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(57)【要約】
　ヒートシンク要素（１２）と、ヒートシンク要素（１
２）に装着された上ハウジング（１６）とを備える照明
器具（１０）が提供される。ヒートシンク要素（１２）
は、第１の平面内にある第１の方向に、第１の平面に平
行な任意の平面内の上ハウジング（１６）の最大寸法よ
りもさらに先へ延在する。さらに、ヒートシンク要素（
１２）と、ヒートシンク要素（１２）に装着された上ハ
ウジング（１６）と、ヒートシンク要素（１２）と接触
した追加の構成要素（例えば電源モジュール（２２）ま
たは接続箱（２４））とを備える照明器具（１０）。さ
らに、ヒートシンク要素（１２）と、ヒートシンク要素
（１２）に熱的に結合された上ハウジング（１６）と、
ヒートシンク要素（１２）に熱的に結合された少なくと
も１つの固体発光体（６２）とを備える照明器具（１０
）。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に装着された上ハウジングと
を備え、
　前記ヒートシンク要素は、第１の平面内にある第１の方向に、前記第１の平面に平行な
任意の平面内の前記上ハウジングの最大寸法よりもさらに先へ延在することを特徴とする
照明器具。
【請求項２】
　少なくとも１つの照明装置をさらに備えることを特徴とする請求項１に記載の照明器具
。
【請求項３】
　前記照明装置は少なくとも１つの固体発光体を備えることを特徴とする請求項１又は２
に記載の照明器具。
【請求項４】
　前記少なくとも１つの固体発光体はＬＥＤであることを特徴とする請求項３に記載の照
明器具。
【請求項５】
　前記照明装置は複数の固体発光体を備えることを特徴とする請求項３又は４に記載の照
明器具。
【請求項６】
　前記複数の固体発光体はそれぞれＬＥＤであることを特徴とする請求項５に記載の照明
器具。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記ヒートシンク要素上に装着されていることを特
徴とする請求項３から６のいずれかに記載の照明器具。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記ヒートシンク要素に熱的に結合されていること
を特徴とする請求項３から７のいずれかに記載の照明器具。
【請求項９】
　前記上ハウジングの最大寸法は、前記第１の平面に平行な第２の平面内にあることを特
徴とする請求項１から８のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１０】
　前記ヒートシンク上に装着された発光体ボードをさらに備え、
　前記発光体ボード上に少なくとも１つの固体発光体が装着され、
　前記発光体ボードは前記ヒートシンクに熱的に結合され、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボードに熱的に結合されていることを特
徴とする請求項１から９のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１１】
　前記発光体ボードは、ＬＥＤが装着されたメタルコアプリント回路板であることを特徴
とする請求項１０に記載の照明器具。
【請求項１２】
　前記上ハウジングの少なくとも一部分は実質的に角錐台形であることを特徴とする請求
項１から１１のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１３】
　前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素をさらに備えること
を特徴とする請求項１から１２のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１４】
　前記ヒートシンク要素は第１の面および第２の面を備え、
　前記少なくとも１つの追加の構成要素と前記上ハウジングはともに、前記ヒートシンク
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要素の前記第１の面と接触していることを特徴とする請求項１３に記載の照明器具。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの追加の構成要素は、電源モジュール及び接続箱のうちから選択さ
れた少なくとも１つの要素を備えることを特徴とする請求項１３又は１４に記載の照明器
具。
【請求項１６】
　前記電源モジュールは、電源が設けられた区画を備えることを特徴とする請求項１５に
記載の照明器具。
【請求項１７】
　前記上ハウジングは前記ヒートシンク要素に熱的に結合されていることを特徴とする請
求項１から１６のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１８】
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に装着された上ハウジングと、
　前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素と
を備えることを特徴とする照明器具。
【請求項１９】
　前記少なくとも１つの追加の構成要素は、電源モジュール及び接続箱のうちから選択さ
れた少なくとも１つの要素を備えることを特徴とする請求項１８に記載の照明器具。
【請求項２０】
　前記電源モジュールは、電源が設けられた区画を備えることを特徴とする請求項１９に
記載の照明器具。
【請求項２１】
　少なくとも１つの照明装置をさらに備えることを特徴とする請求項１８から２０のいず
れかに記載の照明器具。
【請求項２２】
　前記照明装置は少なくとも１つの固体発光体を備えることを特徴とする請求項２１に記
載の照明器具。
【請求項２３】
　前記少なくとも１つの固体発光体はＬＥＤであることを特徴とする請求項２２に記載の
照明器具。
【請求項２４】
　前記照明装置は複数の固体発光体を備えることを特徴とする請求項２２又は２３に記載
の照明器具。
【請求項２５】
　前記複数の固体発光体はそれぞれＬＥＤであることを特徴とする請求項２４に記載の照
明器具。
【請求項２６】
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記ヒートシンク要素上に装着されていることを特
徴とする請求項２２から２５のいずれかに記載の照明器具。
【請求項２７】
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記ヒートシンク要素に熱的に結合されていること
を特徴とする請求項２２から２６のいずれかに記載の照明器具。
【請求項２８】
　前記ヒートシンク上に装着された発光体ボードをさらに備え、
　前記発光体ボード上に少なくとも１つの固体発光体が装着され、
　前記発光体ボードは前記ヒートシンクに熱的に結合され、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボードに熱的に結合されていることを特
徴とする請求項１８から２７のいずれかに記載の照明器具。
【請求項２９】
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　前記発光体ボードは、ＬＥＤが装着されたメタルコアプリント回路板であることを特徴
とする請求項２８に記載の照明器具。
【請求項３０】
　前記上ハウジングの少なくとも一部分は実質的に角錐台形であることを特徴とする請求
項１８から２９のいずれかに記載の照明器具。
【請求項３１】
　前記上ハウジングの最大寸法は前記第１の平面に平行な第２の平面内にあることを特徴
とする請求項１８から３０のいずれかに記載の照明器具。
【請求項３２】
　前記ヒートシンク要素は第１の面および第２の面を備え、
　前記少なくとも１つの追加の構成要素と前記上ハウジングはともに、前記ヒートシンク
要素の前記第１の面と接触していることを特徴とする請求項３１に記載の照明器具。
【請求項３３】
　前記上ハウジングは前記ヒートシンク要素に熱的に結合されていることを特徴とする請
求項１８から３２のいずれかに記載の照明器具。
【請求項３４】
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に熱的に結合された上ハウジングと、
　前記ヒートシンク要素に熱的に結合された少なくとも１つの固体発光体と
を備えることを特徴とする照明器具。
【請求項３５】
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記ヒートシンク上に装着されていることを特徴と
する請求項３４に記載の照明器具。
【請求項３６】
　前記ヒートシンク上に装着された発光体ボードをさらに備え、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボード上に装着され、
　前記発光体ボードは前記ヒートシンクに熱的に結合され、
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボードに熱的に結合されていることを特
徴とする請求項３４又は３５に記載の照明器具。
【請求項３７】
　前記発光体ボードは、ＬＥＤが装着されたメタルコアプリント回路板であることを特徴
とする請求項３６に記載の照明器具。
【請求項３８】
　前記少なくとも１つの固体発光体はＬＥＤであることを特徴とする請求項３４から３７
のいずれかに記載の照明器具。
【請求項３９】
　複数の固体発光体を備えることを特徴とする請求項３４から３８のいずれかに記載の照
明器具。
【請求項４０】
　前記複数の固体発光体はそれぞれＬＥＤであることを特徴とする請求項３９に記載の照
明器具。
【請求項４１】
　前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素をさらに備えること
を特徴とする請求項３４から４０のいずれかに記載の照明器具。
【請求項４２】
　前記少なくとも１つの追加の構成要素は、電源モジュールおよび接続箱のうちから選択
された少なくとも１つの要素を備えることを特徴とする請求項４１に記載の照明器具。
【請求項４３】
　前記電源モジュールは、電源が設けられた区画を備えることを特徴とする請求項４２に
記載の照明器具。



(5) JP 2010-527119 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

【請求項４４】
　前記ヒートシンク要素は第１の面および第２の面を備え、
　前記少なくとも１つの追加の構成要素と前記上ハウジングはともに、前記ヒートシンク
要素の前記第１の面と接触していることを特徴とする請求項４１から４３のいずれかに記
載の照明器具。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明の主題は、照明器具（ｌｉｇｈｔ　ｆｉｘｔｕｒｅ）に関する。いくつかの態様
では、本発明の主題は、固体発光体、例えば発光ダイオード（ＬＥＤ）とともに使用され
