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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　食品アイテムを含む食品を加熱するための処理システムであって、
　照射エネルギーを内部に安全に封じ込めるための構造を有しており且つ照射のために食
品アイテムを中に配置することができる調理室と、
　前記調理室を少なくとも部分的に囲むとともに、指向性の照射素子を調理ゾーンの近傍
に、該照射素子からの照射を調理室内の食品アイテムに該照射素子から直接に衝突させる
ことができるように保持する構造と、
　対象となる食品アイテムのうちの少なくとも１つの食品アイテムが持つ少なくとも１つ
の吸収特性の波長に一致するように照射出力の波長が選択された少なくとも１つの狭帯域
の半導体ベースの放射素子を含む照射素子と、
　ユーザインタフェースによる設定、センサの出力、および前記室が使用中かつ前記照射
エネルギーを安全に封じ込めているとの判断にもとづいて、前記室に照射の出力をもたら
すべく前記狭帯域の照射素子をデジタル的に制御するために少なくとも電流を供給して前
記調理室の内部に照射エネルギーが安全に封じ込められている時で、ある時間期間におい
て、前記照射素子からの照射エネルギーを前記食品アイテムに照射する制御システムと
を備える、システム。
【請求項２】
　照射出力の波長を通すことなく調理室の観察を可能にするように配置された観察窓をさ
らに備える、請求項１に記載のシステム。
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【請求項３】
　観察時にシステム内での照射を選択的に止めるためのシャッタシステムをさらに備える
、請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　食品アイテムを調理室へと運ぶための搬送システムをさらに備える、請求項１に記載の
システム。
【請求項５】
　照射の前、最中、または後のうちの少なくとも１つにおいて食品アイテムについての少
なくとも１つの様相を検出することができるセンサをさらに備える、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項６】
　前記センサが、位置、食品の種類、および食品アイテムのサイズを検出するカメラを備
える、請求項５に記載のシステム。
【請求項７】
　前記少なくとも１つの狭帯域の半導体ベースの放射素子は、
　その狭帯域の照射を照射されることが予定されている対象食品アイテムの吸収特性に一
致するように選択される２つの異なる狭帯域の照射波長を生成する、請求項１に記載のシ
ステム。
【請求項８】
　狭帯域加熱に加えて食品アイテムを調理するために選択的に作動させられる広帯域の照
射要素をさらに備える、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　食品アイテムの調理、乾燥、または硬化のための方法であって、
　少なくとも１つの対象食品アイテムを照射ゾーンに導入し、半導体ベースのデジタル狭
帯域照射素子によって照射できるように配置するステップと、
　前記照射ゾーンを安全に取り囲むステップと、
　前記照射ゾーンが安全に取り囲まれている期間の間に、ユーザインタフェースによる設
定、センサの出力、および前記照射ゾーンが使用中かつ前記照射エネルギーを安全に封じ
込めているとの判断にもとづいて、少なくとも１つの半導体ベースのデジタル狭帯域照射
素子から指向性の放射を放射するステップと、
　前記放射の際に前記少なくとも１つの対象食品アイテムの吸収特性に一致する少なくと
も１つの狭帯域の波長で前記少なくとも１つの対象食品アイテムに照射するステップと
を含む、方法。
【請求項１０】
　食品アイテムを処理するための方法であって、
　食品アイテムを調理室へと搬送するステップと、
　前記食品アイテムが前記調理室へと搬送されるときに該食品アイテムの位置を検出する
ステップと、
　前記食品アイテムが所望の位置にある旨を検出するステップと、
　前記検出にもとづいて前記搬送を停止させるステップと、
　前記調理室を閉鎖し、該室の中身を安全に封じ込めるステップと、
　前記食品アイテムの様相を検出または入力するステップと、
　前記検出または入力にもとづき、さらに調理パラメータにもとづいて、調理パターンを
決定するステップと、
　前記食品アイテムの好ましい吸収特性の波長に対応する波長にて、少なくとも１つの半
導体ベースのデジタル狭帯域照射素子から、前記調理室の内部に照射エネルギーが安全に
封じ込められている期間の間に、ある時間期間にわたって、前記調理パターン、センサの
出力、および前記室が使用中かつ前記照射エネルギーを安全に封じ込めているとの判断に
もとづいて、照射エネルギーを前記食品アイテムに照射するステップと、
　前記照射の完了後に前記調理室を開くステップと、
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　前記食品アイテムを前記調理室から運び出すステップと
を含む、方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの食品アイテムに照射するステップが、該少なくとも１つの食品ア
イテムに帯状に照射するステップを含む、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１２】
　前記照射するステップが、前記少なくとも１つの半導体ベースのデジタル狭帯域照射素
子をパルス状に動作させるステップを含む、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１３】
　前記照射するステップでは、前記少なくとも１つの半導体ベースのデジタル狭帯域照射
素子から前記吸収特性に対応する２つの狭帯域の波長帯を含む照射をし、各波長帯の中心
波長が実質的に異なる、請求項９または１０に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの狭帯域の波長が、前記食品アイテムへの深い浸透を達成する、請
求項９または１０に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの狭帯域の波長が、前記食品アイテムの表面の加熱を達成する、請
求項９または１０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、２００９年３月５日付の米国特許仮出願第６１／１５７，７９９号の優先権
を主張し、この米国特許仮出願にもとづいており、この米国特許仮出願の全体が、参照に
より本明細書に組み込まれる。さらに、本出願は、２００６年２月９日付の米国特許出願
第１１／３５１，０３０号の部分継続出願でもあり、米国特許出願第１１／３５１，０３
０号は、２００４年１２月３日付の米国特許出願第１１／００３，６７９号（今や、２０
０８年９月１６日発行の米国特許第７，４２５，２９６号である）の継続出願であり、両
出願の全体が、参照により本明細書に組み込まれる。
【背景技術】
【０００２】
　多数のさまざまな種類の調理が、数千年にわたって、種々の広帯域の熱源によって実行
されてきている。加熱のために人間によって広く使用されている最先かつ最も基本的な熱
源は、火である。火は、ＵＶから遠赤外までの範囲にわたる放射熱エネルギーを生じさせ
る。各波長の放射の強度を定める出力曲線の実際の形状は、火の温度の関数として変化す
る。木材および石炭の火が油またはガスを燃料とするオーブンまたは調理面に移行したと
き、根本は、火の燃焼によって広帯域の放射エネルギー源が生み出される点で、変わらな
いままであった。知識ベースが、一般的に入手可能な広帯域を有するオーブン調理という
仮定を包含して蓄積された。２０世紀の早い時期に電気がより一般的になったとき、電気
エネルギーによる抵抗ベースの加熱コイルが、種々の燃焼ベースの熱源に代わって頻繁に
使用されるようになった。これらの抵抗加熱コイルは、一般的に、業界においてＣａｌｒ
ｏｄと称されることが多い。消費者にとっては新規かつ最新であるように感じられるが、
依然として基本的にはまさに広帯域の照射源である。このことは、周知であるとともに、
Ｃａｌｒｏｄ加熱コイルが真っ赤に輝くことができるという事実（可視スペクトルの出力
を示しており、遠赤外の波長へと続くエネルギーも生み出す）によっても証明される。き
わめて広帯域の出力源であるけれども、そのピーク出力は、動作の温度に応じて、典型的
には遠赤外の範疇にある。
【０００３】
　最近の数十年において、石英ハロゲンのランプ、管、および電球が、さまざまな種類の
オーブンおよび硬化の用途において使用されている。石英が、はるかに高温の黒体プラン
ク源を近似するため、典型的な抵抗熱源に比べて、可視スペクトルにおいて大幅に大きな
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エネルギーが出力される。種々の石英ランプが、さまざまな温度で動作するように設計さ
れ、そのような温度によって、出力曲線の中心が変化するとともに、生み出される可視光
