として赤色又は赤ないし橙色の発光材料
が適用される。これらの発光材料は、非常に散乱する可能性があり、従って、この第２の
素子に当たるほんのわずかの光のみがＬＥＤのダイ又はＬＥＤのパッケージに後方散乱さ
れるようにＬＥＤから離れて付与されると、システムの効率をかなり改善する。
【００２７】
　また、好ましくは上記第２の発光素子に関して、キャリア（より正確には、キャリアに
より構成される発光材料）によりＬＥＤからのポンプ光と第２の発光材料により発せられ
る光との波長の中間の波長を持つ光に変換された光を主に吸収し、変換する発光材料が選
択され、これは、低減されるストークスシフトのために第２の素子における著しく低減さ
れた熱放散をもたらす。従って、好ましくは、上記第２の発光素子は、第１の発光材料光
の少なくとも一部を変換する。
【００２８】
　また、好ましくは、上記第２の発光素子に関して、この素子で高出力密度を可能にする
ように低い温度消光を示す発光材料、例えば窒化物の発光材料が選択される。
【００２９】
　更に、他の形態では、上記透過機構（特に、該機構により構成される発光材料）は、こ
の第２の素子において生成される熱を例えばランプの筐体に導く熱伝導体と良好に熱的接
触して取り付けられている。従って、好ましくは、上記透過機構はヒートシンクとも接し
ている。このやり方では、ストークスシフトロス及び／又は量子効率のロスの結果として
、発光材料において生成される熱は、離れて誘導され、それにより、効率のロスが最小限
になる。好ましくは、上記キャリア及び透過機構は、ヒートシンクと接している。
【００３０】
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　他の形態では、上記透過機構により構成される発光材料は、例えば、（好ましくは、熱
伝導を高めるために埋め込み材料が所定の位置に存在する場合にも）発光材料の粉末を押
圧すること又は（ルミラミックとしても当該技術分野において知られている）モノリシッ
クセラミック発光材料を適用することにより、この素子における熱伝導を高めるために密
なパッキング密度で適用される。
【００３１】
　上記「第１の発光材料」という用語は、混合物として与えられ得るが、例えば（隣接す
る）層としても与えられ得る複数の（第１の）発光材料も意味している。上記「第２の発
光材料」という用語は、混合物として与えられ得るが、例えば（隣接する）層としても与
えられ得る複数の（第２の）発光材料も意味している。下流のコーティング部に含まれる
第２の発光材料と同一であるか又はそれとは異なる第２の発光材料による上流のコーティ
ング部を有する透過機構のような他の形態も可能である。
【００３２】
　驚くべきことに、実質的に白色の光源及び赤又は赤橙のリモート（離隔）ルミネセンス
材料を用いると、ＣＣＴが比較的容易に変化するようである。従って、一形態では、上記
光源光は、黒体軌跡（ＢＢＬ）の１５ＳＤＣＭ（等色標準偏差）以内のカラーポイントを
持つ白色光である。
【００３３】
　上記照明デバイスは、（レトロフィット）スポットライトのような種々の用途に用いら
れ得るが、非レトロフィットのスポットランプにも用いられ得る。上記照明デバイスは、
家庭用、接客用、店舗用及びオフィス照明を含む一般照明に用いられてもよく、日中走行
用ライトのような自動車用にも用いられ得る。提案される構成は、広範囲の照明、雰囲気
照明（例えば、ライトタイル）、背面照明（例えば、ポスターボックス）、ダウンライタ
（downlighter）、白熱（ＧＬＳ）又はＴＬ交換ランプのような拡散レトロフィットラン
プ及び壁面照明ランプに適用されることができ、体積及び光線の制約に依存して、多数の
種類のスポットランプに適用され得る。
【００３４】
　一形態では、従って、上記デバイスは、上記デバイス光を平行にするコリメータを更に
有している。特に、この照明デバイスは、第１の発光材料光及び第２の発光材料光と、オ
プションでＬＥＤ光とを有する照明デバイス光を生成し、上記光源及び上記透過機構を少
なくとも部分的に囲み、上記照明デバイス光を平行にするコリメータを更に有している。
【００３５】
　以下に、同じ観点がより詳細に説明される。
【００３６】
照明デバイス
　ＬＥＤに関連して、キャリア及び透過機構がＬＥＤの下流に配されている。
【００３７】
　上記キャリアは、ＬＥＤと接している。１つの（より大きい）キャリアが複数のＬＥＤ
の上に配されてもよい。また、それぞれがキャリアを有する複数のＬＥＤも適用され得る
。キャリアは、実質的にはＬＥＤのすぐ下流に存在し、好ましくは、実質的にＬＥＤダイ
と接している。「ＬＥＤと接しているキャリア」という表現は、特に、キャリアの少なく
とも一部がダイの少なくとも一部に接していることを意味している。好ましくは、実質的
にダイ全体がキャリア（の少なくとも一部）と接している。
【００３８】
　「上流」及び「下流」という用語は、光生成手段（ここでは、特にＬＥＤ）からの光の
伝播に関する事項又は特徴に関係があり、光生成手段からの光のビーム内の第１の場所を
基準として、光生成手段により近い光のビーム内の第２の場所は「上流」であり、光生成
手段からより遠い光のビーム内の第３の場所は「下流」である。
【００３９】
　上記照明デバイスは、１つ又はそれ以上の光源を有している。また、上記照明デバイス
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は、１つ又はそれ以上のＬＥＤと、１つ又はそれ以上のキャリアとを有しており、これは
、複数のＬＥＤ及びこの複数のＬＥＤと接しているキャリアを伴う形態を含んでいる。
【００４０】
　上記透過機構は、好ましくは、光源により生成される実質的に全ての放射が該透過機構
の方向に向けられるように配されている。すなわち、上記透過機構は光源により発せられ
る光の経路内に配置されている。従って、好ましい形態では、上記発光材料及び／又は上
記透過機構は、実質的に全ての光源光を受け取る。一形態では、透過機構と光源との距離
がゼロではないので、光源、透過機構及びオプションで空洞部の壁面により囲まれたチャ
ンバ又は空洞部が存在する。上記透過機構は、チャンバ又は空洞部における内部反射後に
、実質的に全ての光源光を受け取る。
【００４１】
　上記第２の発光材料を有する透過機構は、特に、光源光の少なくとも一部を透過する。
このやり方では、（透過機構を）透過する光源の放射を放つ光源と、第２の発光材料の放
射を放つ第２の発光材料とが、（白色光のような）所定の色の光を生成する。
【００４２】
　上記透過機構は、光源に向けられた上流面及び照明デバイスの外側に向けられた下流面
を有している。
【００４３】
　照明デバイス光を誘導する又は照明デバイス光に影響を及ぼすコリメータ、反射器、光
ガイド、光学層等のような更なる光学部品は、排除されず、射出窓の下流に配され得る。
【００４４】
　本発明によって、非常に高い効率及び良好な演色性を有し、ここではまた、オフの状態
の際に白色又はほぼ無色に見えるリモートルミネセンス材料のモジュールが実現される。
無色の見え方は、透過素子の下流面に１つ若しくはそれ以上の光学層又はコーティング部
を適用することにより得られる。上記光学層は、例えば、散乱粒子、散乱ポリマ又は二色
性光学積層体を有している。フィルムのような透過機構の内側又はその上に第２の発光材
料を備えた提案されるシステムもまた、ロールツーロール（roll-to-roll）処理により安
価な大量生産を可能にし、均質化と有効性の最適化とを兼ね備えている。代替として、射
出成形が、透過機構の形状及び大きさの大きな柔軟性を可能にする安価な大量生産技術と
して用いられ得る。
【００４５】
　オプションとして、上記透過機構は、発光材料の不均一な分布を有していてもよい。例
えば、第２の発光材料の不均一な分布は、同調能力を向上させ得る。
【００４６】
キャリア