る照明器具に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明器具の１つの特定のタイプは、レイイン照明器具（ｌａｙ－ｉｎ　ｌｕｍｉｎａｉ
ｒｅ）又はトロファ（ｔｒｏｆｆｅｒ）として知られている。レンズの付いたトロファは
、現在販売されている最も普及したレイインである。これは、価格が購入時の主要な考慮
事項である用途向けに販売されている商品である。何十年もの間、凹形パラボリック（ｒ
ｅｃｅｓｅｄ　ｐａｒａｂｏｌｉｃ）が、オフィスなどの高性能用途に対する標準であっ
た。「パラボリック」型トロファは、光を遮蔽し、高角度遮蔽を最大化するためにアルミ
ニウムバッフル（ｂａｆｆｌｅ）を利用し、その一方で壁面への光を犠牲にする。近年、
市場は、パラボリックから、高性能用途向けのより広い配光を有するトロファへと移りつ
つある。
【０００３】
　トロファは一般に、吊り天井格子システム（ｓｕｓｐｅｎｄｅｄ　ｃｅｉｌｉｎｇ　ｇ
ｒｉｄ　ｓｙｓｔｅｍ）内に設置され、１枚または数枚の天井タイルがトロファに置き換
えられる。したがって、トロファの外寸は一般に、天井タイルの規則的な間隔に収まるよ
うに決められる。米国では、天井格子の間隔がしばしば２フィート（６１ｃｍ）×２フィ
ート（６１ｃｍ）であり、したがって、トロファは一般に、２フィート（６１ｃｍ）の倍
数である寸法を有する。例えば、多くのトロファは、２フィート（６１ｃｍ）×２フィー
ト（６１ｃｍ）または２フィート（６１ｃｍ）×４フィート（１２２ｃｍ）である。ヨー
ロッパでも同様の規則的な間隔が提供されるが、その間隔はメートル単位で提供される。
【０００４】
　吊り天井格子システムに固体照明を導入する従来の方法には、蛍光灯の代わりに、蛍光
管に直接取って代わるＬＥＤ電灯を使用することが含まれる。このような方法は、既存の
蛍光灯用のトロファ照明器具を利用し、電灯だけを取り替える。
【０００５】
　吊り天井格子システムに固体照明を導入する他の方法は、天井タイルと実質的に同一平
面にある被照明パネル（ｉｌｌｕｍｉｎａｔｅｄ　ｐａｎｅｌ）を使用する方法である。
さらに他の方法は、巨視レベルのレンズが形成されたシート（ｍａｃｒｏ　ｌｅｖｅｌ　
ｌｅｎｓｅｄ　ｓｈｅｅｔ）が固体光源と部屋との間に配置された、レンズ付きトロファ
と同じように見える固体照明器具を使用する。
【０００６】
　固体発光体の問題は、多くの固体発光体が高温ではうまく動作しないことである。例え
ば、多くの白熱電球の平均動作寿命が数箇月または１～２年でしかないのに対して、多く
のＬＥＤ光源は数十年の平均動作寿命を有するが、高温で動作させた場合、一部のＬＥＤ
の寿命は相当に短くなる。長寿命を望む場合にはＬＥＤの接合部温度（ｊｕｎｃｔｉｏｎ
　ｔｅｍｐｅｒａｔｕｒｅ）は７０℃を超えるべきでないことが一般に受け入れられてい
る。さらに、一部のＬＥＤ（例えば赤色光を放出するＬＥＤ）は非常に強い温度依存性を
有する。約４０℃に加熱すると、ＡｌＩｎＧａＰ　ＬＥＤの光出力は約２５％低下しうる
。
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【０００７】
　固体照明のさらなる問題は、固体発光体によって提供される比較的に小さな面積からの
比較的に高い光出力に起因する。一般に、小さな面積内での明るさの大きな変化はグレア
（ｇｌａｒｅ）として知覚され、その部屋にいる人の気を散らす可能性があるため、この
ような光出力の集中は、固体照明システムを全体照明に使用する際に問題となる可能性が
ある。
【０００８】
　固体照明システムをトロファ用途に使用することのさらなる問題は、天井タイルよりも
上方に照明器具が延在できる距離に関係する。多くの場合、吊り天井よりも上方の領域は
かなり深くなっているが、一部の用途では、照明器具が延在できる天井よりも上方の距離
を制限する障害物または他の制約が存在する。例えば、いくつかの用途では、照明器具が
、天井タイルよりも上方に５インチ（１２．７ｃｍ）を超えて延在することができない。
このような高さの制限は、高い遮蔽角を有する照明器具を設置する際に問題となる可能性
がある。このような高い遮蔽角は一般に、光源を天井の内部へ凹ませて配置することによ
って与えられるためである。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許出願第６０／７５２５５５号明細書
【特許文献２】米国特許出願第１１／６１３７１４号明細書
【特許文献３】米国特許出願第６０／７９３５２４号明細書
【特許文献４】米国特許出願第１１／７３６７６１号明細書
【特許文献５】米国特許出願第６０／７９３５１８号明細書
【特許文献６】米国特許出願第１１／７３６７９９号明細書
【特許文献７】米国特許出願第６０／８５７３０５号明細書
【特許文献８】米国特許出願第１１／９３６１６３号明細書
【特許文献９】米国特許出願第６０／９１６５９６号明細書
【特許文献１０】米国特許出願第６０／９１６６０７号明細書
【特許文献１１】米国特許出願第６０／８３９４５３号明細書
【特許文献１２】米国特許出願第１１／８４３２４３号明細書
【特許文献１３】米国特許第７２１３９４０号明細書
【特許文献１４】米国特許出願第６０／８６８１３４号明細書
【特許文献１５】米国特許出願第１１／９４８０２１号明細書
【特許文献１６】米国特許出願第６０／８６８９８６号明細書
【特許文献１７】米国特許出願第１１／９５１６２６号明細書
【特許文献１８】米国特許出願第６０／９１６５９７号明細書
【特許文献１９】米国特許出願第６０／９４４８４８号明細書
【特許文献２０】米国特許出願第６０／９９０４３５号明細書
【特許文献２１】米国特許出願第６０／９１６４０７号明細書
【特許文献２２】米国特許出願第＿号明細書（代理人整理番号９３１＿０７１ＮＰ）
【特許文献２３】米国特許出願第６１／０２９０６８号明細書
【特許文献２４】米国特許出願第６１／０３７３６６号明細書
【特許文献２５】米国特許出願第＿号明細書（代理人整理番号９３１＿０８６ＮＰ）
【特許文献２６】米国特許出願第６０／９５０１９３号明細書
【特許文献２７】米国特許出願第６１／０２３９７３号明細書
【特許文献２８】米国特許出願第２９／２９８２９９号明細書
【特許文献２９】米国特許出願第２９／２７９５８３号明細書
【特許文献３０】米国特許出願第２９／２７９５８６号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
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【００１０】
　固体発光体（例えばＬＥＤ）を含む多種多様なタイプの光源を収容することができ、こ
のようなタイプの光源のすべてに関して良好なエネルギー効率を与えることのできる照明
器具を提供することが望ましいであろう。光源および／または光源に電力を供給する回路
によって発生された熱を効果的に放散させることができる照明器具を提供することが望ま
しいであろう。
【００１１】
　さらに、可能な全ての視角から制御された快適な態様で発光面（ｌｕｍｉｎｏｕｓ　ｓ
ｕｒｆａｃｅ）が見えることを保証する照明器具を提供することが望ましいであろう。さ
らに、最大輝度が不快なグレアを生じさせる量以下である照明器具を提供することが望ま
しいであろう。さらに、快適性を保証し、壁面に投影される光条またはホットスポット（
ｈｏｔ　ｓｐｏｔ）を最小化するため、観察者が照明器具に近づくにつれて、または照明
器具から遠ざかるにつれて、照明器具の輝度の変化が徐々に起こる、照明器具を提供する
ことが望ましいであろう。さらに、静止して見たときに照明器具の輝度比のバランスがと
れており、比較的に小さな距離ではあまり変化しない照明器具を提供することが望ましい
であろう。
【００１２】
　本発明の主題のいくつかの態様によれば、このような特性を有する装置が提供される。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の主題の第１の態様によれば、
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に装着された上（ｕｐｐｅｒ）ハウジングと
を備え、
　前記ヒートシンク要素は、第１の平面内にある第１の方向に、前記第１の平面に平行な
任意の平面内における前記上ハウジングの最大寸法よりもさらに延在することを特徴とす
る照明器具が提供される。
【００１４】
　本発明の主題の第１の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記上ハウジングの
前記最大寸法は前記第１の平面に平行な第２の平面内にある。
【００１５】
　本発明の主題の第１の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明器具はさら
に、前記ヒートシンク上に装着された発光体ボードを備え、前記発光体ボード上に少なく
とも１つの固体発光体が装着されており、前記発光体ボードは前記ヒートシンクに熱的に
結合されており、前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボードに熱的に結合され
ている。このようないくつかの実施形態において、前記発光体ボードは、その上にＬＥＤ
が装着されたメタルコアプリント回路板である。
【００１６】
　本発明の主題の第１の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記上ハウジングの
少なくとも一部分は実質的に角錐台形（ｆｒｕｓｔｏｐｙｒａｍｉｄａｌ）である。
【００１７】
　本発明の主題の第１の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明器具はさら
に、前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素を備える。
【００１８】
　このような実施形態のいくつかにおいて、前記ヒートシンク要素は、第１の面及び第２
の面を備え、前記少なくとも１つの追加の構成要素と前記上ハウジングはともに、前記ヒ
ートシンク要素の前記第１の面と接触している。
【００１９】
　このような実施形態のいくつかにおいて、前記少なくとも１つの追加の構成要素は、電
源モジュール及び接続箱（ｊｕｎｃｔｉｏｎ　ｂｏｘ）の中から選択された少なくとも１
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つの要素を備える。これらの実施形態のいくつかにおいて、前記電源モジュールは、電源
が設けられた区画（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ）を備える。
【００２０】
　本発明の主題の第１の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記上ハウジングは
前記ヒートシンク要素に熱的に結合されている。
【００２１】
　本発明の主題の第２の態様によれば、
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に装着された上ハウジングと、
　前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素と
を備える照明器具が提供される。