のエネルギーの量も左右される。中心またはピークの出力は、典型的には近赤外または中
赤外の範囲に位置する。動作の温度にかかわらず、石英は、依然として近～中赤外の範囲
のピーク出力および数千ナノメートルの帯域幅を有する広帯域の熱源である。
【０００４】
　タングステンフィラメント白熱光電球も、特殊なオーブンの調理用の熱源として使用さ
れている。Ｆｒａｎｋｌｉｎ　Ｓ．Ｍａｌｉｃｋが、米国特許第４，４８１，４０５号に
おいて、プラスチック製の調理袋の中の食品を調理するために白熱光電球を使用する単純
なシステムを教示している。石英は、単純な抵抗コイルまたはバーナよりも珍しくて特殊
なオーブンであるが、明らかに、熱源として使用されている広帯域のアナログ照射装置で
ある。
【０００５】
　これらの様式のさまざまな組み合わせが使用されているが、それらはすべて、広帯域の
アナログ装置を種々のやり方で単に組み合わせているにすぎない。Ｒｏｂｅｒｔ　Ａ．Ｍ
ｉｔｔｅｌｓｔｅａｄｔが、米国特許第４，４８６，６３９号において、初期のマルチモ
ード調理方法のうちの１つを教示している。電子レンジの石英ランプ加熱装置との組み合
わせが教示されている。石英ランプを直接照射に使用し、あるいは空気を加熱して高温空
気の対流によって調理を行うために使用するという制御の選択肢を備えることで、３つの
異なる機能が１つの電子レンジに組み合わせられている。マイクロ波による調理は、おそ
らくは最新の根本的に異なる調理技術であるが、基本的な高周波のマイクロ波は本質的に
、実際には上述の熱源よりもはるかに幅広い帯域のアナログ源である。実際に、本発明よ
りも前に市場で入手することができる調理装置は、アナログ広帯域の形式の調理装置だけ
である。
【０００６】
　Ｒｏｎａｌｄ　Ｌｅｎｔｚらが、米国特許第５，３８２，４４１号において、いくつか
の基本的な考え方を理解および再教示している。Ｌｅｎｔｚらは、食品において、長い波
長の赤外線が、より短い波長と比べて、浸透の深さが浅いことを認識している。また、加
熱装置の温度の関数として変化する広帯域の放射出力を説明するプランクの黒体の法則の
古典的な物理学を、ある深さにおいて認識および再教示している。Ｌｅｎｔｚらは、出力
の波長を制御できることが望ましいが、この課題に対する簡潔、直接的、または効率的な
解決策がないことを認識している。Ｌｅｎｔｚらは、それを効率的に行うことが絶対的に
不可能である。したがって、広帯域のアナログ源を使用し、放射源と調理対象の食品との
間にフィルタを付加することを教示している。水フィルタまたは処理ガラスフィルタが提
案されている。Ｌｅｎｔｚらは、たとえ石英ランプという最良の選択でも「８００～１３
００ｎｍの間の放射の最大でも３５％しか届けることができないことが明らかになった」
と認識している。したがって、Ｌｅｎｔｚらは、フィルタの使用を教示することによって
エネルギーの６５％を無駄にしようとしている。この６５％は、フィルタによって吸収さ
れ、フィルタを過熱させて黒体放射体へと変化させるか、あるいはフィルタ手段から熱を
取り除くために何らかの外部の手段を使用する結果となる。これは、実施が面倒である。
いずれの状況においても、広帯域のアナログ源から望まれない波長を取り除くきわめて非
効率的なやり方である。Ｌｅｎｔｚらは、対象に到達する照射を約５００ｎｍの帯域幅に
限定することを教示しているが、それは依然として広帯域の源を呈する。Ｌｅｎｔｚらは
、高分解能の吸収曲線を教示していない。すなわち、Ｌｅｎｔｚらは、彼らの非効率的な
技法では依然として対処することができない微視的なピークおよび微視的な谷が多くの製
品の吸収曲線に存在することを、教示も認識もしていない。例えば、本発明は、高分解能
の曲線が、ピザ生地が１２００ｎｍにおいて９００ｎｍにおけるよりもおおよそ約４倍も
吸収性であることを示しているという事実を利用することができる。同じ生地は、１２０
０ｎｍにおいて１１００ｎｍにおけるよりも約３倍も吸収性である。Ｌｅｎｔｚらは、彼
らの解決策がもたらすことができるよりもさらに調理のやり方を最適化するために、この
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重要なデータを利用するいかなる種類の解決策も教示していない。また、Ｌｅｎｔｚらは
、デジタル半導体ベースの狭帯域の熱源を教示しておらず、そのような熱源をどのように
製作または実現できるかを開示していない。さらには、狭帯域の熱源が何を利点としても
たらすかも教示していない。また、いかなる「瞬時オン」／「瞬時オフ」の技術も教示ま
たは発明していない。パルス状の照射の技術はもちろん、その利点も教示していない。Ｌ
ｅｎｔｚらは、自身の発明を他のＩＲ放射源においても実施できることに軽く触れている
が、それらのＩＲ放射源がデジタル、半導体ベース、狭帯域、または指向性のいずれであ
るとも述べていない。さらには、直接的な電子－光子の変換を達成するＩＲ照射源を実現
するための方法を教示していない。Ｌｅｎｔｚらの発明の要旨が、ある種の望ましくない
広帯域の範囲を軽減または除去するためにフィルタを使用することにあることは、明らか
である。
【０００７】
　照射の波長が調理に種々の影響を有するという基本的考え方の多くは、何年も前から一
般的に理解されている。例えば、きわめて長い波長が、皮膚の吸収または表面にきわめて
近い対象の食品の加熱に貢献することが、一般的に理解されている。これが、多くの現行
のオーブンが、典型的には、表面の加熱が所望の最終結果でない限り、食品を遠赤外線源
の照射に直接曝すことがないように設計されている理由である。ブロイラ加熱素子が、典
型的には、調理対象の食品を直接的に照射して表面の付近を焼いて調理することができる
よう、調理対象の食品の上方に取り付けられる。他方で、ベーキング加熱素子が、なべま
たは調理容器が食品と加熱素子との間に位置し、食品が長い波長の赤外エネルギーによっ
て直接照射されることがないように、食品の下方に取り付けられる。この考え方の別の例
が、食品を温かくてすぐに食べられる状態に保つための赤外線装置である米国特許第６，
２９４，７６９号においてＤａｖｉｄ　ＭｃＣａｒｔｅｒによって教示されている。具体
的には、フレンチフライなどの食品を実質的な追加の内部の調理を生じさせることなく所
望の温度に保つために有用なシステムが記載されている。教示されている考え方は、おお
むね７．９１～４．７μの波長範囲の赤外線加熱を生じさせる抵抗広帯域セラミック加熱
素子を使用するという考え方である。図１が、およそ５．４μに位置するピーク吸収まで
波長が長くなるにつれて吸収が増加し、次いでグラフに示されている７μの最大波長へと
吸収が緩やかに低下する旨をおおむね示しているＭｃＣａｒｔｅｒによるフレンチフライ
の吸収グラフを示している。フレンチフライの比吸収係数が、４．７μにおける約６２％
から５．４μにおける約９５％へと変化し、次いで７μにおける約７３％へと再び低下し
ている。ＭｃＣａｒｔｅｒは、照射の波長を当該用途に所望される正確な吸収係数に正確
に一致させることを容易にすると考えられる狭帯域のエネルギーおよびデジタル源の使用
を教示していない。ＭｃＣａｒｔｅｒが記載する広帯域の構成において、フレンチフライ
は、ある波長において、７００ｎｍしか離れていない波長と比べて５０％も多い吸収を呈
する。ＭｃＣａｒｔｅｒが発見できた最も狭い源を使用しても、理想的と考えられる吸収
に合わせることは不可能であった。それは、広帯域の源では不可能である。さらに、Ｍｃ
Ｃａｒｔｅｒは、食品を正確に正しい温度に維持するために瞬時にオフおよびオンにする
ことが可能でありながら、加熱装置のオン時にしかエネルギーが消費されないがゆえにデ
ューティサイクルを小さくすることによって大幅にエネルギーを節約できるデジタル加熱
システムを教示していない。ＭｃＣａｒｔｅｒは、自身の目的に適するきわめて低い分解
能のグラフしか示していない。しかしながら、詳細な吸収曲線の形状をもたらすと考えら
れる分解能を欠いているため、大域的なピークではなくて局所的な微視的ピークへと照射
を行う狭帯域のシステムによる照射が可能であるならば、はるかに短い波長において同じ
平均吸収を得ることができる可能性があることについて、教示することができず、教示し
ていない。
【０００８】
　Ｙａｎｇ　Ｋｙｅｏｎｇ　Ｋｉｍらが、米国特許第６，３４８，６７６号において、調
理に石英ランプを使用するための方法を教示している。Ｋｉｍらは、すでに述べたように
、出力曲線の形状を、ランプがどの温度において機能するように設計されているかの関数
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として変化させることができる旨を教示している。Ｋｉｍらは、約１．１μにピーク出力
を有する２４００°Ｋの装置として機能するように設計された石英ランプを示している。
比較によると、２３００°Ｋの装置は、やや平坦な出力曲線にて約１．２５μにピーク出
力を有している。最大出力の波長にかかわらず、両方の装置の曲線は、可視範囲の全体か
ら中赤外領域の３μ以上までにかなりの出力を有するものとして示されている。図２にお
いて、Ｋｉｍが、さまざまな食品アイテムの吸収スペクトル曲線を示している。これらは