　上記キャリアは、ＬＥＤダイと好ましくは直接接している。上記キャリアは、第１の発
光材料を有する封止剤を有していてもよいが、ＬＥＤダイの上に配された発光セラミック
（下記も参照されたい。）を有していてもよい。上記キャリアは、また、ＬＥＤダイの上
に配された発光層を有していてもよい。発光セラミック及び発光層の両方は、封止剤によ
り封入されることが可能であり、オプションで第１の発光材料も有し得る。上記キャリア
は、キャリアにおいて生成される熱を流すために、好ましくはヒートシンクと接している
。
【００４７】
　上記ＬＥＤ及びキャリアは、まとめて「光源」として示されている。
【００４８】
反射器及び空洞部
　上記透過機構と光源とのゼロではない距離は、例えば、光源が空洞部又はチャンバ（上
記も参照されたい。）内に配され、透過機構が封入構造体の一部である形態により実現さ
れる。上記封入構造体は、実質的には透過機構で構成されるが、一般に、封入構造体の一
部のみが該機構で構成される。封入構造体の他の部分は、プリント回路基板（ＰＣＢ；プ
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リント配線基板（ＰＷＢ）として示されることもある。）である。
【００４９】
　一形態では、上記空洞部は、ＬＥＤ光及びオプションで発光材料の放射を反射させて空
洞部内に戻す空洞部反射器を（更に）有しており、この空洞部反射器は、可視光の垂直照
射の下で、少なくとも青色領域において少なくとも約９５％、特に少なくとも約９８％の
反射率を有する。
【００５０】
　具体的な形態では、上記空洞部反射器は、拡散反射器を有しており、更に特には拡散反
射器である。一形態では、空洞部反射器は、テフロン（登録商標）、ＭＣＰＥＴ（微細発
砲ポリエチレンテレフタレート）及びマトリクス材料中の粒子状ＴｉＯ２より成る群から
選択される１つ又はそれ以上の材料を有している。他の形態では、空洞部反射器は、鏡面
反射器を有しており、更に特には鏡面反射器である。更に他の形態では、空洞部反射器は
、拡散性かつ鏡面反射性の反射器を有している。例えば、上記反射器は、部分的に鏡面反
射性であり、部分的に散乱性である。
【００５１】
　一形態では、上記空洞部は、円筒、立方体、直平行六面体（直角プリズムとも呼ばれて
いる。）、五角形プリズム及び六角形プリズム（すなわち、六面体形状）より成る群から
選択される形を有している。具体的な形態では、上記空洞部は、円筒形状をしている。更
に他の具体的な形態では、上記空洞部は六角形である。特に、六角形／形状の場合、上記
空洞部反射器は、鏡面反射器又は拡散と鏡面との組み合わせの反射器を有する。好ましく
は、空洞部反射器は、円錐、放物面又は楕円体の形状を有している。
【００５２】
　ＬＥＤをベースにした光源におけるリモートルミネセンス材料は、システムの有効性に
関して、特に低い色温度（暖白色）の光の生成の場合に非常に有利であるように思われる
。透過機構又はフィルムに発光材料を塗布することは、吸収されるかなり高い可能性を有
するＬＥＤに少量の光だけが反射して戻ってくるので、高いシステムの有効性をもたらす
。ＬＥＤから離れた発光材料を用いることは、ＬＥＤパッケージ内に発光材料を備えたシ
ステムと比較して約５０％までの有効性の向上をもたらす。
【００５３】
ＬＥＤ及び発光材料
　一形態では、上記ＬＥＤは青色の放射を発し、（ａ）上記第１の発光材料は、青色ＬＥ
Ｄ光の少なくとも一部を吸収し、緑色の放射を発する緑色発光材料を有し、（ｂ）上記第
２の発光材料は、青色ＬＥＤ光の少なくとも一部、緑色の放出の少なくとも一部又は青色
の放出の少なくとも一部及び緑色の放出の少なくとも一部の両方を吸収し、赤色の放射を
発する赤色及び／又は赤橙色発光材料を有している。このやり方では、（所定の色の）照
明デバイス光は白色光である。とりわけ、ＬＥＤの出力、青色ＬＥＤ光のスペクトル及び
発光材料の量に依存して、種々の色温度の白色光が構成され得る。
【００５４】
　他の形態では、上記ＬＥＤは青色の放射を発し、（ａ）上記第１の発光材料は、青色の
放射の少なくとも一部を吸収し、黄色の放射を発する黄色発光材料を有し、（ｂ）上記第
２の発光材料は、青色ＬＥＤ光の少なくとも一部、黄色の放射の少なくとも一部又は青色
の放射の少なくとも一部及び黄色の放射の少なくとも一部の両方を吸収し、赤色の放射を
発する赤色及び／又は赤橙発光材料を有する。この赤色発光材料は、とりわけＣＲＩを更
に向上させるために適用される。
【００５５】
　一形態では、上記照明デバイスは、４ないし６４個等の２ないし１００個のオーダーの
ようなＬＥＤ光を発する複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を有している。
【００５６】
　本明細書における白色光という用語は、当業者には既知である。それは、特に、約２０
００～２００００Ｋ、特に２７００～２００００Ｋの相関色温度（ＣＣＴ）を有する光に
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関係があり、一般照明に関しては特に約２７００Ｋ及び６５００Ｋの範囲、背面照明の目
的に関しては特に約７０００Ｋ及び２００００Ｋの範囲において関係があり、特にＢＢＬ
から約１５ＳＤＣＭ（等色標準偏差）以内、特にＢＢＬから約１０ＳＤＣＭ以内、更に特
にはＢＢＬから約５ＳＤＣＭ以内に関係がある。
【００５７】
　「青色光」又は「青色の放射」という用語は、約４１０ないし４９０ｎｍの範囲の波長
を有する光に特に関係がある。「緑色光」という用語は、約５００ないし５７０ｎｍの範
囲の波長を有する光に特に関係がある。「赤色光」という用語は、約５９０ないし６５０
ｎｍの範囲の波長を有する光に特に関係がある。「黄色光」という用語は、約５６０ない
し５９０ｎｍの範囲の波長を有する光に特に関係がある。
【００５８】
　これらの用語は、特に、発光材料が、例えば、約５００ないし５７０ｎｍ、約５９０な
いし６５０ｎｍ及び約５６０ないし５９０ｎｍそれぞれの範囲を超える波長を伴う放射を
有する広帯域の放射を有することを排除するものではない。しかしながら、そのような発
光材料（又はＬＥＤそれぞれ）の放射の主波長は、本明細書において与えられている範囲
内でそれぞれ見出される。従って、「～の範囲内の波長を伴う」という表現は、放射が指
定された範囲内に支配的な放射波長を有することを特に意味している。
【００５９】
　特に好ましい発光材料は、ガーネット及び窒化物から選択され、特に、三価のセリウム
又は二価のユーロピウムがそれぞれドープされたガーネット及び窒化物から選択される。
【００６０】
　ガーネットの具体例は、Ａ３Ｂ５Ｏ１２（Ａは少なくともイットリウム又はルテチウム
を含み、Ｂは少なくともアルミニウムを含む。）のガーネットを特に含んでいる。そのよ
うなガーネットは、セリウム（Ｃｅ）、プラセオジム（Ｐｒ）又はセリウムとプラセオジ
ムとの組み合わせがドープされ得るが、特にＣｅがドープされる。特に、Ｂは、アルミニ
ウム（Ａｌ）を含んでいるが、ガリウム（Ｇａ）及び／又はスカンジウム（Ｓｃ）及び／
又はインジウム（Ｉｎ）を部分的に含むことも可能であり、特にＡｌの約２０％まで、更
に特にはＡｌの約１０％まで含むことも可能であり（すなわち、Ｂのイオンは、本質的に
９０モル％又はそれよりも多いＡｌと、１０モル％又はそれよりも少ないＧａ，Ｓｃ及び
Ｉｎの１つ又はそれ以上とから成る。）、特に約１０％までのガリウムを含み得る。他の
変形例では、Ｂ及びＯが、Ｓｉ及びＮと少なくとも部分的に置換される。元素Ａは、特に
、イットリウム（Ｙ）、ガドリニウム（Ｇｄ）、テルビウム（Ｔｂ）及びルテチウム（Ｌ
ｕ）より成る群から選択される。また、Ｇｄ及び／又はＴｂは、特にＡの約２０％の量ま
でのみ存在する。具体的な形態では、ガーネット発光材料は、（Ｙ１－ｘＬｕｘ）３Ｂ５