【００２２】
　本発明の主題の第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つ
の追加の構成要素は、電源モジュール及び接続箱のうちから選択された少なくとも１つの
要素を備える。このような実施形態のいくつかにおいて、前記電源モジュールは、その中
に電源が設けられる区画を備える。
【００２３】
　本発明の主題の第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明器具はさら
に、前記ヒートシンク上に装着された発光体ボードを備え、前記発光体ボード上に少なく
とも１つの固体発光体が装着されており、前記発光体ボードは前記ヒートシンクに熱的に
結合されており、前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボードに熱的に結合され
ている。このような実施形態のいくつかにおいて、前記発光体ボードは、その上にＬＥＤ
が装着されたメタルコアプリント回路板である。
【００２４】
　本発明の主題の第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記上ハウジングの
少なくとも一部分は実質的に角錐台形である。
【００２５】
　本発明の主題の第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記上ハウジングの
最大寸法は、前記第１の平面に平行な第２の平面内にある。このような実施形態のいくつ
かにおいて、前記ヒートシンク要素は第１の面と第２の面とを備え、前記少なくとも１つ
の追加の構成要素および前記上ハウジングはともに、前記ヒートシンク要素の第１の面と
接触している。
【００２６】
　本発明の主題の第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記上ハウジングは
前記ヒートシンク要素に熱的に結合されている。
【００２７】
　本発明の主題の第１または第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明
器具（ｌｉｇｈｔ　ｆｉｘｔｕｒｅ）はさらに、少なくとも１つの照明装置（ｌｉｇｈｔ
ｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ）を備える。
【００２８】
　このような実施形態のいくつかにおいて、前記照明装置は、少なくとも１つの固体発光
体を備える。これらの実施形態のいくつかにおいて、前記少なくとも１つの固体発光体は
ＬＥＤである。
【００２９】
　このような実施形態のいくつかにおいて、前記照明装置は、複数の固体発光体を備える
。これらの実施形態のいくつかにおいて、前記複数の固体発光体はそれぞれＬＥＤである
。
【００３０】
　本発明の主題の第１または第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明
装置は、前記ヒートシンク要素上に装着された少なくとも１つの固体発光体を備える。
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【００３１】
　本発明の主題の第１または第２の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明
装置は、前記ヒートシンク要素に熱的に結合された少なくとも１つの固体発光体を備える
。
【００３２】
　本発明の主題の第３の態様によれば、
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に装着された上ハウジングと、
　前記ヒートシンク要素に熱的に結合された少なくとも１つの固体発光体と
を備える照明器具が提供される。
【００３３】
　本発明の主題の第３の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つ
の固体発光体は前記ヒートシンク上に装着されている。
【００３４】
　本発明の主題の第３の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明器具はさら
に、前記ヒートシンク上に装着された発光体ボードを備え、この少なくとも１つの固体発
光体は前記発光体ボード上に装着されており、前記発光体ボードは前記ヒートシンクに熱
的に結合されており、前記少なくとも１つの固体発光体は前記発光体ボードに熱的に結合
されている。このような実施形態のいくつかにおいて、前記発光体ボードは、その上にＬ
ＥＤが装着されたメタルコアプリント回路板である。
【００３５】
　本発明の主題の第３の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記少なくとも１つ
の固体発光体はＬＥＤである。
【００３６】
　本発明の主題の第３の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明器具は複数
の固体発光体を備える。このような実施形態のいくつかにおいて、前記複数の固体発光体
はそれぞれＬＥＤである。
【００３７】
　本発明の主題の第３の態様に基づくいくつかの実施形態において、前記照明器具はさら
に、前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素を備える。
【００３８】
　このような実施形態のいくつかにおいて、前記少なくとも１つの追加の構成要素は、電
源モジュール及び接続箱のうちから選択された少なくとも１つの要素を備える。これらの
実施形態のいくつかにおいて、前記電源モジュールは、その中に電源が設けられた区画を
備える。
【００３９】
　このような実施形態のいくつかにおいて、前記ヒートシンク要素は第１の面と第２の面
とを備え、前記少なくとも１つの追加の構成要素および前記上ハウジングはともに、前記
ヒートシンク要素の前記第１の面と接触している。
【００４０】
　添付図面および本発明の主題の以下の詳細な説明を参照すれば本発明の主題をより完全
に理解することができる。
【図面の簡単な説明】
【００４１】
【図１】本発明の主題を含む照明器具の第１の実施形態の上面図である。
【図２】Ａ－Ａ線に沿った図１の照明器具の断面図である。
【図３】図１のトロファを様々な角度から見た図である。
【図４】図１のトロファを様々な角度から見た図である。
【図５】図１のトロファを様々な角度から見た図である。
【図６】図１のトロファを様々な角度から見た図である。
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【図７】図１のトロファを様々な角度から見た図である。
【図８】図１の照明器具のバスケットアセンブリの詳細図である。
【図９】図１の照明器具のバスケットアセンブリの詳細図である。
【図１０】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１１】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１２】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１３】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１４】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１５】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１６】本発明の主題の代替実施形態を示す図である。
【図１７】本発明の主題に基づく照明器具の一実施形態の一部分の詳細図である。
【発明を実施するための形態】
【００４２】
　本出願は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる２００７年５月７日出願の
米国特許仮出願第６０／９１６４０７号明細書の恩典を主張する。
【００４３】
　本出願は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる２００８年２月１５日出願
の米国特許仮出願第６１／０２９０６８号明細書の恩典を主張する。
【００４４】
　本出願は、参照によってその全体が本明細書に組み込まれる２００８年３月１８日出願
の米国特許仮出願第６１／０３７３６６号明細書の恩典を主張する。
【００４５】
　ここで、本発明の主題の実施形態が示された添付図面を参照して、本発明の主題をより
詳細に説明する。しかしながら、本発明の主題は、本明細書に記載された実施形態に限定
されるものと解釈してはならない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が網羅的かつ
完全なものとなり、本発明の主題の範囲を当業者に完全に伝えるために提供される。全体
を通じて同様の符号は同様の要素を指す。本明細書で使用されるとき、用語「および／ま
たは」は、列挙された関連項目のうちの１つ又は複数の項目の任意の全ての組合せを含む
。
【００４６】
　本明細書で使用される用語は、特定の実施形態を説明することだけを目的としており、
本発明の主題を限定することを意図したものではない。本明細書で使用されるとき、単数
形（“ａ”、“ａｎ”ａｎｄ“ｔｈｅ”）は、文脈がそうではないと明確に示していない
限り、複数形も含むことが意図される。また、本明細書で使用される用語「含む」、「備
える」（“ｃｏｍｐｒｉｓｅｓ”ａｎｄ／ｏｒ“ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ”）は、述べられ
た形体、完全体（ｉｎｔｅｇｅｒ）、ステップ、動作、要素および／または構成要素の存
在を示すが、１つ又は複数の他の形体、完全体、ステップ、動作、要素、構成要素および
／またはこれらのグループの存在または追加を除外しないことを理解されたい。
【００４７】
　層、領域、基板などの要素が、別の要素の「上に」存在し、または別の要素の「上に」
延在すると本明細書に記載されているとき、その要素は、その別の要素の上に直接存在ま
たは延在しても、介在要素が存在してもよい。対照的に、ある要素が、別の要素の「上に
直接」存在し、または別の要素の「上に直接」延在すると本明細書に記載されたとき、介
在要素は存在しない。また、ある要素が、別の要素に「接続」または「結合」されている
と本明細書に記載されているとき、その要素は、その別の要素に直接接続または結合され
ていても、介在要素が存在してもよい。対照的に、ある要素が、別の要素に「直接接続さ
れ」、または「直接結合され」ていると本明細書に記載されているとき、介在要素は存在
しない。
【００４８】
　本明細書では、様々な要素、構成要素、領域、層、区域および／またはパラメータを記
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述するために「第１」、「第２」などの用語が使用されることがあるが、これらの要素、
構成要素、領域、層、区域および／またはパラメータはこれらの用語によって限定されな
いことを理解されたい。これらの用語は、１つの要素、構成要素、領域、層または区域を