低分解能の吸収曲線であるが、各々の曲線が独自であって、他のすべての曲線とは異なっ
ている。これらの曲線がおおむね共通に有しているのは、１４００ｎｍ付近よりも下方に
おいて、この波長よりも上と比べて、大幅に透過性である（吸収が少ない）点である。Ｋ
ｉｍは、より低い色温度を有する石英ランプを使用することによって、おおむね１４００
ｎｍ付近よりも上であると示されているおおむね高い吸収の領域に位置するより長い波長
の赤外エネルギーの出力が大きいがゆえに、食品をより速く調理することができると主張
しようと試みている。Ｋｉｍらは、個々の食品アイテムの最適な調理の吸収をどのように
利用するかを教示していない。やはり、食品アイテムは、互いに大きく異なるそれらの吸
収曲線に局所的かつ微小なピークおよび微小な谷を有している。わずかに１００ｎｍの波
長範囲内でも、大きな差があることが明らかになっている。示されているグラフがきわめ
て低い分解能または細かさしか有していないため、これらの小さな特徴がＫｉｍらにとっ
て無意味であったことは明らかである。図２に示されている曲線の広帯域な形状を検討し
たのでは、個々の食品に特徴的であり得る微小なピークまたは微小な谷に一致する波長を
照射すること、およびそのような波長を利用することが、不可能であったと考えられる。
ＭｃＣａｒｔｅｒと同様に、調理の機会および効率を真に最適化するためにデジタルの狭
帯域の照射で調理を行うための方法は、まったく教示されていない。
【０００９】
　Ｂｒｉａｎ　Ｆａｒｋａｓらが、米国特許第７，３０７，２４３号において、広帯域の
源の混合を取り入れるさらに別のやり方を教示している。Ｆａｒｋａｓらも、より長い波
長が一般的に食品アイテムの表面の近くで吸収される一方で、より短い波長がより大きな
浸透を有する傾向にあることを、認識している。Ｆａｒｋａｓらは、種々のワット数およ
び温度のプランク黒体源の使用を教示している。Ｆａｒｋａｓらは、いくつかのグラフに
よって、これらの従来からのアナログ広帯域源をどのように中心周波数および曲線の平坦
さに関して変更できるのかを示している。さらにＦａｒｋａｓらは、より高温で働く黒体
源ほど中心波長が短いという物理学において周知の内容を示している。したがって、波長
が短くなるにつれ、曲線がやや急勾配かつより急峻になる。しかしながら、どんなに多数
の異なるやり方で適用されても、それが依然として数千ナノメートルの幅のアナログ広帯
域源であり、その急峻さおよび曲線が加えられる電圧または電流（ワット数）に比例して
変化することが、やはり示されている。さらに、Ｆａｒｋａｓらは、オーブンそのものの
本体および構造が時間を経て高温になり、自身の固有の黒体再放射体になることを認識し
ている。Ｆａｒｋａｓらは、加熱素子がオフにされた場合でも、構造的な再放射の結果と
してオーブンにおいて行われているかなりの放射の調理が依然として存在することを教示
および説明している。これは、瞬時のオンおよびオフが可能であり、暖機の時間が調理の
品質に実質的に影響しない本発明とは、まったく正反対の教示である。さらにＦａｒｋａ
ｓは、長年にわたって知られているが、構成だけが異なるオーブン装置を教示している。
Ｆａｒｋａｓは、上述の他の者と同様に、高分解能の吸収曲線の微小なピークおよび微小
な谷を利用して所望の加熱または調理を最適化するためにデジタル狭帯域源を取り入れて
なる本発明から得られると考えられる利点のいずれも教示していない。また、対象および
調理の任務に適切に一致させた直接的な狭帯域の照射を使用することによって可能になる
調理の速度の向上も教示していない。
【００１０】
　種々の他の特許が、伝統的なアナログ広帯域源を制御または上下に回転させ、あるいは
調理対象からの距離を変化させる新規なやり方を教示している。米国特許第５，８８３，
３６２号におけるＤｏｎａｌｄ　Ｐｅｔｔｉｂｏｎｅらが、そのような特許の例であるが
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、やはり本発明の利点、技法、および技術のいずれも教示していない。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は、これまでは利用可能でなかった全く新しい種類の調理の用途および技術のた
めに、波長選択性が高く、赤外放射の使用を促進することができる少量または大量の赤外
線の放射装置の実現をもたらす。
【００１２】
　本発明の目的は、優れたＩＲエネルギー変換効率の性能を有する熱ＩＲ加熱システムを
備えるオーブン、プロセス、または処理システムを提供することにある。
【００１３】
　本発明の他の目的は、調理され、処理され、あるいは対象とされる特定の材料の特有の
吸収スペクトルに合わせて調節されたＩＲ浸透深さの性能を有するＩＲ加熱システムを提
供することにある。
【００１４】
　本発明の別の目的は、いくつかの種類の調理の用途にとって最適となり得るように選択
された狭い波長帯のＩＲ放射を生成するＲＥＤの巧みな混合を取り入れることができる熱
ＩＲ放射システムを提供することにある。
【００１５】
　本発明の別の目的は、パルスモードで駆動することができ、そのようなパルスモードが
、調理プロセスにおいて搬送されているときに食品アイテムにＩＲ加熱をもたらすために
特に適しており、あるいは食品アイテムの同期トラッキングの促進に特に適しているＩＲ
加熱システムを提供することにある。
【００１６】
　本発明の別の目的は、金属化されたリフレクタ要素による案内がさらに可能であるＩＲ
加熱素子を提供することにある。
【００１７】
　本発明の別の目的は、食品ごとに特有のＩＲ加熱能力を提供するために、食品温度の測
定システムとともに働くことができるＩＲ加熱システムを提供することにある。
【００１８】
　本発明の別の目的は、半導体ベースの直接的な電流－光子のＩＲ放射体または放射線放
射ダイオード（ＲＥＤ）のアレイとして製造されるＩＲ加熱素子を提供することにある。
【００１９】
　本発明のさらに別の利点は、熱伝導性の回路基板に取り付けられた素子、チップオンボ
ードで取り熱伝導性の回路基板に取り付けられた素子、チップオンボードで折付けられた
素子、ボールグリッドアレイで取り付けられた素子、拡大されたサイズの素子、および集
積回路ベースの素子のうちの少なくとも１つを使用してアレイへと製造された半導体ベー
スのデジタル狭帯域素子を利用する熱注入システムを提供することにある。
【００２０】
　本発明のさらに別の利点は、きわめて特定的な単一または複数の狭い波長帯に大きな放
射出力を有する赤外照射システムを提供することにある。
【００２１】
　本発明のさらに別の利点は、強力な熱赤外放射を生成し、位置、強度、波長、オン／オ
フの速度、指向性、パルス周波数、および製品のトラッキングのうちの少なくとも１つに
関して高度にプログラム可能である機能性である。
【００２２】
　本発明のさらに別の利点は、熱エネルギーの注入について、現行の広帯域の熱源と比べ
て入力エネルギー効率が高いやり方を助成することにある。
【００２３】
　本発明のさらに別の目的は、幅広い範囲の用途のための汎用的な放射加熱システムであ
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って、プログラム可能性およびパルス化の可能性との組み合わせにおいて波長選択的な赤
外放射の機能の向上を提供するように構成できる放射加熱システムを提供することにある
。
【００２４】
　本発明のさらに別の利点は、定常状態の強度よりもはるかに高い瞬時強度を有するきわ
めて高速な高強度の突発パルスを容易にする能力にある。パルス化は、いくつかの用途に
おいて重要となり得るより高いレベルの浸透深さを達成することができるより高いエネル
ギーの瞬時の光インパルスも容易にすることができる。
【００２５】
　本発明のさらに別の利点は、必要な出力、サイズ、構成、形状、波長の組み合わせ、ま
たは特定の用途のための方策によって決定される他の態様を提供するために、狭帯域の半
導体ベースの素子によって、必要とされる数の素子をアレイに組み合わせることで、必要
に応じてモジュール式で拡大できる点にある。そのような素子のアレイは、特定の用途を
満足させるための必要に応じて、数十、数百、または数千の素子を含むことができる。
【００２６】
　本発明のさらに別の利点は、廃熱をそれを必要とする別の場所へと容易に運び去ること
ができ、あるいは対象外の加熱を減らすために使用の環境から運び去ることができる点に
ある。
【００２７】
　本発明のさらに別の利点は、周囲の廃熱をデジタル狭帯域半導体素子の直近から容易に
取り除き、屋外の場所であってもよい好ましい場所へと運ぶことが出来るオーブンまたは
対象加熱システムを構築できる能力にある。
【００２８】
　本発明のさらに別の利点は、ＲＥＤ素子を高密度でパッケージングし、これまでは現実
的に達成されていなかった固体熱ＩＲ出力レベルをもたらすことができる点にある。
【課題を解決するための手段】
【００２９】
　ここで説明される実施形態の一態様においては、システムが、食品アイテムを直接的ま
たは間接的な照射の少なくとも一方のために配置することができる照射ゾーンと、指向性
の照射素子をはるかに高い瞬時強度を有するきわめて高速な大ゾーンの近傍に、照射素子