Ｏ１２：Ｃｅ（ｘは０以上且つ１以下である。）を有する。
【００６１】
　「：Ｃｅ」という表現は、発光材料の金属イオンの一部（すなわち、ガーネットの、「
Ａ」イオンの一部）がＣｅと置換されていることを示している。例えば、（Ｙ１－ｘＬｕ

ｘ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅであると仮定すると、Ｙ及び／又はＬｕの一部がＣｅと置換さ
れている。この表記法は、当業者には既知である。Ｃｅは、一般に１０％以下に関してＡ
を置換し、一般に、Ｃｅの濃度は、（Ａに対して）０．１ないし４％、特に０．１ないし
２％の範囲内である。１％Ｃｅ及び１０％Ｙとすると、省略形ではない式は（Ｙ０．１Ｌ
ｕ０．８９Ｃｅ０．０１）３Ａｌ５Ｏ１２である。ガーネット中のＣｅは、当業者に知ら
れているように、実質的に又は専ら三価の状態である。
【００６２】
　上記赤色発光材料は、一形態では、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）Ｓ：Ｅｕ、（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃ
ａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ及び（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕより成る群から選
択される１つ又はそれ以上の材料を有している。これらの化合物では、ユーロピウム（Ｅ
ｕ）は実質的に又は専ら二価であり、表示されている二価の陽イオンの１つ又はそれ以上
を置換している。一般に、Ｅｕは、陽イオンの１０％よりも大きい量では存在せず、特に
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、陽イオンに対して約０．５ないし１０％の範囲内、更に特には約０．５ないし５％の範
囲内において置換する。「：Ｅｕ」という表現は、金属イオンの一部がＥｕと（これらの
例ではＥｕ２＋と）置換されていることを示している。例えば、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ
において２％Ｅｕとすると、正確な式は（Ｃａ０．９８Ｅｕ０．０２）ＡｌＳｉＮ３であ
る。二価のユーロピウムは、一般に、上記二価のアルカリ土類、特にＣａ，Ｓｒ又はＢａ
の陽イオンのような二価の陽イオンを置換する。
【００６３】
　上記材料（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）Ｓ：Ｅｕは、ＭＳ：Ｅｕとも表示され得る。ここで、Ｍ
は、バリウム（Ｂａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）及びカルシウム（Ｃａ）より成る群から
選択される１つ又はそれ以上の元素であり、特に、Ｍは、この化合物においてカルシウム
若しくはストロンチウム又はカルシウム及びストロンチウムを有し、更に特にはカルシウ
ムを有する。ここでは、Ｅｕが採り入れられ、Ｍの少なくとも一部（すなわち、Ｂａ、Ｓ
ｒ及びＣａの１つ又はそれ以上）を置換している。
【００６４】
　また、上記材料（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕは、Ｍ２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕと
も表示され得る。ここで、Ｍは、バリウム（Ｂａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）及びカルシ
ウム（Ｃａ）より成る群から選択される１つ又はそれ以上の元素であり、特に、Ｍは、こ
の化合物においてＳｒ及び／又はＢａを有する。更に具体的な形態では、Ｍは、Ｓｒ及び
／又はＢａより成っており（Ｅｕの存在を考慮していない。）、特に、Ｂａ１．５Ｓｒ０