他の領域、層または区域から区別するためだけに使用される。したがって、以下で論じる
第１の要素、構成要素、領域、層または区域は、本発明の主題の教示から逸脱することな
く、第２の要素、構成要素、領域、層または部分と呼ぶことができるものである。
【００４９】
　さらに、本明細書では、図示された１つの要素と別の要素との関係を記述するために、
「下の（ｌｏｗｅｒ）」または「下部（ｂｏｔｔｏｍ）」、「上の（ｕｐｐｅｒ）」また
は「上部（ｔｏｐ）」などの相対語が使用されることがある。このような相対語は、図示
された向きだけでなく、装置の様々な向きを包含することが意図される。例えば、図の装
置がひっくり返された場合、他の要素の「下」側にあると記述された要素は、当該他の要
素の「上」側にくるであろう。したがって、例示的な用語「下の」は、図の特定の向きに
応じた「下」と「上」の両方の向きを包含する。同様に、１つの図の装置がひっくり返さ
れた場合、他の要素「よりも下方（ｂｅｌｏｗ）」または「の下（ｂｅｎｅａｔｈ）」に
あると記述された要素は、当該他の要素「よりも上方」にくるであろう。したがって、例
示的な用語「よりも下方」または「の下」は、上方と下方の両方の向きを包含する。
【００５０】
　本明細書で使用されるとき、「実質的に平面の」、「実質的に角錐台形の」、「実質的
に正方形の」等の表現における用語「実質的に」は記載された特徴と少なくとも約９５％
一致することを意味する。以下に例を挙げる。
【００５１】
　「実質的に平面の」という表現は、実質的に平面であると特徴づけられた表面上の点の
うちの少なくとも９５％の点が、その表面の最大寸法の５％以下の距離だけ互いに離隔さ
れた平行な一対の平面のうちの一方の平面上にあり、またはこれらの平行な一対の平面間
にあることを意味する。
【００５２】
　「実質的に角錐台形の」という表現は、本明細書で使用されるとき、実質的に角錐台形
であると特徴づけられた表面上の点のうちの少なくとも９５％の点が、それらの最大寸法
の５％以下の距離だけ互いに離隔された一対の想像上の角錐台形構造のうちの一方の構造
上にあり、またはこれらの一対の構造間にあることを意味する。
【００５３】
　「実質的に正方形の」という表現は、正方形の形状を識別することができ、実質的に正
方形であると特徴づけられたアイテム（ｉｔｅｍ）上の点のうちの少なくとも９５％の点
がその正方形の形状内に含まれ、その正方形の形状が、そのアイテム上の点のうちの少な
くとも９５％の点を含むことを意味する。
【００５４】
　そうでないと定義されない限り、本明細書で使用される全ての用語（技術用語および科
学用語を含む）は、本発明の主題が属する技術分野の技術者によって共通に理解されるの
と同じ意味を有する。さらに、一般的に使用されている辞書に定義されているような用語
は、関連技術および本明細書の開示の文脈におけるそれらの意味と一致した意味を有する
ものと解釈されなければならず、本明細書においてそのように明示的に定義されない限り
、理想化された意味または過度に形式的な意味に解釈されないことを理解されたい。また
、別の形体に「隣接して」配置された構造または形体への言及は、その隣接する形体と重
なり又はその隣接する形体の下にある部分を有する場合があることを当業者は理解された
い。
【００５５】
　本発明の主題に基づく実施形態が、本明細書において、本発明の主題の理想化された実
施形態の概略図である断面（および／または平面）図を参照して説明される。そのため、
例えば製造技法および／または公差の結果として図の形状から変動することが予想される
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。したがって、本発明の主題の実施形態は本明細書に示された領域の特定の形状に限定さ
れるものと解釈すべきではなく、例えば製造に起因する形状の変化を含むものと解釈すべ
きである。例えば、長方形として示された構成要素は一般に、丸形または湾曲した形体を
有する。したがって、図示される領域は本質的に概略的であり、装置のある領域の正確な
形状を示すことは意図されておらず、本発明の主題の範囲を限定することも意図されてい
ない。
【００５６】
　本発明の主題の実施形態は、白色光を生み出すために（青色発光体と過剰の黄色蛍光体
とを含む）黄緑色（ｙｅｌｌｏｗｉｓｈ　ｇｒｅｅｎ）高度不飽和（ｈｉｇｈｌｙ　ｕｎ
ｓａｔｕｒａｔｅｄ）ランプと赤色ＬＥＤとを組み合わせることによって白色光を発生さ
せる下記の文献に記載されたシステムとともに使用するのに特によく適していることがあ
る。
【００５７】
　（１）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００５年１２月２１日に
出願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯ
Ｄ」という名称の特許文献１（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ
およびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿００４ＰＲＯ）、およ
び２００６年１２月２０日に出願された特許文献２。
【００５８】
　（２）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００６年４月２０日に出
願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ
」という名称の特許文献３（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．ＮｅｇｌｅｙおよびＡｎｔｏｎ
ｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人整理番号９３１＿０１２ＰＲＯ）、および
２００７年４月１８日に出願された特許文献４。
【００５９】
　（３）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００６年４月２０日に出
願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ
」という名称の特許文献５（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．ＮｅｇｌｅｙおよびＡｎｔｏｎ
ｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人整理番号９３１＿０１３ＰＲＯ）、および
２００７年４月１８日に出願された特許文献６。
【００６０】
　（４）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００６年１１月７日に出
願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ
」という名称の特許文献７（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎお
よびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０２７ＰＲＯ）、および
２００７年１１月７日に出願された特許文献８。
【００６１】
　（５）その全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年５月８日に出願され
た「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ」とい
う名称の特許文献９（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　ＶｅｎおよびＧ
ｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０３１ＰＲＯ）。
【００６２】
　（６）その全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年５月８日に出願され
た「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ」とい
う名称の特許文献１０（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎおよび
Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０３２ＰＲＯ）、
　（７）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００６年８月２３日に出
願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ
」という名称の特許文献１１（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ
およびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０３４ＰＲＯ）、およ
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び２００７年８月２２日に出願された特許文献１２。
【００６３】
　（８）その全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年５月８日に発行され
た「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ」とい
う名称の特許文献１３（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎおよび
Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０３５ＮＰ）。
【００６４】
　（９）その全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００６年１２月１日に出願さ
れた「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ」と
いう名称の特許文献１４（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎおよ
びＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０３５ＰＲＯ）。
【００６５】
　（１０）その全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年１１月３０日に出
願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ
」という名称の特許文献１５（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ
およびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０３５ＮＰ２）。
【００６６】
　（１１）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００６年１２月７日に