からの照射を直接的または間接的に食品アイテムに衝突させることができるように保持す
る構造と、オンとなるしきい値においてきわめて狭い電圧変化の範囲を有するようなデジ
タル素子であり、少なくとも１つの狭帯域の放射を選択的に放射するように動作すること
ができ、少なくとも１つの食品アイテムの吸収の特徴に一致する照射出力波長にもとづい
て選択されている少なくとも１つの狭帯域の半導体ベースの放射線放射素子と、前記狭帯
域の照射素子を動作させるべく少なくとも電流を供給する制御システムと、を備える。
【００３０】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、照射出力の波長を通す
ことなく照射ゾーンの観察を可能にするように配置された観察窓をさらに備える。
【００３１】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、観察時に放射を選択的
にオフにするためのシャッタシステムをさらに備える。
【００３２】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、照射出力の波長をシス
テム内に封じ込めるように動作することができる少なくとも１つの扉をさらに備える。
【００３３】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、食品アイテムの位置を
検出するように動作することができるセンサをさらに備える。
【００３４】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記センサが、食品アイテムの位置
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、食品の種類、および食品アイテムのサイズを検出するカメラを備える。
【００３５】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記カメラが、赤外線カメラである
。
【００３６】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記センサの出力が、封じ込めの状
態を判断するために使用される。
【００３７】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、食品アイテムを照射ゾ
ーンへと運ぶための搬送システムをさらに備える。
【００３８】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、照射の前、最中、また
は後のうちの少なくとも１つにおいて食品アイテムについての少なくとも１つの様相を検
出して、検出の結果として行動をとるように動作することができるセンサをさらに備える
。
【００３９】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記センサが、位置、食品の種類、
および食品アイテムのサイズを検出するカメラを備える。
【００４０】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記カメラが、赤外線カメラである
。
【００４１】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの様相が、温度
、表面の乾燥度、色、またはサイズである。
【００４２】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、７００ｎｍ～
１２００ｎｍの間のどこかの近赤外範囲において狭帯域の照射を生成する。
【００４３】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、１２００ｎｍ
～３５００ｎｍの間の中赤外の範囲の少なくとも１つの狭帯域の照射帯を生成する。
【００４４】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、可視光の範囲
の少なくとも１つの狭帯域の照射帯を生成する。
【００４５】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、３５００ｎｍ
を上回る少なくとも１つの狭帯域の照射帯を生成する。
【００４６】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの狭帯域の半導
体ベースの放射線放射素子が、自身の狭帯域の照射を、照射することができる予想の対象
の吸収特性に一致するように各々が選択される２つの異なる狭帯域の照射波長に生成する
。
【００４７】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、食品アイテムの吸収の特徴が、前記
２つの波長の各々の中心において異なる。
【００４８】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、狭帯域の加熱に加えて
食品アイテムを調理すべく選択的に作動させられる広帯域の照射要素をさらに備える。
【００４９】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記広帯域の照射要素が、石英層、
高感度加熱要素、およびマイクロ波要素のうちの少なくとも１つを備える。
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【００５０】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが少なくとも２つの照射帯
を使用し、その一方が１４００ｎｍよりも下であり、他方が１４００ｎｍよりも上である
。
【００５１】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、照射エネルギーを内部
に安全に封じ込めるための構成を有しており、食品アイテムを直接的または間接的な照射
の少なくとも一方のために配置することができる調理室と、前記調理室を少なくとも部分
的に囲むとともに、指向性の照射素子を調理ゾーンの近傍に、該照射素子からの照射を直
接的または間接的の少なくとも一方にて前記食品アイテムに衝突させることができるよう
に保持する構造と、対象の食品アイテムのうちの少なくとも１つのある波長における少な
くとも１つの吸収の特徴に一致するように照射出力の波長が選択された少なくとも１つの
狭帯域の半導体ベースの放射素子と、ユーザインターフェイスによる設定、センサの出力
、あるいは前記室が使用中かつ前記照射エネルギーを安全に封じ込めているとの判断の少
なくとも１つにもとづいて、前記室に照射の出力をもたらすべく前記狭帯域の照射素子を
デジタル的に制御するために少なくとも電流を供給する制御システムと、を備える。
【００５２】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、照射出力の波長を通す
ことなく照射ゾーンの観察を可能にするように配置された観察窓をさらに備える。
【００５３】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、観察時に放射を選択的
にオフにするためのシャッタシステムをさらに備える。
【００５４】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、食品アイテムを照射ゾ
ーンへと運ぶための搬送システムをさらに備える。
【００５５】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、照射の前、最中、また
は後のうちの少なくとも１つにおいて食品アイテムについての少なくとも１つの様相を検
出して、検出の結果として行動をとるように動作することができるセンサをさらに備える
。
【００５６】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記センサが、位置、食品の種類、
および食品アイテムのサイズを検出するカメラを備える。
【００５７】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記カメラが赤外線カメラである。
【００５８】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの様相が、温度
、表面の乾燥度、色、またはサイズである。
【００５９】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、７００ｎｍ～
１２００ｎｍの間のどこかの近赤外範囲において狭帯域の照射を生成する。
【００６０】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、１２００ｎｍ
～３５００ｎｍの間の中赤外の範囲の少なくとも１つの狭帯域の照射帯を生成する。
【００６１】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、可視光の範囲
の少なくとも１つの狭帯域の照射帯を生成する。