．５Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ（すなわち、７５％のＢａ；２５％のＳｒ）のような５０ないし１
００％、特に５０ないし９０％のＢａと、５０ないし０％、特に５０ないし１０％のＳｒ
とから成っている。ここでは、Ｅｕが採り入れられ、Ｍの少なくとも一部（すなわち、Ｂ
ａ、Ｓｒ及びＣａの１つ又はそれ以上）を置換している。
【００６５】
　同様に、上記材料（Ｂａ，Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕは、ＭＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ
とも表示され得る。ここで、Ｍは、バリウム（Ｂａ）、ストロンチウム（Ｓｒ）及びカル
シウム（Ｃａ）より成る群から選択される１つ又はそれ以上の元素であり、特に、Ｍは、
この化合物においてカルシウム若しくはストロンチウム又はカルシウム及びストロンチウ
ムを有し、更に特にはカルシウムを有する。ここでは、Ｅｕが採り入れられ、Ｍの少なく
とも一部（すなわち、Ｂａ、Ｓｒ及びＣａの１つ又はそれ以上）を置換している。
【００６６】
　本明細書における発光材料という用語は、無機発光材料に特に関係があり、無機発光材
料が発光材料として示されていることもある。これらの用語は、当業者には既知である。
【００６７】
　好ましくは、一形態では、上記第２の発光材料は、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）ＡｌＳｉＮ３