出願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯ
Ｄ」という名称の特許文献１６（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅ
ｎおよびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０５３ＰＲＯ）、お
よび２００７年１２月６日に出願された特許文献１７。
【００６７】
　（１２）それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年５月８日に出
願された「ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤ
」という名称の特許文献１８（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ
およびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人整理番号９３１＿０７３ＰＲＯ）、およ
び２００７年６月１９日に出願された特許文献１９（代理人整理番号９３１＿０７３ＰＲ
Ｏ２）。
【００６８】
　（１３）その全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年１１月２７日に出
願された「ＷＡＲＭ　ＷＨＩＴＥ　ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＷＩＴＨ　ＨＩＧＨ　Ｃ
ＲＩ　ＡＮＤ　ＨＩＧＨ　ＥＦＦＩＣＡＣＹ」という名称の特許文献２０（発明者：Ａｎ
ｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　ＶｅｎおよびＧｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代
理人整理番号９３１＿０８１ＰＲＯ）。
【００６９】
　しかしながら、本発明の主題はこのようなシステムだけに限定されず、例えば１つまた
は複数の白熱灯を使用し、１つまたは複数の蛍光灯を使用し、かつ／あるいは１つまたは
複数の固体発光体を使用するなどして光を発生させる任意の技法または構造とともに使用
することができる。したがって、本発明の主題を、例えば蛍光体変換（ｐｈｏｓｐｈｏｒ
　ｃｏｎｖｅｒｔｅｄ）白色発光ダイオード、ＲＧＢ発光ダイオードシステム、または照
明器具の所望の光出力を生成するために複数の発光体を利用する他の固体発光システムと
ともに利用することができる。または、本発明の主題は白色光の発生に関して説明される
が、本発明の主題を、色光または色変化光（ｃｏｌｏｒ　ｃｈａｎｇｉｎｇ　ｌｉｇｈｔ
）発生システムとともに使用することもできる。
【００７０】
　前述のとおり、本発明の主題は、ヒートシンク要素および上ハウジングを備える照明装
置に関する。
【００７１】
　ヒートシンク要素は、所望の任意の材料（または材料の組合せ）から形成することがで
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き、そのような材料は多種多様なものが当業者に知られており、当業者はそれらを容易に
入手することができる。一般に、他の全ての考慮事項が等しければ、より大きな熱伝導率
を有する材料（または複合材料）が望ましい。適切な材料の代表的な例には、押出アルミ
ニウムおよび鋳造アルミニウムなどがあり、多くの場合、押出しアルミニウムの方が望ま
しい。所望ならば、ヒートシンク要素は、１種または数種の材料中に分散させた１種また
は数種の他の材料を含むことができ、ここで、例えば分散した材料（例えばカーボンナノ
チューブ、ダイヤモンドスライバ（ｄｉａｍｏｎｄ　ｓｌｉｖｅｒ）など）は異なる領域
に熱を運ぶのに有効である。
【００７２】
　上ハウジングは、所望の任意の材料（または材料の組合せ）から形成することができ、
そのような材料は多種多様なものが当業者に知られており、当業者はそれらを容易に入手
することができる。適切な材料の代表例はアルミニウムであり、上ハウジングがヒートシ
ンクに熱的に結合される場合には特に適し、それによって、上ハウジングはヒートシンキ
ング能力を提供することができる。当業者は、アルミニウム（および／または他の材料）
を所望の形状に形成する多種多様な方式に精通している（例えば、アルミニウムを形成す
ることができ、押出アルミニウムを所望の形状に形成することができ、アルミニウムをハ
イパーフォーム（ｈｙｐｅｒｆｏｒｍ）することができ、アルミニウムシートを雌型に押
し込むことができ、アルミニウムを深絞りし、または押出し、組み立てることができる、
など）。
【００７３】
　本発明の主題に基づく照明器具は、希望する場合、適切な任意のバスケットアセンブリ
および／またはバッフルアセンブリとともに使用することができる。本発明の主題に基づ
く照明器具とともに使用することができるバスケットアセンブリ、バッフルアセンブリそ
の他の構造の代表例は、下記の文献に記載された各種構造を含む。
【００７４】
　それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００７年５月７日に出願された
「ＬＩＧＨＴ　ＦＩＸＴＵＲＥＳ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という
名称の特許文献２１（発明者：Ｇａｒｙ　Ｄａｖｉｄ　ＴｒｏｔｔおよびＰａｕｌ　Ｋｅ
ｎｎｅｔｈ　Ｐｉｃｋａｒｄ、代理人整理番号９３１＿０７１ＰＲＯ）、および２００８
年５月７日に出願された「ＬＩＧＨＴ　ＦＩＸＴＵＲＥＳ」という名称の特許文献２２（
発明者：Ｇａｒｙ　Ｄａｖｉｄ　ＴｒｏｔｔおよびＰａｕｌ　Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｐｉｃｋ
ａｒｄ、代理人整理番号９３１＿０７１ＮＰ）、ならびに
　それらの全体が参照によって本明細書に組み込まれる２００８年２月１５日に出願され
た「ＬＩＧＨＴ　ＦＩＸＴＵＲＥＳ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ」とい
う名称の特許文献２３（発明者：Ｐａｕｌ　Ｋｅｎｎｅｔｈ　ＰｉｃｋａｒｄおよびＧａ
ｒｙ　Ｄａｖｉｄ　Ｔｒｏｔｔ、代理人整理番号９３１＿０８６ＰＲＯ）、２００８年３
月１８日に出願された「ＬＩＧＨＴ　ＦＩＸＴＵＲＥＳ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　Ｄ
ＥＶＩＣＥＳ」という名称の特許文献２４（発明者：Ｐａｕｌ　Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｐｉｃ
ｋａｒｄおよびＧａｒｙ　Ｄａｖｉｄ　Ｔｒｏｔｔ、代理人整理番号９３１＿０８６ＰＲ
Ｏ２）、および２００８年５月７日に出願された「ＬＩＧＨＴ　ＦＩＸＴＵＲＥＳ　ＡＮ
Ｄ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ」という名称の特許文献２５（発明者：Ｐａｕｌ
　Ｋｅｎｎｅｔｈ　ＰｉｃｋａｒｄおよびＧａｒｙ　Ｄａｖｉｄ　Ｔｒｏｔｔ、代理人整
理番号９３１＿０８６ＮＰ）。
（特許文献２３～２５に開示されたバスケットアセンブリおよびバッフルアセンブリの特
定の実施形態を以下で説明するが、本発明の主題は、特許文献２１及び２２に開示された
各種構造にも等しく適用可能であり、それらの構造を、添付の特許請求の範囲に定義され
た本発明の主題の諸特徴とどのように組み合わせるのかについては、当業者は容易に理解
することができる。）
【００７５】
　前述のとおり、本発明の主題に基づくいくつかの実施形態は固体発光体を備える。多種



(15) JP 2010-527119 A 2010.8.5

10

20

30

40

50

多様な固体発光体が当業者によく知られており、そのような固体発光体のうちの任意の固
体発光体を本発明の主題に従って使用することができる。１つのタイプの固体発光体が発
光ダイオード（ＬＥＤ）である。
【００７６】
　ＬＥＤは当業者によく知られており、そのようなＬＥＤの任意のものを本発明の主題に
従って使用することができる。
【００７７】
　図１は、本発明の主題に基づく照明器具１０の第１の実施形態の上面図である。図１に
示されているように、照明器具１０は、ヒートシンク１２と、上ハウジング１６と、バッ
フルアセンブリ２０と、電源筺体２２と、接続箱２４とを備える。バッフルアセンブリ２
０は、従来の吊り天井格子システムにぴったりとはまるように設定された全体寸法を有す
る。例えば、バッフルアセンブリ２０の全体寸法は２フィート（６１ｃｍ）×２フィート
（６１ｃｍ）とすることができる。
【００７８】
　図２は、図１の照明器具１０の断面図である。図２に示されているように、照明器具１
０はさらに、ヒートシンク１２上に装着された発光体ボード（ｂｏａｒｄ）１４を備える
。発光体ボード１４は、発光ダイオード（ＬＥＤ）などの複数の固体発光体を備える。い
くつかの実施形態では、発光体ボードは、その上にＬＥＤが装着されたメタルコアプリン
ト回路板である。発光体ボード１４はヒートシンク１２に熱的に結合されている。発光体
ボード１４は、直接接触、熱接着剤または当業者に知られている他の技法によってヒート
シンク１２に熱的に結合することができる。いくつかの実施形態では、発光体ボード１４
を排除することができ、固体発光体をヒートシンク１２に直接装着することができる。こ
のような実施形態、すなわち固体発光体がヒートシンクに直接装着される実施形態では、
メタルコアプリント回路板を製造する際に使用される技法を使用して、例えば相互接続構
造（例えば３列のＬＥＤ）を設けるための金属シートを含めることによって、固体発光体
をヒートシンク上に直接装着するのに適合するように、ヒートシンクを作ることができる
。
【００７９】
　図２にさらに示されているように、照明器具１０はさらに、光伝達性バスケットアセン
ブリ１８を備える。バスケットアセンブリ１８は、フレームと、１つまたは複数のレンズ
とを備えることができる。レンズは例えば、アクリル樹脂、ポリカーボネート、ＰＥＴ、
ＰＥＴＧまたは他の光透過性材料として設けることができる。さらに、レンズ（１つまた
は複数）は、レンズの中またはレンズの表面に形成された拡散構造を備えてもよく、また
、後述する１つまたは複数のフィルムが設けられていてもよい。
【００８０】
　バスケットアセンブリ１８、上ハウジング１６および発光体ボード１４は、ＬＥＤから
放出された光が混合される混合室（ｍｉｘｉｎｇ　ｃｈａｍｂｅｒ）を提供し、この混合
は、混合室内での反射と、バスケットアセンブリ１８の拡散構造および／またはフィルム
の光学特性との組合せによってなされる。さらに、混合室の内面を、Ｆｕｒａｋａｗａ　
Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ社のＭＣＰＥＴ（登録商標）または他の任意の反射材料などの反射
材料で覆うことができる。そのような材料は多種多様なものが当業者に知られており、当