【００６２】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、狭帯域の照射素子が、３５００ｎｍ
を上回る少なくとも１つの狭帯域の照射帯を生成する。
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【００６３】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの狭帯域の半導
体ベースの放射線放射素子が、自身の狭帯域の放射を、照射することができる予想の対象
の吸収特性に一致するように各々が選択される２つの異なる狭帯域の照射波長に生成する
。
【００６４】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、食品アイテムの吸収の特徴が、前記
２つの波長の各々の中心において異なる。
【００６５】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、狭帯域の加熱に加えて
食品アイテムを調理すべく選択的に作動させられる広帯域の照射要素をさらに備える。
【００６６】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記広帯域の照射要素が、石英層、
高感度加熱要素、およびマイクロ波要素のうちの少なくとも１つを備える。
【００６７】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが少なくとも２つの照射帯
を使用し、その一方が１４００ｎｍよりも下であり、他方が１４００ｎｍよりも上である
。
【００６８】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記制御システムが、システムの電
子機器を冷却すべく動作することができる冷却システムを備える。
【００６９】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、ユーザに調理またはシ
ステムの状態を警報するように動作することができる通知システムをさらに備える。
【００７０】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、システムが、冷却室から湿気、煙、
または蒸気のうちの少なくとも１つを取り除くように動作することができる通気システム
をさらに備える。
【００７１】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記通気システムが、ファンまたは
触媒を含む。
【００７２】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、本方法が、少なくとも１つの対象食
品アイテムを照射ゾーンに導入し、放射線放射素子によって直接的または間接的に照射で
きるように配置するステップと、前記照射ゾーンを安全に取り囲むステップと、前記照射
ゾーンが安全に取り囲まれている期間の間に、少なくとも１つの半導体ベースのデジタル
狭帯域照射素子から指向性の放射を放射するステップと、前記放射の際に前記少なくとも
１つの対象食品アイテムの吸収の特徴に一致する少なくとも１つの狭帯域の波長で前記少
なくとも１つの食品アイテムを照射するステップと、を含む。
【００７３】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの食品アイテム
を照射するステップが、該少なくとも１つの食品アイテムを方向性の放射の関数として塗
装するステップを含む。
【００７４】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、本方法が、前記少なくとも１つの食
品アイテムに選択された風味を加えるための要素を照射するステップをさらに含む。
【００７５】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記放射のステップが、前記少なく
とも１つの照射素子をパルス状に動作させるステップを含む。
【００７６】
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　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの狭帯域の波長
が、実質的に異なる波長帯の各々の中心における吸収の特徴にもとづいて選択される２つ
の波長帯を含む。
【００７７】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記選択される波長帯の中心が、少
なくとも１５０ｎｍは離れている。
【００７８】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの狭帯域の波長
が、前記食品アイテムへの深い浸透を達成する。
【００７９】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの狭帯域の波長
が、前記食品アイテムの表面の加熱を達成する。
【００８０】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記少なくとも１つの狭帯域の波長
が、前記食品アイテムの表面を加熱することなく、前記食品アイテムへの深い浸透を達成
する。
【００８１】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、本方法が、広帯域の放射源を使用し
て前記少なくとも１つの食品アイテムを照射するステップをさらに含む。
【００８２】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、前記照射が、食品アイテムへと深く
浸透することおよび食品アイテムの表面を焦がすことの両方を達成する。
【００８３】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、本方法が、調理され、硬化させられ
、あるいは乾燥させられるべき食品アイテムを、少なくとも１つの狭帯域の半導体ベース
の放射線放射体の近傍の照射ゾーンに位置するように配置するステップと、前記食品アイ
テムの好ましい吸収特性の波長に対応する波長にて、前記少なくとも１つの半導体ベース
のデジタル狭帯域放射線放射素子からある時間期間にわたって前記食品アイテムを照射す
るステップと、照射の前、最中、または後のうちの少なくとも１つにおいて前記食品アイ
テムの少なくとも１つの様相を検出し、検出の結果として行動をとることによって照射を
制御するステップと、を含む。
【００８４】
　ここで説明される実施形態の別の態様においては、本方法が、食品アイテムを調理室へ
と搬送するステップと、前記食品アイテムが前記調理室へと搬送されるときに該食品アイ
テムの位置を検出するステップと、前記食品アイテムが所望の位置にある旨を検出するス
テップと、前記検出にもとづいて前記搬送を停止させるステップと、前記調理室を閉鎖し
、該室の中身を安全に封じ込めるステップと、前記食品アイテムの様相を検出または入力
するステップと、前記検出または入力にもとづき、さらに調理パラメータにもとづいて、
調理パターンを決定するステップと、前記食品アイテムの好ましい吸収特性の波長に対応
する波長にて、少なくとも１つの半導体ベースのデジタル狭帯域放射線放射素子から、あ
る時間期間にわたって、前記調理パターンにもとづいて前記食品アイテムを照射するステ
ップと、前記照射の完了後に前記調理室を開くステップと、前記食品アイテムを前記調理
室から運び出すステップと、を含む。
【図面の簡単な説明】
【００８５】
【図１】吸収曲線を示しているグラフである。
【００８６】
【図２】吸収曲線を示しているグラフである。
【００８７】
【図３】狭帯域の放射素子の図である。
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【００８８】
【図４】狭帯域の放射素子の図である。
【００８９】
【図５】狭帯域の放射素子の図である。
【００９０】
【図６】狭帯域の放射素子の図である。
【００９１】
【図７】狭帯域の放射素子の図である。
【００９２】
【図８】狭帯域の放射素子の図である。
【００９３】
【図９】狭帯域の放射素子の図である。
【００９４】
【図１０】狭帯域の放射素子からなるアレイの図である。
【００９５】
【図１１】吸収曲線を示しているグラフである。
【００９６】
【図１２】ここで説明される実施形態のうちの一実施形態の図である。
【００９７】
【図１３】ここで説明される実施形態のうちの一実施形態の図である。
【００９８】
【図１４】ここで説明される実施形態のうちの一実施形態の図である。
【００９９】
【図１５】「瞬時オン」の素子の動作を、抵抗加熱素子と比べて示しているグラフである
。
【０１００】
【図１６】吸収対透過を示している図表である。
【発明を実施するための形態】
【０１０１】
　本発明の開示は、パン、ペーストリ、パッケージ、個々のレシピ構成要素、ピザ、肉類
、海産食品、鶏肉、野菜、加工済み食品または食事、あるいはこれらの一部または組み合