：Ｅｕ、好ましくは、ＣａＡｌＳｉＮ３：Ｅｕを有している。また、前者と組み合わせら
れ得る他の形態では、第２の発光材料は、（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ、好
ましくは、（Ｓｒ，Ｂａ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕを有している。「（Ｃａ，Ｓｒ，Ｂａ）」
という表現は、対応する陽イオンが、カルシウム、ストロンチウム又はバリウムによって
占められることを示している。この表現は、また、そのような材料において対応する陽イ
オンの部位が、カルシウム、ストロンチウム及びバリウムより成る群から選択される陽イ
オンで占められることも示している。従って、上記材料は、例えば、カルシウム及びスト
ロンチウム又はストロンチウムのみ等を有し得る。
【００６８】
　当業者には明らかであるように、第１の発光材料の組み合わせも適用され得る。同様に
、第２の発光材料の組み合わせも適用され得る。
【００６９】
　また、当業者に明らかであるように、構成元素、活性剤の濃度、粒径等の１つ若しくは
それ以上についての発光材料の最適化、又は発光材料の組み合わせについての最適化が、
照明デバイスを最適なものにするために適用され得る。
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【００７０】
透過機構
　特に、光源から（すなわち、特にキャリアから）ゼロではない距離で、透過機構が配さ
れている。
【００７１】
　本明細書中の「透過（transmissive）」という用語は、一形態では透明のことを意味し
、他の形態では半透明のことを意味している。これらの用語は、当業者に既知である。透
過は、特に、透過機構による光の透過が、完全な可視領域（すなわち、約３８０ないし６
８０ｎｍ）の一部分又はそれ以上の部分において、例えば、（透過機構への光の垂直照射
の下で）少なくとも約２％、とりわけ少なくとも約５％、更に特には少なくとも約１０％
であることを示している。青色光を与える光源を仮定すると、好ましくは、青色光の少な
くとも一部が透過機構により透過される。また、第２の発光材料の上流の機構を仮定する
と、好ましくは第２の発光材料により生成される放射の少なくとも一部が、例えば、（透
過機構への光の垂直照射の下で）少なくとも約２％、特に少なくとも約５％、更に特には
少なくとも約１０％透過機構により透過され、好ましくは、少なくとも約４０％等の少な
くとも約２０％のような更に多くが透過機構により透過される。
【００７２】
　上記透過機構は、自己支持形であり得るが、一形態では、例えば（例えば、デバイスの
空洞部の壁面間で）延伸されたフレキシブルフィルムである。上記透過機構は、板のよう
な実質的に平らな形状を有していてもよいが、他の形態においては、例えばドームのよう
な実質的に凸形の形状を有している。
【００７３】
　上記透過機構は、一形態では、有機材料を有している。好ましい有機材料は、ＰＥＴ（
ポリエチレンテレフタレート）、ＰＥ（ポリエチレン）、ＰＰ（ポリプロピレン）、ＰＣ
（ポリカーボネート）、Ｐ（Ｍ）ＭＡ（ポリ（メチル）メタクリレート）、ポリメチルメ
タクリルイミド（ＰＭＭＩ）、ＰＥＮ（ポリエチレンナフタレート）、ＰＤＭＳ（ポリジ
メチルシロキサン）及びＣＯＣ（シクロオレフィンコポリマ）より成る群から選択される
。ポリカーボネートが、例えば良い結果をもたらした。
【００７４】
　しかしながら、他の形態では、上記透過機構は無機材料を有している。好ましい無機材
料は、ガラス、（溶融）石英、セラミック及びシリコンより成る群から選択される。
【００７５】
　上述したように、上記透過機構は、第２の発光材料の少なくとも一部を有している。透
過機構が第２の発光材料を有しているということは、（第２の）発光材料の一部が照明デ
バイスの他の場所に配されることを排除するものではないが、具体的な形態では、実質的
に全ての第２の発光材料が透過機構により構成される。「透過機構が第２の発光材料を有
している」という表現は、第２の発光材料が透過機構に組み込まれた透過機構と、第２の
発光材料自体である透過機構と、第２の発光材料を有する下流（射出窓に面する側）のコ
ーティング部を備えた透過機構と、第２の発光材料を有する上流（ＬＥＤに面する側）の
コーティング部を備えた透過機構と、第２の発光材料を有する上流及び下流の両方のコー
ティング部を備えた透過機構と、第２の発光材料自体であり、第２の発光材料を有する下
流のコーティング部を備えた透過機構のようなこれらの選択肢の２つ又はそれ以上の組み
合わせとより成る群から選択される透過機構に関係がある。
【００７６】
　上記第２の発光材料は、発光材料の組み合わせであることも可能であるので、これらの
発光材料は、組み合わせとして配されてもよいが、異なる場所に配されてもよい。例えば
、透過機構自体に組み込まれた第２の発光材料を有する透過機構又は発光材料自体である
透過機構も、透過機構上の１つ若しくはそれ以上の上流又は下流のコーティング部に組み
込まれた「第３の」発光材料と組み合わせて設けられ得る。
【００７７】
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　好ましい形態では、上記透過機構は、第２の発光材料の少なくとも一部を有するコーテ
ィング部を有する上流面を備えている。そのような形態は、第２の発光材料の離れた（す
なわち、ＬＥＤから離れた）場所からと射出窓から相対的に離れた場所から（白色光で照
射される際の射出窓の色の脱飽和）との両方の利益を得る。
【００７８】
　具体的な形態では、上記第２の発光材料の少なくとも一部は透過性のセラミック発光材
料を有しており、上記透過機構は透過性のセラミック発光材料を有している。従って、こ
の形態では、透過機構は、発光セラミックである。特に好適な発光セラミックは、本明細
書において説明されたようにセリウム含有ガーネットをベースにしているか、又は（二価
の）ユーロピウム含有酸窒化物をベースにしている。透過性のセラミック層又は発光セラ
ミック及びそれらの生成方法は、当該技術分野において既知である。それは、例えば、米
国特許出願第１０／８６１，１７２号（ＵＳ２００５／０２６９５８２）、米国特許出願
第１１／０８０，８０１号（ＵＳ２００６／０２０２１０５）又は国際特許出願公開ＷＯ
２００６／０９７８６８、国際特許出願公開ＷＯ２００７／０８０５５５、米国特許出願
公開ＵＳ２００７／０１２６０１７及び国際特許出願公開ＷＯ２００６／１１４７２６公
報に述べられている。上記文献及び特にこれらの文献において与えられているセラミック
層の生成についての情報は、参照することにより本明細書に組み込まれたものとする。
【００７９】
　ＬＥＤに発光材料を配する代わりに、第２の発光材料を有する透過性のセラミック層の
機構を配することは、第２の発光材料と光源とのゼロではない距離を可能にする。この距
離（第２の発光材料と光源との距離）は、本明細書ではｄＬＬとして示されている。距離