業者はそれらを入手することができる（いくつかの実施形態では、特に好ましい反射材料
は拡散反射（ｄｉｆｆｕｓｅ　ｒｅｆｌｅｃｔｉｖｅ）材料である）。あるいは又は加え
て、いくつかの実施形態では、明るさ（ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ）特性および／または明る
さパターンを所望の通りに変更するため、光が接触する任意の表面をテクスチャードペイ
ント（ｔｅｘｔｕｒｅｄ　ｐａｉｎｔ）でコーティングすることができる。
【００８１】
　Ｃｒｅｅ　ＸＲＥ　ＬＥＤなどの多くのＬＥＤは、実質的にランベルト分布（Ｌａｍｂ
ｅｒｔｉａｎ　ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ）で発光するため、ＬＥＤは、上ハウジング１
６の側壁から間隔を置いて配置されるべきである。したがって、発光体ボードは一般に、
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光が通過する上ハウジング１６の開口によって画定される面積よりも小さい表面積を有す
る。したがって、上ハウジングまたは上ハウジングの一部分は実質的に角錐台形の形状を
有し、かつ傾いた又は傾斜した側壁１６を有して、発光体ボード１４からの光をバスケッ
トアセンブリ１８に向かうようにすることができる。このような傾斜した側壁は、照明器
具内で失われる光を低減させるために、バスケットアセンブリから反射された光をバスケ
ットアセンブリに再び向かうようにするのを助けることもできる。
【００８２】
　さらに、発光体ボード１４はバスケットアセンブリ１８よりも小さな面積を有するため
、バスケットアセンブリ１８およびバッフルアセンブリ２０の輝度の急激な変化を防ぐた
めに、バスケットアセンブリ１８と上ハウジング１６の構成を、ＬＥＤからの光をバスケ
ットアセンブリ１８の目に見える表面に渡って広げるような構成とすることができる。こ
れは、例えばあたかもその全体が本明細書に記載されているかのようにその開示が本明細
書に組み込まれる２００７年５月７日に出願された特許文献２１（代理人整理番号９３１
－０７１ＰＲＯ）に記載されたバスケットの機械的構成によって、または後述するバスケ
ットアセンブリのレンズ（１つまたは複数）の光学特性によって達成することができる。
【００８３】
　８フィート（２４４ｃｍ）から１０フィート（３０５ｃｍ）の天井など一般的な用途に
おいて設置されたときに個々の光源を不明瞭にするため、拡散構造および／またはフィル
ムは十分に拡散性であるべきである。いくつかの実施形態では、拡散構造および／または
フィルムが、単独でまたは混合室の他の構造と相まって、個々のレンズの光度の変動が、
そのレンズの目に見える表面の最も低い光度の６００％を超えないように、光源からの光
を拡散させる。言い換えると、レンズの目に見える表面の最も明るい領域の輝度とレンズ
の目に見える表面の最も暗い領域の輝度との比が６対１以下である。他の実施形態では、
個々のレンズの光度が、レンズの目に見える領域の最も低い光度の５００％を超えて、４
００％を超えて、２００％を超えてまたは１００％を超えて変化しない。本明細書で使用
されているとき、レンズのある領域の光度とは、約２ｃｍ2以上の面積を有するレンズの
ある部分によって出力される光を指す。
【００８４】
　いくつかの実施形態では、拡散構造および／またはフィルム（１つまたは複数）も、単
独でまたは混合室の他の構造と相まって、光源からの光を混合すべきである。このような
特性には、任意のフィルムまたは構造の拡散角、材料の屈折率および材料の反射率を含め
ることができる。例えば、上で論じたように、バスケットアセンブリ１８から反射された
光を混合室内で再循環させ、その光の一部が照明器具から出ていくようにすることができ
る。そのため、この再循環も、ＬＥＤからの光の混合を強化する役目を果たすことができ
る。
【００８５】
　特定の実施形態では、拡散構造および／またはフィルム（１つまたは複数）が、単独で
または混合室の他の構造と相まって、個々のレンズ内の光の色相が、１９３１ＣＩＥ色度
図上の１０ＭａｃＡｄａｍ楕円を超えて変化しない（すなわち、約２ｃｍ2以上の面積を
有するレンズの任意の領域内の光の色相が、約２ｃｍ2以上の面積を有するそのレンズの
他の任意の領域から１０ＭａｃＡｄａｍ楕円を超えて変化しない）ことを実現できる。他
の実施形態では、個々のレンズ内の光の色相が７ＭａｃＡｄａｍ楕円を超えて変化せず、
他の実施形態では、４ＭａｃＡｄａｍ楕円を超えて変化せず、他の実施形態では、２Ｍａ
ｃＡｄａｍ楕円を超えて変化せず、他の実施形態では、１ＭａｃＡｄａｍ楕円を超えて変
化しない。特定の実施形態では、個々のレンズからの光の色相が、黒体軌跡から、１０Ｍ
ａｃＡｄａｍ楕円を超えて、７ＭａｃＡｄａｍ楕円を超えて、または４ＭａｃＡｄａｍ楕
円を超えてずれない。
【００８６】
　１つまたは複数のフィルムを利用する実施形態では、フィルムをレンズ（１つまたは複
数）上に取り付けることができ、または他の方法でバスケットアセンブリ１８のレンズま
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たはフレームに固定することができる。フィルムをレンズ（１つまたは複数）に装着する
かどうかは、利用する特定の拡散フィルム（１つまたは複数）の特性に応じて決定するこ
とができる。適切なフィルムは、例えばＬｕｍｉｎｉｔ社（米カリフォルニア州Ｔｏｒｒ
ａｎｃｅ）またはＦｕｓｉｏｎ　Ｏｐｔｉｘ社（米マサチューセッツ州Ｃａｍｂｒｉｄｇ
ｅ）から入手することができる。加えて、単一の照明器具内で、異なる製造会社のフィル
ムを組み合わせることができ、異なるレンズまたは同じレンズに関連づけることができる
。したがって、例えば、所望の光拡散（ｌｉｇｈｔ　ｓｐｒｅａｄｉｎｇ）、不明瞭化お
よび／または混合結果を達成するために、異なる特性を有する異なる製造会社の多くのフ
ィルムを利用することができる。
【００８７】
　フィルムおよび／またはレンズは所望の任意の方法によって製造することができ、その
ような方法は多種多様なものが当業者によく知られている。例えば、いくつかの実施形態
では、１つまたは複数のフィルムが取り付けられたレンズを、（例えばそれらの全体が参
照によって本明細書に組み込まれる２００７年７月１７日に出願された「ＯＰＴＩＣＡＬ
　ＥＬＥＭＥＮＴＳ　ＷＩＴＨ　ＩＮＴＥＲＮＡＬ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＦＥＡＴＵＲＥＳ
　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＦＡＢＲＩＣＡＴＩＮＧ　ＳＡＭＥ」という名称の特
許文献２６（発明者：Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ　ａｎｄ　Ｐａｕｌ　Ｋｅｎｎｅｔｈ　Ｐｉｃｋ
ａｒｄ、代理人整理番号９３１＿０７４ＰＲＯ）および２００８年１月２８日に出願され
た特許文献２７（代理人整理番号９３１＿０７４ＰＲＯ２）に記載された）フィルムイン
サート（ｆｉｌｍ　ｉｎｓｅｒｔ）成形によって、または共押出しによって製造すること
ができる。
【００８８】
　図２に戻ると、照明器具１０の全体の深さ「ｄ」は約５インチ（１２．７ｃｍ）または
それ以下である。このような浅い深さは、ＬＥＤからの熱を十分に放散させてＬＥＤの接
合部温度を所望の範囲に維持するのに十分なヒートシンク面積を提供する妨げとなる可能
性がある。したがって、図２に示されているように、ヒートシンク１２のフィンの高さを
延長してヒートシンク１２の表面積を増大させるのではなく、ヒートシンク１２のフィン
の長さ（すなわち横方向の寸法）が、上ハウジング１６の上に張り出すように、上ハウジ
ング１６の周縁を越えて延在する（および／または、フィンの主表面によって画定される
平面に垂直な方向に伝熱面積が増大するように、例えば図示されたフィンに平行にフィン
が追加される）。このような張出しヒートシンク１２は、上ハウジング１６およびバスケ
ット１８によって形成される照明器具１０の被照明部分のサイズが、バッフルアセンブリ
２０の周縁によって画定される照明器具１０の全体サイズに比べて相対的に小さいことを
利用する。さらに、傾斜したバッフルアセンブリ２０および傾斜した上ハウジング１６が
設けられる場合、バッフル２０の上に張り出すように上ハウジング１６を越えてヒートシ
ンク１２を延在させることは、ヒートシンクの上面を越えて延在して照明器具１０の全体
の深さを増大させることなく、追加の構成要素をヒートシンク１２に装着することを可能
にする十分なゆとり（ｃｌｅａｒａｎｃｅ）を提供する。したがって、例えば、照明器具
１０の全体の深さ「ｄ」を増大させることなく電源モジュール２２をヒートシンク１２に
装着することができる。
【００８９】
　図２のバッフルアセンブリ２０に関して、バッフルアセンブリ２０は、吊り天井の格子
と係合する平坦な縁（ｌｉｐ）部分３０を備える。縁部分３０は、照明器具１０の周縁か
ら距離「ｌ」だけ延在することができる。縁部分３０は、バスケットアセンブリ１８の発
光レンズから間隔を置いて、しかし発光レンズに実質的に平行に配置され、したがって縁
部分３０には光がほとんど入射しないため、距離ｌが大きすぎる場合には、照明器具１０
の周縁付近に暗い領域が知覚される可能性がある。距離ｌが小さすぎる場合には、バッフ
ルの角度のついた部分が天井格子上に延在する可能性があり、これは美的に心地よくない
可能性がある。したがって、いくつかの実施形態では、距離ｌを、約０．５インチ（１．
２５ｃｍ）から約２インチ（５．１ｃｍ）とすることができる。
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【００９０】
　加えて、バッフルアセンブリ２０は、照明器具１０の発光部分を天井タイルの平面より
も上方へ凹ませる。室内にいる人が照明器具１０から離れれば離れるほど、照明器具１０
が暗く感じられるように、照明器具１０の発光部分を天井タイルよりも上方に凹ませる。
発光部分を凹ませると、照明器具１０から十分に離れると発光部分をもはや直接は見るこ
とができない遮断角が生じる。しかしながら、発光部分を凹ませることは、室内に幅広い
配光を供給するという照明器具の能力を制限する可能性もある。さらに、照明器具１０は
深さ「ｄ」よりも深くてはならないため、天井タイルよりも上方に発光部分を凹ませると
、ＬＥＤからの光の混合に使用可能な距離が限定される可能性もある。
【００９１】
　バスケットアセンブリ１８およびバッフルアセンブリ２０は、天井タイルよりも上方に
発光部分を凹ませることを可能にしつつ、混合深さを大きくするのを助けるように設計す
ることができる。具体的には、バスケットアセンブリ１８のサイズを照明器具１０の全体
サイズよりも小さくすれば、バスケットセンブリを天井タイルよりも上方に凹ませること
ができる。遮蔽角が与えられた場合、バスケットアセンブリ１８が小さければ小さいほど
、凹みを浅くすることができる。しかしながら、バスケットアセンブリが小さすぎる場合
には、所望の配光を供給することが難しくなることがあり、バスケットが照明器具１０の