わせに適したさまざまな調理支度、もしくは種々の他の加熱プロセスなど、さまざまな加
熱、調理、処理、および硬化の用途のために、食品および他の対象アイテムへとデジタル
狭帯域特定波長熱赤外（ＩＲ）エネルギーを直接注入するためのシステムを包含する。本
発明を実施する目的は、調理し、焼き、揚げ、膨らませ、焦がし、温め、発酵させ、硬化
させ、乾燥させ、さらには食品または他の製品の製造または支度に必要な他の反応を生じ
させるために、食品または他のアイテムを加熱し、温度を上昇させ、あるいは温度を維持
することを含むことができる。本発明は、放射の光子のエネルギーを案内し、パルス状に
し、あるいは注入することによる特定的に選択された波長のデジタル半導体ベースの狭帯
域の照射の実現を必要とし、あるいはそのような照射の実現が有利である作業に、特に適
用可能である。この新規なシステムは、用途が高い速度、高い性能、高い選択性、または
高いエネルギー効率のうちの少なくとも１つ（異なる用途に本発明が適用されるときにさ
まざまであり得る）を必要とする場合に、特に好都合である。
【０１０２】
　狭帯域の放射に関して、特定波長の照射をもたらす利益を、仮定の放射加熱の例に目を
向けることによって説明することができる。可視範囲から中赤外範囲に及ぶ電磁放射に対
しておおむね透明である材料が、何らかの製造作業に対応するためにプロセス加熱を必要
とすると仮定する。上述の例は、ただいま説明される実施形態を実際の用途へとどのよう
に最も好都合に適用できるかの見本である。本明細書において説明されるとおりに特定の
波長に限った放射エネルギーの出力を生成できる能力は、例えば食品アイテムの加熱、硬
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化、または乾燥のための種々のプロセス加熱の用途の効率の大きな改善を期待させる。
【０１０３】
　本発明は、例えば食品処理用の上述のアナログ広帯域式の加熱装置を置き換えるという
目的のために、かなりの量の放射を選択された波長において直接的に出力できるようにす
る新規かつ新たな手法に直接関係する。
【０１０４】
　半導体加工技術の最近の進歩によって、おおむね近赤外および中赤外の範囲で動作する
直接的な電子－光子の固体放射体が使用可能になっていることも注目される。これらの固
体素子のいくつかは、一般的な発光ダイオード（ＬＥＤ）と同様に動作するが、可視光線
を放射するのではなく、それよりも長い近赤外および中赤外の波長において真の熱ＩＲエ
ネルギーを放射する。利用可能になったそれらのうちの最初のいくつかは、有用かつ費用
対効果に優れた固体素子の製造を妨げていた障壁を打ち破る量子ドット技術を利用するま
ったく新しい分類の素子を呈しており、出力が疑似単色であって中赤外線波長帯にある直
接的な電子－光子の変換器として機能することができる。
【０１０５】
　この新しい種類の素子を従来のより波長の短い素子（ＬＥＤ）と区別するために、これ
らの素子は、より適切には放射ダイオードまたは放射線放射ダイオード（ＲＥＤ）と記述
される。これらの素子は、厳しく限定された波長範囲の放射電磁エネルギーを放射すると
いう特性を有する。さらに、適切な半導体加工作業によって、ＲＥＤを、対象の吸収スペ
クトルを相応に一致させることによって特定の放射処理用途に最も有利な特定の波長で放
射を行うように調整することができる。
【０１０６】
　さらに、目標とするＩＲ範囲および場合によってはそれを超える範囲の光子を生成する
ための小面積の材料ドットまたは量子ドットのランダム分散アレイとして形成された逆極
性ドープ領域と接触しているドープ平面領域の形成と関係したＲＥＤ技術の革新が進んで
きた。この製造方法あるいは新規な半導体化合物の開発などの他の方法を十分に利用する
ことにより、本発明に適した疑似単色の固体中赤外放射体がもたらされると考えられる。
また、代替の半導体技術が、本発明を実施するために適切な構成要素になると考えられる
中赤外および長波長の赤外の両方で利用可能になる可能性がある。
【０１０７】
　これらの説明される実施形態において想定されるような電子（または電流）の光子への
直接変換は、この作成されたダイオード放射体の固有のバンドギャップおよび量子ドット
形状と一致する狭い波長範囲（疑似単色と称されることが多い）において生じる。ＲＥＤ
放射源候補の半値帯域幅は、２０～５００ナノメートルの範囲内のどこかになると予想さ
れる。このタイプの赤外線放射源の狭い帯域幅は、この完全な開示の内容内で示されるよ
うな種々の波長特定的な照射用途を支援するはずである。一群のＲＥＤ素子およびそれら
の素子を作成する技術は、別の特許出願の主題となっており、その出願は、Ｓａｍａｒ　
ＳｉｎｈａｒｏｙおよびＤａｖｅ　Ｗｉｌｔを発明者とする２００４年１１月１６日付の
「Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ」という名称の
米国特許出願第６０／６２８，３３０号（代理人整理番号：ＥＲＩ．Ｐ．ＵＳ０００２；
エクスプレスメールラベル番号ＥＬ７２６０９１６０９　ＵＳ）（２００５年１１月１６
日に米国特許出願第１１／２８０，５０９号としても出願）であり、この出願は、参照に
より本明細書に組み込まれる。
【０１０８】
　この「Ｑｕａｎｔｕｍ　Ｄｏｔ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅ」出願に
よれば、半導体素子は当技術分野で既知である。これらの素子は、電磁放射を電気に変換
する光電池で使用される。またこれらの素子は、電気エネルギーを電磁放射（例えば、光
）に変換する発光ダイオード（ＬＥＤ）として使用することもできる。ほとんどの半導体
用途では、所望のバンドギャップ（電子ボルト）または所望の波長（ミクロン）が目標と
され、半導体は、その所望のバンドギャップ範囲または波長範囲に対応できるように作成
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される。
【０１０９】
　特定の波長の放射または電子ボルトのエネルギーを達成する能力が重要でないわけでは
ない。実際には、半導体は、特定の材料、そのエネルギーギャップ、その格子定数、およ
びその固有の放射性能の選択によって限定される。目的に応じて半導体素子を作成するた
めに使用される１つの技術は、二元性化合物または三元性化合物を使用することである。
素子の組成特徴を変化させることにより、技術的に有用な素子が巧みに設計されている。
【０１１０】
　また、半導体素子の設計を操作して、素子の挙動を目的に合わせて調整することができ
る。一例において、半導体素子内に量子ドットを含めることができる。そのようなドット
は、キャリアを量子的に閉じ込め、それにより同じ半導体のバルクサンプルと比べて光子
放射エネルギーが変化すると考えられている。例えば、米国特許第６，５０７，０４２号
は、量子ドット層を有する半導体素子を教示している。具体的には、この特許は、ヒ化イ
ンジウムガリウム（ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ）層上に付着させたヒ化インジウム（ＩｎＡｓ
）の量子ドットを教示している。この特許は、量子ドット（すなわち、ＩｎＡｓ）とその
ドットを付着させた層（すなわち、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ）との間の格子不整合の量を制
御することによって、量子ドットと関連した光子の発光波長を制御できることを開示して
いる。この特許はまた、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ基板内のインジウムのレベルを変化させる
ことによって、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ基板とＩｎＡｓ量子ドットとの間の格子不整合を制
御できるという事実を開示している。ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ基板内のインジウムの量を増
やすほど、不整合の度合いが小さくなり、光子放射に関連した波長が長くなる（すなわち
、エネルギーギャップが小さくなる）。実際には、この特許は、基板内のインジウムの量
を約１０％から約２０％に高めることにより、関連した光子の波長を約１．１μｍから約
１．３μｍに長くできることを開示している。
【０１１１】
　米国特許第６，５０７，０４２号に開示されている技術は、約１．３μｍの波長を有す
る光子を放射または吸収することができる素子を提供する際に役立つことが分かっている
が、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ基板内のインジウムの量を高める能力は限られている。換言す
ると、インジウムのレベルが２０％、３０％、あるいは４０％より多くなると、結晶構造
内の不完全性または欠陥の程度は限定的になる。これは、特に、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ基
板がヒ化ガリウム（ＧａＡｓ）基板またはウェハ上に付着させられた場合に当てはまる。