ｄＬＬは、特に最短距離である。これは、一形態において、光源と第２の発光材料とのい
かなる最短距離もが０ｍｍよりも大きいことを意味する。一形態では、第２の発光材料と
光源との距離（ｄＬＬ）は、約０．５ないし２ｍｍ等の少なくとも０．２ｍｍ又は１ない
し１５ｍｍ等の約１ないし３０ｍｍのような０．１ないし５０ｍｍの範囲内、特に０．１
ないし３０ｍｍの範囲内、更に特には０．１ないし１５ｍｍの範囲内である。
【００８０】
　上記照明デバイスは、透過機構の１つ又はそれ以上が発光材料を有する状態で、場合に
よっては異なる発光材料とＬＥＤとの距離（ｄＬＬ）で、１つよりも多い透過機構を有し
得る。上記１つよりも多い透過機構は、例えば異なる発光材料を有している。
【００８１】
　本発明の実施の形態が、対応する参照符号は対応する部分を示す添付の模式的な図面を
参照して、単に例として説明される。
【図面の簡単な説明】
【００８２】
【図１ａ】本発明の照明デバイスの非限定的な幾つかの可能な構成を模式的に示している
。
【図１ｂ】本発明の照明デバイスの非限定的な幾つかの可能な構成を模式的に示している
。
【図１ｃ】本発明の照明デバイスの非限定的な幾つかの可能な構成を模式的に示している
。
【図２ａ】照明デバイスの非限定的な幾つかの実施の形態を断面図で模式的に示している
。
【図２ｂ】照明デバイスの非限定的な幾つかの実施の形態を断面図で模式的に示している
。
【図３ａ】照明デバイスの非限定的な幾つかの実施の形態を断面図で模式的に示している
。
【図３ｂ】照明デバイスの非限定的な幾つかの実施の形態を断面図で模式的に示している
。
【図３ｃ】照明デバイスの非限定的な幾つかの実施の形態を断面図で模式的に示している
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。
【図３ｄ】照明デバイスの非限定的な幾つかの実施の形態を断面図で模式的に示している
。
【図４】照明デバイスの一実施の形態を断面図で模式的に示している。
【図５ａ】照明デバイスの光学的な結果を示している。
【図５ｂ】照明デバイスの光学的な結果を示している。
【発明を実施するための形態】
【００８３】
　必須の構成要素のみが示されている。駆動機構、光学フィルタ、コリメータ（図４を除
く）のような更なる光学素子、取付け部品（fittings）のような当業者に既知の他の構成
要素は、模式図には示されていない。
【００８４】
　図１ａないし図１ｃは、本発明に係る照明デバイス１０の実施の形態を模式的に示して
いる。照明デバイス１０は、光源１００と、光源１００から離れた透過機構２００とを有
している。光源１００は、ＬＥＤ光１１１を生成する発光デバイス（ＬＥＤ）１１０と、
第１の発光材料１３０を有するキャリア１２０とを有し、光源光１０１を生成する。キャ
リア１２０は、ＬＥＤ１１０と接している。第１の発光材料１３０は、ＬＥＤ光１１１の
少なくとも一部を第１の発光材料光１３１に変換する。
【００８５】
　第２の発光材料２３０の透過機構２００は、光源１００から離れて配されており、ＬＥ
Ｄ光１１１の少なくとも一部、第１の発光材料光１３１の少なくとも一部、又はＬＥＤ光
１１１の少なくとも一部及び第１の発光材料光１３１の少なくとも一部を第２の発光材料
光２３１に変換する。それにより、照明デバイス光１１が生成される。
【００８６】
　図１ａは、発光材料層又は発光セラミックとしてのキャリア１２０を模式的に示してい
る。図１ｂは、第１の発光材料１３０を有する樹脂のような封止剤１２３としてのキャリ
ア１２０を模式的に示している。
【００８７】
　図１ｃは、更に、光線の伝搬を模式的に示している。最初に、キャリア１２０がＬＥＤ
１１０のすぐ下流にあることが注目される。更に、透過機構２００が下流に、キャリア１
２０から（及び従ってＬＥＤ１１０からも）離れて存在している。ＬＥＤ１１０は、ＬＥ
Ｄ光１１１を生成する。また、キャリア１２０又はより正確にはキャリア１２０により構
成される第１の発光材料１３０は、ＬＥＤ光１１１の吸収によって第１の発光材料光１３
１を生成する。このやり方では、発光材料光１３１と、オプションでＬＥＤ光１１１とを
有する光源光１０１が生成される。
【００８８】
　この光源光１０１は、透過機構２００により少なくとも部分的に透過され、部分的に吸
収される。透過機構２００は、第２の発光材料２３０を有しており、これは、ＬＥＤ光１
１１の吸収及び／又は第１の発光材料光１３１の吸収の際に第２の発光材料光２３１を発
する。このやり方では、透過機構２００の下流に照明デバイス光１１が見られる。この照
明デバイス光１１は、第２の発光材料光２３１、第１の発光材料光１３１及びオプション
でＬＥＤ光１１１を有している。
【００８９】
　図２ａ及び図２ｂは、機構２００が光源１００を少なくとも部分的に囲んでいるドーム
、特に半球状である実施の形態を模式的に示している。このやり方では、空洞部又はチャ
ンバ５０が作られている。両方の例において、第１の発光材料１３０は、例として発光セ
ラミック１２１又は発光層であるキャリア１２０により構成されている。両方の例におい
て、第１のキャリア１２０は（これらの実施の形態では第１の発光材料１３０を有してい
ない場合もある）封止剤１２３により囲まれている。光源１００は、ＰＣＢのような支持
体上に配されている。上記支持体は、また、ヒートシンク１２としても示される。熱的接
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触が参照符号１３により示されている。空洞部５０は、更に、この支持体の一部により形
成され得るが、オプションで反射器によっても形成され得る。両方の実施の形態において
、反射器１４は空洞部内に一体化されている。このやり方では、空洞部５０からの取り出
し（outcoupling）が最適化される。
【００９０】
　好ましくは、上記第１の発光材料は、ＬＥＤダイに対して相対的に高い半透明性（同じ
カラーポイントを実現するために粉末の発光材料の懸濁液についてよりもかなり高い）及
び相対的に高い熱伝導（同様に、シリコンゴムマトリクス材料における粉末の発光材料の
懸濁液についてよりもかなり高い）を有するモノリシックセラミック発光素子の形で適用
される。
【００９１】
　第２の発光材料２３０として示されているリモートルミネセンス材料は、自己支持形の
発光体、例えば、モノリシック発光セラミック若しくはポリカーボネートのようなマトリ
クス材料中に分散した粉末発光材料か、又は発光材料をコーティング支持構造体、例えば
、内側に発光材料をコーティングしたガラス又はセラミック（例えば、ＹＡＧ）の球形シ
ェルかである。外側に第２の発光材料２３０を塗布すると、好ましくは、上記発光材料の
粒子がマトリクス材料、例えば、ゾルゲル材料に埋め込まれる。好ましくは、比較的高い
温度を可能にするために、専ら無機材料が第２のリモートルミネセンス材料２３０に用い
られる。好ましくは、上記機構は、ヒートシンクに対して良好な熱伝導を持つアルミナセ
ラミックのような比較的良好な熱伝導体である。
【００９２】
　機構２００の表面積は、好ましくは、上記ダイの表面積よりも少なくとも１０倍大きい