全体サイズに対してバランスが取れていないように見える可能性がある。例えば、いくつ
かの実施形態では、バッフルアセンブリ２０の周縁の寸法とバスケットアセンブリ１８の
周縁の寸法の比を約１．５：１から約３：１、例えば約２：１とすることができる。この
ようにすると、照明器具１０の全体サイズに対してバスケットアセンブリ１８のサイズの
バランスが取れ、良好な配光、十分な遮蔽角、比較的に浅い照明器具の全体深さ、および
美的に心地よい割合を提供することができる。
【００９２】
　照明器具の全体サイズよりも小さいバスケットアセンブリ１８を利用すると、照明器具
１０を標準的な天井格子上に設置することを可能にするために、なんらかの支持構造が必
要になる。この構造はバッフルアセンブリ２０によって提供される。さらに、バッフルア
センブリ２０の設計には、バッフルアセンブリ２０が、バスケットアセンブリ１８を出た
光とどのように相互作用するのかを考慮に入れるべきである。
【００９３】
　傾斜したバッフルアセンブリ２０を設けることによって、バスケットアセンブリ１８か
らの光をバッフルアセンブリ２０に入射させて、バッフルアセンブリ２０を照明すること
ができる。バッフルアセンブリ２０を照明することにより照明器具１０の全体の外観を改
善することができる。それというのは、部分的に照明されたバッフルアセンブリ２０が、
バスケットアセンブリ１８とバッフルアセンブリ２０との間のコントラストを低減させ、
それによって光度の急激な変化を防ぐためである。
【００９４】
　バッフルアセンブリ２０が照明される程度は、バッフルアセンブリ２０の壁の傾斜の程
度、バスケットアセンブリ１８がバッフルアセンブリ２０を越えて延在する範囲、および
バスケットアセンブリ１８からの配光パターンに依存する。したがって、バッフルセクシ
ョンの傾斜部分の幅「ｗ」および高さ「ｈ」が、照明器具１０の発光部分の凹みとバッフ
ルアセンブリ２０との間の関係を規定する。所与の凹みの深さに対して傾斜の程度（すな
わち角度）が大きすぎる場合には、バッフルアセンブリ上で失われる光量が大きくなりす
ぎて、照明器具の効率が過度に低下する。所与の凹みの深さに対して傾斜の程度が十分で
ない場合には、天井よりも上方へのバスケットアセンブリ１８の凹みが不十分となり、か
つ／またはバッフルアセンブリ２０が暗く見え、このことは美的に心地よくない可能性が
ある。したがって、本発明の主題のいくつかの実施形態では、ｈに対するｗの比が約２か
ら約３、いくつかの実施形態では約２．３である。特定の実施形態では、幅ｗが約１３０
から約１４０ｍｍ、高さｈが約５０から約６０ｍｍである。
【００９５】
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　代表的な実施形態の１つの例では、リム（ｒｉｍ）の外周が約２フィート（６１ｃｍ）
×約２フィート（６１ｃｍ）、バスケットアセンブリの外周が約１フィート（３０．５ｃ
ｍ）×約１フィート（３０．５ｃｍ）であり、この場合、バッフルアセンブリ２０の周縁
の寸法とバスケットアセンブリ１８の周縁の寸法の比は２：１になる。このような装置で
は、先に定義した距離ｌおよびｗが実質的に均一であることが好ましく、それによりｌと
ｗの和は約６インチ（１５．２ｃｍ）となる。いくつかの実施形態では、リムが、天井の
支持構造とわずかに重なり合うことができ、それによりｌの一部分とｗの全体の和が約６
インチ（１５．２ｃｍ）となる（この支持構造によって画定される開口は約２フィート（
６１ｃｍ）×約２フィート（６１ｃｍ）である）。
【００９６】
　支持構造の開口が正方形ではない、例えば２フィート（６１ｃｍ）×４フィート（１２
２ｃｍ）である実施形態の場合には、開口において所望の効果を提供するため、例えば開
口を塞ぐために、（それぞれ約２フィート（６１ｃｍ）×約２フィート（６１ｃｍ）の）
２つの装置を並べて使用する、またはリムの外周が約４フィート（１２２ｃｍ）×約２フ
ィート（６１ｃｍ）、バスケットアセンブリの外周が約３フィート（９１．５ｃｍ）×約
１フィート（３０．５ｃｍ）、距離ｌとｗの和（または距離ｗと距離ｌの一部分の和）が
約６インチ（１５．２ｃｍ）である装置を提供するなど、所望の任意の方式で本発明の主
題に基づく装置を変更することができる。
【００９７】
　図３から７は、図１および２を参照して先に説明した照明器具１０の追加の図である。
【００９８】
　図８および９は、バッフルアセンブリ２０のない照明器具１０のより詳細な断面図であ
る。図８に示されているように、ヒートシンク１２に上ハウジング１６が装着されている
。上ハウジング１６は、ヒートシンク１２に隣接する開口を有し、この開口を通して、Ｌ
ＥＤ６２が装着されたＰＣボード６０が延在する。上で論じたとおり、ＰＣボードはメタ
ルコアＰＣボードとすることができ、ヒートシンク１２に熱的および機械的に結合するこ
とができる。上ハウジング１６、ＰＣボード６０、ヒートシンク１２およびバスケットア
センブリ１８の露出した全ての内面に、ＭＣＰＥＴ（登録商標）の層５６が与えられてい
る。
【００９９】
　図８および９にさらに示されているように、バスケットアセンブリ１８は、バスケット
アセンブリ１８を構造的に支持するフレーム５０を備えることができ、フレーム５０は、
バスケットアセンブリを上ハウジング１６に取り付けることを可能にするように構成され
る。フレーム５０は、バスケットアセンブリ１８の２つの開口をそれぞれ画定する内フレ
ーム部材７０と外フレーム部材７２とを備えることができる。内フレーム部材７０は、そ
の中に第１のレンズ５２が設けられる中心開口を画定する。内フレーム部材７０と第１の
レンズ５２は一体として、バスケットアセンブリ１８の第１の光透過窓を画定する。
【０１００】
　先に論じたとおり、第１のレンズ５２上にまたは第１のレンズ５２の部分として、１つ
または複数のフィルムまたは他の拡散構造５８を設けることができる。当該１つまたは複
数のフィルムは例えば、折り曲げられ、内フレーム部材７０上に延在するフィルム５８の
それぞれの縁の１つまたは複数のタブ（ｔａｂ）によって適切な位置に保持することがで
きる。このタブを次いで、内フレーム部材７０の露出した表面に接着剤で固定されたＭＣ
ＰＥＴ（登録商標）リフレクタ５６によって保持し、それによってＭＣＰＥＴ（登録商標
）５６と内フレーム部材７０との間にタブを捕捉することができる。
【０１０１】
　外フレーム部材７２は、内フレーム部材７０を取り囲み、例えば内フレーム部材７０の
角で内フレーム部材７０に接続される。したがって、外フレーム部材７２は、内フレーム
部材７０を構造的に支持する。外フレーム部材７２と内フレーム部材７０の間の空間に少
なくとも１つの第２のレンズ５４が設けられる。特定の実施形態では、複数の第２のレン
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ズが、内フレーム７０の各辺に１つずつ設けられる。内フレーム部材７０と外フレーム部
材７２との間の空間および第２のレンズ５４は、バスケットアセンブリ１８の第２の光透
過窓を画定する。第２のレンズ５４は、その内部またはその表面に拡散構造を有すること
ができる。単一の第２のレンズ５４について説明するが、複数の第２のレンズ５４を設け
ることができる。例えば、内フレーム部材によって画定された正方形／長方形の各辺に第
２のレンズ５４を設けて、４つの第２のレンズおよび対応する４つの第２の光透過窓がバ
スケットアセンブリ１８に設けられるようにすることができる。あるいは、内フレーム部
材の全周にわたって延在する（例えば額縁のような形状の）単一の第２のレンズを設ける
こともできる。
【０１０２】
　中心開口内のレンズ（例えば前述の実施形態の第１のレンズ５２）とバッフルアセンブ
リとの間の光の勾配（すなわち明るい中心領域と相対的に暗いバッフルアセンブリとの間
の遷移）の重要性を考慮すれば、１つまたは複数の第２のレンズ（例えば図８および９に
示された実施形態および図１７に示された実施形態に示された第２のレンズ５４）の正確
な形状および／または寸法は決定的に重要となりうる。
【０１０３】
　本発明の主題に基づくいくつかの実施形態では、少なくとも１つの第２のレンズは平坦
でない（すなわち平面でなく、かつ固体発光体の発光位置によって画定される平面に対し
て平行でない）ことが好ましい。例えば、少なくとも１つの第２のレンズの向きを斜めに
する（例えば内フレーム部材と接触する１つまたは複数の位置よりも、固体発光体の発光
位置によって画定される平面により近い位置で外フレーム部材と接触させる）ことができ
、かつ／または、少なくとも１つの第２のレンズが１つまたは複数の曲がりを有すること
ができる（すなわち、例えば第２のレンズ５４が曲がりを有する図１７のように、非平面
とすることができる）。このような実施形態では、外フレーム部材７２の内面および内フ
レーム部材７０の外面（すなわち、図１７では、外フレーム部材７２の右側の面および内
フレーム部材７０の左側の面）に、より多くの光が入射することを保証することができる
。このような実施形態では、１つまたは複数の第２のレンズがある程度下方へ（すなわち
固体発光体の発光位置によって画定される平面に対して垂直な方向、すなわち図１７に示
された第１のレンズ５２に対して垂直な方向に）延在することが好ましい。
【０１０４】
　本発明の主題に基づくいくつかの実施形態では、照明装置の外部（すなわち照明装置が
装着された室内）から照明装置のいずれの固体発光体に対しても直接的な視線が存在しな
いように、外フレーム部材７２および内フレーム部材７０の寸法および相対的な配置が選
択される。言い換えると、例えば図１７に示された実施形態では、（１）不透明な外フレ
ーム部材７２が十分に下方へ延在し、（２）不透明な内フレーム部材７０が十分に上方へ
延在し、（３）外フレーム部材７２の下方および内フレーム部材の上方を通って延びる任
意の視線（例えば図１７に示された視線８０）がどのＬＥＤ６２にも直接的には到達しな
いように、フレーム部材７０および７２がＬＥＤ６２に対して配置される。
【０１０５】
　図１７に示された装置に対応する代表的な１つの実施形態では、外フレーム部材７２が
、第２のレンズ５４と外フレーム部材７２との間の最も低い接触点から下方へ０．３７５
インチ（９．５３ｍｍ）延在し、内フレーム部材７０の最も低い部分が、外フレーム部材
７２の最も低い部分よりも０．４３インチ（１．０９ｃｍ）低く、外フレーム部材７２の
内面が、内フレーム部材７０の外面から０．３インチ（７．６２ｍｍ）離れており、照明
装置の１つの側の外フレーム部材７２の内面と照明装置の反対側の外フレーム部材７２の
内面との間の距離が１１．５インチ（２９．２ｃｍ）である。このような実施形態では、
バスケットの全幅と空洞（すなわち内フレーム部材７０の外面と外フレーム部材７２の内
面の間の空間）の幅の比が、１１．５インチ（２９．２ｃｍ）対０．６インチ（１．５２
ｃｍ）、すなわち約１９：１である。
【０１０６】
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　所望の光混合量および光拡散量を達成するために（すなわち、異なる固体発光体が異な
る色の光を放出する場合に光色放出（ｌｉｇｈｔ　ｃｏｌｏｒ　ｅｍｉｓｓｉｏｎ）の所