したがって、米国特許第６，５０７，０４２号に開示された技術を利用しても、より長い
波長の光子を放射または吸収する素子（より低いエネルギーギャップ）を実現することは
できない。
【０１１２】
　したがって、１．３μｍよりも長い波長の光子を放射または吸収する半導体素子を有す
ることが望ましいと考えられるので、この性質の半導体素子について、依然としてニーズ
が存在している。
【０１１３】
　一般に、ＲＥＤは、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ層（ｘは、約０．６４～約０．７２重量パー
セントであるインジウムのモル分率である）と、前記ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ層上に配置さ
れた量子ドット（量子ドットは、ＩｎＡｓまたはＡｌｚＩｎ１－ｚＡｓを含み、ｚは、約
５重量パーセント未満であるアルミニウムのモル分率である）を含む半導体素子を提供す
る。
【０１１４】
　また、ＲＥＤは、ＩｎＡｓまたはＡｌｚＩｎ１－ｚＡｓを含む量子ドット（ｚは、約５
重量パーセント未満であるアルミニウムのモル分率）と、量子ドットの少なくとも一部分
と接触するクラッド層とを含み、量子ドットおよび前記クラッド層の格子定数が少なくと
も１．８％かつ２．４％未満の不整合である半導体素子も含む。
【０１１５】
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　半導体素子は、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓマトリックスクラッディングと呼ばれることがあ
るヒ化インジウムガリウム（ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ）層上にヒ化インジウム（ＩｎＡｓ）
またはヒ化アルミニウムインジウム（ＡｌｚＩｎ１－ｚＡｓ（ｚは０．０５以下））の量
子ドットを含む量子ドット層を含む。ドットおよびＩｎｘＧａ１－ｘＡｓマトリクス層の
格子定数は整合していない。格子不整合は、少なくとも１．８％、他の実施形態では少な
くとも１．９％、他の実施形態では少なくとも２．０％、他の実施形態では少なくとも２
．０５％であってよい。有利には、不整合は、３．２％未満、他の実施形態では３．０％
未満、他の実施形態では２．５％未満、他の実施形態では２．２％未満とすることができ
る。１つ以上の実施形態では、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓマトリックスクラッディングの格子
定数は、ドットの格子定数よりも小さい。
【０１１６】
　ドットがＩｎｘＧａ１－ｘＡｓクラッディングマトリックス上に配置されたこれらの実
施形態では、このクラッディングマトリクス層内のインジウムのモル濃度（すなわちｘ）
は、約０．５５～約０．８０、随意により約０．６５～約０．７５、随意により約０．６
６～約０．７２、および随意により約０．６７～約０．７０であってよい。
【０１１７】
　１つ以上の実施形態では、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓクラッディングマトリックスは、Ｉｎ

ｘＧａ１－ｘＡｓクラッディングマトリックスと格子整合されたヒ化インジウムリン（Ｉ
ｎＰ１－ｙＡｓｙ）層上に配置される。１つ以上の実施形態では、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ
クラッディングが付着されたＩｎＰ１－ｙＡｓｙ層は、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓクラッディ
ングと半導体を支持する基板との間に存在する複数の段階的（連続的または離散的）なＩ
ｎＰ１－ｙＡｓｙ層のうちの１層である。１つ以上の実施形態では、基板は、リン化イン
ジウム（ＩｎＰ）ウェハを含む。さらに半導体は、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓクラッディング
と基板との間に配置されるＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ層などの１つ以上の他の層を含んでもよ
い。
【０１１８】
　一実施形態が図３に示されている。図３ならびに他の図は、概略的表現であり、各層ま
たは構成要素の厚さあるいは各層間の相対的厚さまたは寸法が一定の縮尺で描かれている
わけではない。
【０１１９】
　素子１０００は、基板１０２０、任意的に設けられる伝導層１０２５、緩衝構造１０３
０、クラッド層１０４０、およびドット層１０５０を有する。当業者が理解するように、
幾つかの半導体素子は、電流を電磁放射に変換し、あるいは電磁放射を電流に変換するこ
とによって動作する。そのような素子において電磁放射または電流を制御する能力は、当
技術分野で既知である。この開示は、必ずしもそのような従来の設計を変更せず、その設
計の多くは、半導体素子を製造または設計する当技術分野で既知である。
【０１２０】
　一実施形態では、基板１０２０は、リン化インジウム（ＩｎＰ）を含む。ＩｎＰ基板１
０２０の厚さは２５０ミクロン超、他の実施形態では３００ミクロン超、他の実施形態で
は３５０ミクロン超とすることができる。有利には、この厚さは、７００ミクロン未満、
他の実施形態では６００ミクロン未満、他の実施形態では５００ミクロン未満とすること
ができる。
【０１２１】
　１つ以上の実施形態では、考えられる半導体素子は、必要に応じて、エピタキシャル成
長させたリン化インジウム層（ＩｎＰ）を含んでもよい。このエピタキシャル成長させた
リン化インジウム層の厚さは、約１０ｎｍ～約１ミクロンとすることができる。
【０１２２】
　一実施形態では、任意的に設けられる伝導層１０２５は、ヒ化インジウムガリウム（Ｉ
ｎｘＧａ１－ｘＡｓ）を含む。この層内のインジウムのモル濃度（すなわち、ｘ）は、約
０．５１～約０．５５、随意により約０．５２～約０．５４、随意により約０．５３～約
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０．５３５とすることができる。１つ以上の実施形態では、伝導層１０２５は、ＩｎＰ基
板と格子整合されている。
【０１２３】
　伝導層１０２５は、所与の素子に十分な導電率を提供するために、所定の値にドープさ
れた適切な厚さのものとすることができる。１つ以上の実施形態においては、厚さを、約
０．０５ミクロン～約２ミクロン、随意により約０．１ミクロン～約１ミクロンとするこ
とができる。
【０１２４】
　１つ以上の実施形態では、緩衝層１０３０は、ヒ化リンインジウム（ＩｎＰ１－ｙＡｓ

ｙ）を含む。ある実施形態では、緩衝層１０３０は、少なくとも２つ、随意により少なく
とも３つ、随意により少なくとも４つ、および随意により少なくとも５つのＩｎＰ１－ｙ

Ａｓｙ層を含み、各層の格子定数は、層が基板１０２０から遠くになるほど高くなる。例
えば、図４に示したように、緩衝構造１０３０は、第１の緩衝層１０３２、第２の緩衝層
１０３４、および第３の緩衝層１０３６を含む。緩衝構造１０３０の最下層面１０３１は
、基板１０２０と隣接しており、緩衝構造１０３０の最上平面１０３９は、障壁層１０４
０に隣接している。第２の層１０３４の格子定数は、第１の層１０３２より大きく、第３
の層１０３６の格子定数は、第２の層１０３４より大きい。
【０１２５】
　当業者であれば理解できるとおり、緩衝構造１０３０の個々の層の格子定数を、連続し
た層の組成を変化させることによって高めることができる。１つ以上の実施形態では、Ｉ
ｎＰ１－ｙＡｓｙ緩衝層中のヒ素の濃度が、連続したそれぞれの層で高くされる。例えば
、第１の緩衝層１０３２が、約０．１０～約０．１８のモル分率のヒ素（すなわち、ｙ）
を含むことができ、第２の緩衝層１０３４が、約０．２２～約０．３４のモル分率のヒ素
を含むことができ、第３の緩衝層１０３６が、約０．３４～約０．４０モル分率のヒ素を
含むことができる。
【０１２６】
　１つ以上の実施形態では、隣接した緩衝層の間（例えば、層１０３２と層１０３４との
間）のヒ素の増加は、０．１７モル分率未満である。連続した緩衝層間にできる欠陥は、
ヒ素含有量を増やすことによる格子定数の変化によるものであり、半導体にとって有害で
はないと考えられる。このように徐々に変化する臨界組成を使用する技術は、米国特許第
６，４８２，６７２号に記載されているように既知であり、この特許は、参照によりここ
に組み込まれる。
【０１２７】
　１つ以上の実施形態では、第１の緩衝層１０３２の厚さは、約０．３～約１ミクロンで
あってよい。１つ以上の実施形態では、最上緩衝層は、一般に格子構造の完全な緩和を保
証するためにこれより厚い。
【０１２８】
　１つ以上の実施形態では、緩衝構造１０３０の最上面１０３９またはその近くの個別の
緩衝層（例えば、緩衝層１０３６）は、約５．８６９Å～約５．９６０Å、随意により約
５．８７０Å～約５．９３２Åの格子定数を有するように巧みに設計される。
【０１２９】
　１つ以上の実施形態では、緩衝構造１０３０の最下面１０３１またはその近くの個別の