。更に、機構２００は、好ましくは、ＬＥＤダイ又はＬＥＤダイの封止剤（すなわち、Ｌ
ＥＤの一次光学部品又はレンズ）と機構２００との間に空隙が残るように実装されている
。
【００９３】
　図２ａは、第１の発光材料１３０が発光セラミック１２１に含まれ、第２の発光材料２
３０が機構２００内に埋め込まれた素子を模式的に示している。この機構２００は、ここ
では、射出窓３００（例えば、ポリカーボネート（ＰＣ）又は（モノリシック）発光セラ
ミック）として示されている。図２ｂは、第１の発光材料１３０が同様に発光セラミック
１２１により構成され、第２の発光材料２３０が射出窓３００、ここでは射出窓３００の
上流面にコーティングされたコーティング部２０１により構成された実施の形態を模式的
に示している。第２の発光材料２３０を有する射出窓３００は、機構２００として（も）
示される。
【００９４】
　図３ａないし図３ｄは、複数のＬＥＤ１１０及び／又は複数のキャリア１２０を有する
実施の形態を模式的に示している。例として、射出窓３００は、第２の発光材料２３０を
有するポリママトリクス又は（モノリシック）発光セラミックのような第２の発光材料２
３０を有する透過性のキャリアとして示されている。空洞部５０の壁面５０及び下部は、
反射器１４を備えている。
【００９５】
　図３ａないし図３ｄは、一部のリモートルミネセンス材料２３０がリモートルミネセン
ス材料２３０における熱放散の減少により比較的高いソースの輝度を可能にする状態での
光源１００の幾つかの実施の形態を模式的に示している。
【００９６】
　例として、図３ａでは、１つの光源１００（左側の光源１００）が発光材料層１２２と
しての第１の発光材料１３０を有しており、他の光源１００（右側の光源１００）は発光
セラミック１２１としての第１の発光材料１３０を有している。両方の光源１００におい
て、発光材料１３０は、封止剤１２３により封入されている。（赤色又は赤橙色の）（セ
ラミック発光）機構２００は、ヒートシンク１２と熱的に接して実装されている。
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【００９７】
　図３ｂは、ＬＥＤパッケージ内の黄色発光セラミックカラーコンバータのような単一の
キャリア１２０と組み合わせられた複数の青色ＬＥＤ１１０を模式的に示している。
【００９８】
　図３ｃは、光源１００を覆って取り付けられたドーム形状のシェルとしてのモノリシッ
クセラミック発光材料２３０のような機構２００を模式的に示している。
【００９９】
　図３ｄは、特にセラミック（赤色又は赤橙色）のリモートルミネセンス材料２３０を有
する共通の機構２００を伴うＬＥＤ１１０と、黄色及び緑色発光セラミックキャリア１２
０とを有する光源１００の組み合わせを模式的に示している。「赤色又は赤ないし橙色の
発光材料」という用語及び同等の用語は、可視スペクトルの赤又は橙色の部分においてそ
れぞれ放射を出す発光材料を示している。
【０１００】
　図４は、コリメータ１６を更に有する本発明の照明デバイス１０の一実施の形態を模式
的に示している。当業者に明らかであるように、コリメータ１６の使用は、ここに表示さ
れている光源１００及び機構２００の特定の構成に限定されず、コリメータ１６は図３ａ
ないし図３ｄに表示されているような他の構成にも用いられ得る。コリメータ１６は、支
持体１３と熱的に接触しており、従って、ヒートシンク１２の一部になる。
【０１０１】
　図５ａには、５０００Ｋをやや上回る相関色温度の寒白色ＬＥＤを有する光源及び赤色
の窒化物発光材料を有するリモートルミネセンス材料素子を用いて測定された幾つかのス
ペクトル（出力密度（単位はＷ／ｎｍ）対波長（単位はｎｍ））が示されている。この図
では、専ら上記リモートルミネセンス材料の層の厚さが変更された場合の寒白色ＬＥＤ及
び赤色を発するリモートルミネセンス材料素子を用いて得られた実験に基づくスペクトル
が示されている。種々のリモートルミネセンス材料の負荷とともに得られた相関色温度が
図示されており、約１８００Ｋ以上の範囲であるが、白色ＬＥＤの色温度（このケースで
は、約５１００Ｋ）まで増大する。約４４０ｎｍにおいて、高い強度から低い強度まで、
５１２０Ｋ、３４７０Ｋ、２７３０Ｋ、２２８０Ｋ及び１７９０Ｋの曲線がそれぞれ表示
されている。約５５０ｎｍでは、順序は同じであり、６５０ｎｍでは、順序は逆であって
、この波長において１７９０Ｋの曲線が最高の強度を与え、５１２０Ｋの曲線が最低の強
度を与えている。
【０１０２】
　図５ｂには、６００から６３０ｎｍの主波長を持つ赤色ＬＥＤからの光と一緒に白色光
をもたらす青色ＬＥＤ及び黄色発光材料からの光の放出に関する米国特許ＵＳ７２１３９
４０Ｂ１公報において主張された色度領域が示されている。また、本発明の開示において
説明されるような設計ルールに従って実現されたＬＥＤモジュールに用いられる寒白色Ｌ
ＥＤの色度座標及び（発光材料の負荷のみが変更された場合の）幾つかのリモートルミネ
センス材料成分を伴うモジュールの座標も示されている。白色放射体が上述した先行特許
において主張されている範囲から外れていることはグラフから明らかである。更に、本発
明の開示により定義されるシステムの場合、上記リモートルミネセンス材料の成分が青色
光だけではなく、黄ないし緑色光も変換し、結果として、白色ＬＥＤはモジュールにより
発せられる光の高い方の色温度のみを定義する一方で、実際の色温度は赤色発光材料層の
厚さにより決定されるので、米国特許ＵＳ７２１３９４０Ｂ１により構築されるシステム
の場合よりも非常に広範囲の色温度が実現され得る。
【０１０３】
　この図において、結果として得られるカラーポイントは、駆動又は周囲の条件が変化し
てもほとんど変化しないこと、及び更にカラーポイントは黒体軌跡に非常に近く、専ら赤
色のリモートルミネセンス材料の層の厚さが変更されることが認められる。同じＬＥＤ及
び同じ発光材料は全てのこれらの製品に用いられ得るので、これは種々の色温度での製品
の極めて簡単な実現を可能にする。（従って、）本発明に係る照明デバイスは、また、約
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１５ＳＤＣＭ以内、特に約１０ＳＤＣＭ以内、更に特には約５ＳＤＣＭ以内のようなＢＢ
Ｌに非常に近いカラーポイントを持つ光を与える。
【０１０４】
　ＬＥＤの電力変換効率（wall plug efficiency）及び黄ないし緑、赤ないし橙色の発光
材料の量子効率に関して今日の達成可能な値を用いて、ＬＥＤ及び２つの発光材料におけ
る相対的な発熱が決定され、３０００Ｋの色温度についての結果が表１に与えられている
。
【０１０５】
表１　赤色発光材料の２つの異なるポンピング状態について３０００Ｋのカラーポイント
を得るための青色ＬＥＤ、「赤色発光材料」（（Ｓｒ，Ｃａ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ）及び
「緑色発光材料」（ＹＡＧ：Ｃｅ）における相対的な電力損失