望の程度の均一性を達成するために、かつ／または固体発光体が別個の光源に見えないよ
うに固体発光体を不明瞭にするために（異なる放出色の良好な混合を提供し、かつ、観測
者が個々のＬＥＤダイを見ることができる状況を得ることが可能なため、これらの２つの
目的はときにはっきりと区別される。））、第１のレンズ５２が固体発光体から十分な間
隔を置いて配置される。特定の混合度を達成するのに必要な間隔は、発光のそれぞれの位
置、色および強度、ならびに拡散構造（例えば図８および９に示された実施形態において
第１のレンズ５２上に設けられたフィルム５８）の特性および固体発光体と第１のレンズ
５２との間の間隔に依存する。例えば、異なる拡散構造（例えば異なるフィルム）が異な
る距離で不明瞭になる（すなわち実質的に均一な光度を提供する）ことはよく知られてい
る。
【０１０７】
　フレーム部材７０および７２は例えば、例えばアクリロニトリルブタジエン（ＡＢＳ）
及びポリカーボネート－アクリロニトリルブタジエン共重合体（ＰＣ／ＡＢＳ）から射出
成形することができる。第２のレンズ５４は射出成形によって作製することができ、例え
ばポリカーボネート（ＰＣ）、アクリル樹脂（ＰＭＭＡ）、環状オレフィン共重合体（Ｃ
ＯＣ）、スチレン－ブタジエン共重合体（ＳＢＣ）又はスチレン－アクリロニトリル（Ｓ
ＡＮ）から製造することができる。第２のレンズ５４は、上ハウジング１６に面する艶消
し（ｍａｔｔｅ）面または拡散面を有するように成形することができる。
【０１０８】
　第１の光透過窓の周縁に沿って１つまたは複数の第２の光透過窓を設けることにより、
バスケットアセンブリ１８の明るい中心部分から相対的に暗いバッフルアセンブリ２０へ
の遷移を、より光度の低い外側の窓によって和らげることができる。さらに、１つまたは
複数の第２の光透過窓は、内フレームアセンブリの外面に対してより良好な照明を与える
ことができる（すなわち、第１のレンズを通過した光は一般に内フレームアセンブリの外
面を照明しないと考えられ、その結果、内フレームアセンブリの外面は暗くなり、または
望ましい程度までは照明されないであろう。そのような場合、（１つ又は複数の）第２の
レンズを通過した光が、内フレームアセンブリの外面に対するより良好な照明を可能にす
る。）。
【０１０９】
　図１０から１６は、本発明の主題の代替実施形態を示す図面である。図１０から１６に
示されているように、照明器具１００は、上ハウジング１１６の周縁を越えて延在するヒ
ートシンク１１２を備える。上ハウジング１１６には、バッフルアセンブリ１２０および
バスケットアセンブリ１１８が接続されている。バッフルアセンブリ１２０、バスケット
アセンブリ１１８および上ハウジング１１６は、バッフルアセンブリ２０、バスケットア
センブリ１８および上ハウジング１６に関して先に説明したものと実質的に同じものとす
ることができる。
【０１１０】
　図１０から１６はさらに、配電設備から照明器具１００への接続を行うために、バッフ
ルアセンブリ１２０に接続された接続箱１２４を示している。ヒートシンク１１２には付
属品区画（ｃｏｍｐａｒｔｍｅｎｔ）１３０が機械的および熱的に接続されている。付属
品区画１３０は、追加の面積をヒートシンク１１２に与える。ＬＥＤからの熱は、ヒート
シンク１１２および付属品区画１３０を通して放散させることができる。
【０１１１】
　付属品区画１３０はさらに、照明装置の電源１７０、ならびにバッテリ１８０、バッテ
リバックアップユニットおよび／または調光モジュールなどの任意選択の機構を収容する
ことができる。この調光モジュールおよびバックアップユニットを、付属品区画１３０の
エンドパネルのノックアウト（ｋｎｏｃｋ　ｏｕｔ）１４０および１５０を介して、調光
信号のための外部源またはバックアップステータスの外部インジケータおよび試験スイッ
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ｌｅ　ｃｏｎｄｕｉｔ）または外装ケーブル１６０を介して接続箱１２４に接続すること
ができる。
【０１１２】
　本発明の主題の実施形態は、様々な設計のバスケットアセンブリ１８とともに使用する
ことができる。したがって、本発明の主題を、あたかもそれらの全体が本明細書に記載さ
れているかのようにそれらの開示が本明細書に組み込まれる２００７年１２月３日に出願
された特許文献２８、２００７年５月３日に出願された特許文献２９、および／または２
００７年５月３日に出願された特許文献３０に記載されたような外観のバスケットアセン
ブリ１８とともに使用することができる。
【０１１３】
　本発明の主題の実施形態を実質的に正方形の照明器具を参照して説明したが、長方形等
の他の形状を提供することもできる。したがって、例えば、照明器具の様々な構成要素の
一方の寸法を延長し、もう一方の寸法を延長しないことによって、２フィート（６１ｃｍ
）×４フィート（１２２ｃｍ）の照明器具を提供することができる。
【０１１４】
　本明細書に記載された装置の２つ以上の任意の構造部分を統合することができる。本明
細書に記載された装置の任意の構造部分を、２つ以上の部分として提供することもできる
（必要ならばそれらは一体として保持される。）。
【０１１５】
　さらに、本発明の主題のある種の実施形態を、要素の特定の組合せを参照して示したが
、本発明の主題の教示から逸脱することなく様々な他の組合せを提供することができる。
したがって、本発明の主題は、本明細書に記載され、図示された例示的な特定の実施形態
に限定されるものと解釈すべきではなく、示された様々な実施形態の要素の組合せを包含
することもできる。
【０１１６】
　本明細書の開示の恩恵の下で、当業者は、本発明の主題の趣旨および範囲から逸脱する
ことなく多くの変更および修正を加えることができる。したがって、示された実施形態は
、例示のためだけに記載されたものであり、以下の特許請求の範囲によって定義された本
発明の主題を限定するものと解釈すべきではないことを理解しなければならない。したが
って、以下の特許請求の範囲は、記載された字義通りの要素の組合せを含むだけではなく
、実質的に同じ機能を実質的に同じ方式で実行して実質的に同じ結果を得る等価の全ての
要素をも含むものとして解釈されなければならない。したがって、特許請求の範囲は、以
上で具体的に示され説明されたもの、概念上等価であるもの、および本発明の主題の本質
的思想を含むものを包含するものと理解しなくてはならない。
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【手続補正書】
【提出日】平成22年1月12日(2010.1.12)
【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】
　天井構造内に装着されるように構成されたバッフルアセンブリと、
　前記バッフルアセンブリ内に装着された発光部分と
を備える照明器具であって、前記発光部分は、
　少なくとも１つの第１の照明装置と、
　前記バッフルアセンブリに装着された上ハウジングであって、前記照明器具が前記天井
構造内に装着されたときに前記天井の平面よりも上方に配置される上ハウジングと、
　前記上ハウジングに装着され、前記照明装置に熱的に結合されたヒートシンク要素であ
って、第１の平面内にある第１の方向の寸法を有し、前記寸法は、前記第１の平面に平行
な任意の平面内の前記上ハウジングの最大寸法よりも大きいものであるヒートシンク要素
と
を備えることを特徴とする照明器具。
【請求項２】
　前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素をさらに備えること
を特徴とする請求項１に記載の照明器具。
【請求項３】
　前記上ハウジングは、前記照明器具の外に出るように、前記第１の照明装置によって放
出された光が透過する混合室の側壁を画定することを特徴とする請求項１又は２に記載の
照明器具。
【請求項４】
　ヒートシンク要素と、
　前記ヒートシンク要素に装着された上ハウジングと、
　前記ヒートシンク要素と接触した少なくとも１つの追加の構成要素と
を備え、
　前記ヒートシンク要素の少なくとも一部分と前記上ハウジングの少なくとも一部分との
間に第１の平面が延在し、
　前記少なくとも１つの追加の構成要素の少なくとも一部分は、前記第１の平面の前記上
ハウジングと同じ側に位置することを特徴とする照明器具。
【請求項５】
　少なくとも１つの第１の照明装置をさらに備え、前記少なくとも１つの第１の照明装置
は、前記第１の照明装置によって放出され、前記照明器具の外に出る光の少なくとも一部
分が前記上ハウジングの外に出るように、前記上ハウジング内に配置されていることを特
徴とする請求項４に記載の照明器具。
【請求項６】
　前記第１の照明装置は少なくとも１つの固体発光体を備えることを特徴とする請求項１
から３および請求項５のいずれかに記載の照明器具。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの固体発光体は発光ダイオード（ＬＥＤ）であることを特徴とする
請求項６に記載の照明器具。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの固体発光体は前記ヒートシンク要素上に装着されていることを特
徴とする請求項６に記載の照明器具。
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【請求項９】
　前記上ハウジングの最大寸法は前記第１の平面に平行な第２の平面内にあることを特徴
とする請求項１から８のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１０】
　前記ヒートシンクの最大寸法は第１の平面内にあることを特徴とする請求項１から９の
いずれかに記載の照明器具。
【請求項１１】
　前記ヒートシンク要素上に装着された発光体ボードをさらに備え、
　前記発光体ボード上に少なくとも１つの固体発光体が装着され、
　前記発光体ボードは、前記ヒートシンク要素に熱的に結合され、
　前記少なくとも１つの固体発光体は、前記発光体ボードに熱的に結合されていることを
特徴とする請求項１から１０のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１２】
　前記上ハウジングの少なくとも一部分は実質的に角錐台形であることを特徴とする請求
項１から１１のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１３】
　前記ヒートシンク要素は第１の面および第２の面を備え、
　前記少なくとも１つの追加の構成要素と前記上ハウジングはともに、前記ヒートシンク
要素の前記第１の面と接触していることを特徴とする請求項２、４および５のいずれかに
記載の照明器具。
【請求項１４】
　前記上ハウジングは前記ヒートシンク要素に熱的に結合されていることを特徴とする請
求項１から１３のいずれかに記載の照明器具。
【請求項１５】
　前記照明器具の全体の深さは１２．７ｃｍ以下であることを特徴とする請求項１から１
４のいずれかに記載の照明器具。
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