【０１０６】
　下記の表（表２）に、上記リモートルミネセンス材料素子における相対的な電力損失が
、（表１のデータから作られるような）パラメータとして上記構成を用いて計算されてい
る。
【０１０７】
　表２　２つの異なる構成（緑色発光材料及び赤色発光材料両方ともリモート（離隔）素
子内にある場合対赤色発光材料のみがリモート素子内にある場合）と赤色発光材料に対し
て２つの異なるポンピング状態（青色のみによる励起対緑色のみによる励起）とに対する
第２の（リモート）発光素子の熱放散

【０１０８】
　これらの結果から、第２の発光材料（リモートルミネセンス材料）において赤色発光材
料のみを適用し、この発光材料を主に緑色発光材料からの光によりポンピングすると、上
記リモートルミネセンス材料素子における熱放散は５倍低減され得ることが結論付けられ
る。後者は、赤色光を発生させる際、２倍の量子効率のロスのために少し効率が悪いが、
上記リモートルミネセンス材料素子の著しく低い熱負荷をもたらす。従って、この手法を
用いれば、リモートルミネセンス材料素子の成分に対して同一の熱の制約を仮定すると、
完全なリモートルミネセンス材料素子を適用した光源と比較して光源の輝度が５倍増大す
る。著しい更なる輝度の増大は、リモートルミネセンス材料素子の成分の無機材料のみの
適用により可能になる。幾つかの赤色発光材料に関して、これはそれらの温度消光により
制限されるが、少なくとも（Ｃａ，Ｂａ，Ｓｒ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕの赤橙色を発する窒
化物発光材料の種類に関して、これは光源の輝度の更なる倍増を可能にする。完全なリモ
ートルミネセンス材料素子の光源に対する１０倍の全体の輝度の増大が、本発明に係る光
源の構成の場合に見込まれる。
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【０１０９】
　従って、上述した策に従って、必要な波長変換のかなりの部分、好ましくはほとんどを
担い、発光材料素子からＬＥＤパッケージの基板への効率的な熱伝達をもたらす低い光散
乱特性の（キャリアとして示されている）第１の発光素子が、ＬＥＤパッケージ内に（Ｌ
ＥＤダイ上に）与えられ、相対的に低い熱放散を伴う光の実質的に一部、好ましくは相対
的に小さい部分を変換するためにＬＥＤから離れて位置し、従って、比較的高い輝度にお
いても比較的冷たいままである第２の発光素子が相対的に高い光散乱特性を持つＬＥＤス
ポットランプの構成が提案される。この作用を改善するために、第２の発光材料（リモー
トルミネセンス材料）は、主としてＬＥＤ上の（キャリアとして示されている）発光材料
から発せられる光を変換する又はその少なくとも一部を変換するように選択され、従って
、第２の発光材料素子におけるストークスシフトロスを低減する。好ましくは、第１及び
第２の発光素子の両方が、モノリシックセラミック発光素子である。好ましくは、第１の
発光素子はガーネット発光材料（ＹｘＬｕ１－ｘ）３Ａｌ５Ｏ１２：Ｃｅ（０≦ｘ≦１）
を有し、第２の発光素子は（ＣａｘＳｒｙＢａ１－ｘ－ｙ）ＡｌＳｉＮ３：Ｅｕ（０≦ｘ
≦１、０≦ｙ≦１－ｘ）又は（ＣａｘＳｒｙＢａ１－ｘ－ｙ）２Ｓｉ５Ｎ８：Ｅｕ（０≦
ｘ≦１、０≦ｙ≦１－ｘ）のような窒化物発光材料を有している。好ましくは、第１の発
光素子は平板であり、第２の発光素子はドームのようなシェルである。好ましくは、第１
の発光素子を有するＬＥＤパッケージにより発せられる光の相関色温度は、４１００Ｋよ
りも高い。好ましくは、第１の発光素子及び第２の発光素子を備えたＬＥＤを有するシス
テムにより発せられる光の相関色温度は、４１００Ｋよりも低い。
【０１１０】
　更なる観点では、本発明は、ＬＥＤ光を生成する発光デバイス（ＬＥＤ）（ａ１）と、
第１の発光材料を有するキャリアであって、０．２ないし２ｍｍ等の０．１ないし２ｍｍ
、特に０．１ないし１ｍｍのような０．１ないし５ｍｍの範囲内の最短距離で上記ＬＥＤ
と接しているか又は上記ＬＥＤ上に存在し、上記第１の発光材料は上記ＬＥＤ光の少なく
とも一部を第１の発光材料光に変換する当該キャリア（ａ２）とを有する、光源光を生成
する光源（ａ）と、第２の発光材料の透過機構であって、上記光源から離れて設けられ、
上記ＬＥＤ光の少なくとも一部、上記第１の発光材料光の少なくとも一部、又は上記ＬＥ
Ｄ光の少なくとも一部及び上記第１の発光材料光の少なくとも一部を第２の発光材料光に
変換する当該透過機構（ｂ）とを有する照明デバイスを提供する。例えば、図１ａ、図1
ｃ、図２ないし図４を参照すると、ＬＥＤとキャリアとのゼロではない最短距離も存在し
得る。
【０１１１】
　「実質的に全ての放射」又は「実質的に構成される」のような本明細書における「実質
的に」という用語は、当業者には理解されるであろう。「実質的に」という用語は、「全
部」、「完全に」、「全て」等を伴う具体例も含んでいる。従って、上記実施の形態では
、形容詞的な実質的には取り除かれ得る。適用可能である場合、「実質的に」という用語
は、９５％以上のような９０％以上、特に９９％以上、更に特には１００％を含む９９．
５％以上に関係がある。「有する」という用語は、「有する」という用語が「より成る」
を意味する具体例も含んでいる。本明細書におけるデバイスは、とりわけ動作中について
説明されている。例えば、「青色ＬＥＤ」という用語は、その動作中に青色光を発生させ
るＬＥＤのことを意味しており、言い換えれば、該ＬＥＤは青色光を発する。当業者には
明らかであるように、本発明は、動作の方法又は動作中のデバイスに限定されない。
【０１１２】
　上述した実施の形態は、本発明を限定するものではなく説明しており、当業者であれば
添付の特許請求の範囲から逸脱することなく多数の代替の実施の形態を考案することがで
きることに注意されたい。特許請求の範囲では、括弧内に配された任意の参照符号が、特
許請求の範囲を限定するように解釈されるべきではない。動詞「有する」及びその活用の
使用は、特許請求の範囲において述べられている構成要素又はステップ以外の構成要素又
はステップの存在を排除するものではない。「及び／又は」という用語は、関連している



(19) JP 5818778 B2 2015.11.18

列挙された事項の１つ又はそれ以上の任意の及び全ての組み合わせを含み得る。構成要素
の前に付された冠詞「a」又は「an」は、複数のそのような構成要素の存在を排除するも
のではない。構成要素の前に付された冠詞「the」は、複数のそのような構成要素の存在
を排除するものではない。幾つかの手段を列挙しているデバイスの請求項では、これらの
手段の幾つかが、ハードウェアの１つの同じアイテムにより具現化され得る。ある方策が
互いに異なる従属請求項において述べられているという単なる事実は、これらの方策の組
み合わせが有利に用いられ得ないことを示してはいない。

【図１ａ】 【図１ｂ】
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【図１ｃ】

【図２ａ】

【図２ｂ】

【図３ａ】

【図３ｂ】

【図３ｃ】

【図３ｄ】

【図４】
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【図５ａ】 【図５ｂ】
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