緩衝層（例えば、緩衝層１０３２）は、臨界組成グレーディング技術の範囲内で巧みに設
計されることが好ましい。換言すると、第１の緩衝層（例えば、緩衝層１０３２）がＩｎ
Ｐウェハ上に付着させられるので、第１の緩衝層（例えば、層１０３２）内に存在するヒ
素の量は、１７モル分率より少ない。
【０１３０】
　クラッド層１０４０は、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓを含む。１つ以上の実施形態では、この
層は、緩衝構造１０３０の最上面１０３９またはその近くの最上緩衝層の平面内格子定数
と格子整合されることが好ましい。格子整合という用語は、連続層相互間の格子定数の差
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が５００ｐｐｍ（すなわち、０．００５％）の範囲内であることを指す。
【０１３１】
　１つ以上の実施形態では、クラッド層１０４０は、約１０オングストローム～約５ミク
ロン、随意により約５０ｎｍ～約１ミクロン、随意により約１００ｎｍ～約０．５ミクロ
ンの厚さを有することができる。
【０１３２】
　１つ以上の実施形態では、量子ドット層１０５０は、ヒ化インジウム（ＩｎＡｓ）を含
む。層１０５０は、濡れ層（ｗｅｔｔｉｎｇ　ｌａｙｅｒ）１０５１と量子ドット１０５
２とを含むことが好ましい。濡れ層１０５１の厚さは、１または２単分子層とすることが
できる。一実施形態では、層１０５０の最下面１０５３およびドット１０５５の最上部か
ら測ったドット１０５２の厚さは、約１０ｎｍ～約２００ｎｍ、随意により約２０ｎｍ～
約１００ｎｍ、さらに随意により約３０ｎｍ～約１５０ｎｍであってよい。また、一実施
形態では、ドット１０５２の平均直径は、１０ｎｍ超、随意により４０ｎｍ超、さらに随
意により７０ｎｍ超とすることができる。
【０１３３】
　１つ以上の実施形態では、量子層１０５０は、複数のドット層を有する。例えば、図５
に示したように、量子ドット１０５０は、第１のドット層１０５２、第２のドット層１０
５４、第３のドット層１０５６、および第４のドット層１０５８を含むことができる。各
層は、ヒ化インジウムＩｎＡｓを含み、それぞれ濡れ層１０５３、１０５５、１０５７、
および１０５９を含む。同様に各ドット層は、ドット１０５５を含む。濡れ層とドットと
を含む各ドット層の特性は、同一でなくてもよいが実質的に類似している。
【０１３４】
　各ドット層１０５２、１０５４、１０５６、および１０５８の間には、中間クラッド層
１０６２、１０６４、１０６６、および１０６８がそれぞれ配置されている。これらの中
間クラッド層は、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓを含む。１つ以上の実施形態では、ＩｎｘＧａ１

－ｘＡｓの中間クラッド層は、クラッド層１０４０と実質的に類似または同一である。換
言すると、中間クラッド層は、障壁層１０４０と格子整合されていることが好ましく、障
壁層１０４０は、最上緩衝層１０３６と格子整合されていることが好ましい。１つ以上の
実施形態では、中間層１０６２、１０６４、１０６６、および１０６８の厚さは、約３ｎ
ｍ～約５０ｎｍ、随意により約５ｎｍ～約３０ｎｍ、さらに随意により約１０ｎｍ～約２
０ｎｍであってよい。
【０１３５】
　前述のように、量子ドット層を取り囲む種々の層は、電流を操作するように正または負
にドープされてもよい。半導体素子内の電流を操作する技術は、例えば米国特許第６，５
７３，５２７号、第６，４８２，６７２号、および第６，５０７，０４２号に記載されて
いるように当技術分野で既知であり、これらの特許は、参照によりここに組み込まれる。
例えば、１つ以上の実施形態では、亜鉛、炭素、カドミウム、ベリリウム、またはマグネ
シウムを使用して、領域または層を「ｐ型」にドープすることができる。一方で、シリコ
ン、硫黄、テルル、セレン、ゲルマニウム、またはスズを使用して、領域または層を「ｎ
型」にドープすることができる。
【０１３６】
　考えられる半導体素子は、当技術分野で既知の技術を使用することによって作成するこ
とができる。例えば、１つ以上の実施形態では、さまざまな半導体層を、有機金属気相エ
ピタキシー（ＯＭＶＰＥ）を使用することによって作成することができる。１つ以上の実
施形態では、ドット層は、Ｓｔｒａｎｓｋｉ－Ｋｒａｓｔａｎｏｖモード（Ｓ－Ｋモード
）などの自己形成技術を使用することによって作成される。この技術は、米国特許第６，
５０７，０４２号で述べられおり、この特許は、参照によりここに組み込まれる。
【０１３７】
　量子ドット層を含む放射線放射ダイオード（ＲＥＤ）の一実施形態が、図６に示されて
いる。ＲＥＤ１１００は、ベースコンタクト１１０５、赤外線リフレクタ１１１０、半絶
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縁半導体基板１１１５、ｎ型横伝導層（ＬＣＬ）１１２０、ｎ型緩衝層１１２５、クラッ
ド層１１３０、量子ドット層１１３５、クラッド層１１４０、ｐ型層１１４５、ｐ型層１
１５０、およびエミッタコンタクト１１５５を有する。ベースコンタクト１１０５、赤外
線リフレクタ１１１０、半絶縁半導体基板１１１５、ｎ型横伝導層（ＬＣＬ）１１２０、
ｎ型緩衝層１１２５、クラッド層１１３０、量子ドット層１１３５、およびクラッド層１
１４０は、前述の半導体層と類似している。
【０１３８】
　ベースコンタクト１１０５は、多数のきわめて導電性の高い材料を含むことができる。
典型的な材料として、金、金亜鉛合金（特にｐ領域と隣接するとき）、金ゲルマニウム合
金、または金ニッケル合金、あるいはクロム金合金（特にｎ領域と隣接するとき）が挙げ
られる。ベースコンタクト１１０５の厚さは、約０．５～約２．０ミクロンとすることが
できる。金と誘電体材料との間の接着を高めるために、チタンまたはクロムの薄層を使用
することができる。
【０１３９】
　赤外線リフレクタ１１１０は、反射材料を含み、随意により誘電体材料を含む。例えば
、誘電体材料として酸化シリコンを使用することができ、その上に赤外線反射材料として
金を付着させることができる。リフレクタ１１１０の厚さは、約０．５～約２ミクロンと
することができる。
【０１４０】
　基板１１１５は、ＩｎＰを含む。基板１１１５の厚さは、約３００～約６００ミクロン
とすることができる。
【０１４１】
　横伝導層１１２０は、ＩｎＰ基板１１１５と格子整合された（すなわち、５００ｐｐｍ
以内の）ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓを含む。また、１つ以上の実施形態では、層１１２０は、
ｎドープされる。好ましいドーパントはシリコンであり、好ましいドーピング濃度は、約
１～約３×１０１９／ｃｍ３とすることができる。横伝導層１１２０の厚さは、約０．５
～約２．０ミクロンとすることができる。
【０１４２】
　緩衝層１１２５は、前述のやり方と一致するやり方でＩｎＰ１－ｙＡｓｙの３段階の層
を含む。層１１２５は、ｎドープされることが好ましい。好ましいドーパントはシリコン
であり、ドーピング密度は、約０．１×１０９～約３×１０９／ｃｍ３とすることができ
る。
【０１４３】
　クラッド層１１３０は、緩衝層１１２５の上部（すなわち、第３段またはそのサブレイ
ヤ）の平面内格子定数と格子整合（すなわち、５００ｐｐｍ以内）されたＩｎｘＧａ１－

ｘＡｓを含む。１つ以上の実施形態では、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓクラッド層１１３０は、
約０．６０～約０．７０パーセントモル分率のインジウムを含む。クラッド層１１３０の
厚さは、約０．１～約２ミクロンである。
【０１４４】
　量子ドット層１１３５は、本発明の教示に関して前に述べたようなＩｎＡｓドットを含
む。前の実施形態と同じように、各ドット層の間の中間層は、クラッド層１１３０と類似
の（すなわち、格子整合された）ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓクラッドを含む。１つ以上の実施
形態では、１つ以上の連続した中間クラッド層中のインジウムの量は、クラッド層１１３
０あるいは前またはそれより低い中間層より少ないインジウムを含んでもよい。
【０１４５】
　クラッド層１１４０は、緩衝層１１２５の上部（すなわち、第３段またはそのサブレイ
ヤ）と格子整合（すなわち、５００ｐｐｍ以内）されたＩｎｘＧａ１－ｘＡｓを含む。
【０１４６】
　閉じ込め層１１４５は、ＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ層１１４０と格子整合されたＩｎＰ１－

ｙＡｓｙを含む。また、１つ以上の実施形態では、層１１４５は、ｐドープされる。好ま
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しいドーパントは亜鉛であり、ドーピング濃度は約０．１～約４×１０１９／ｃｍ３とす
ることができる。閉じ込め層１１４５の厚さは、約２０ｎｍ～約２００ｎｍとすることが
できる。
【０１４７】
　コンタクト層１１５０は、閉じ込め層１１４５と格子整合されたＩｎｘＧａ１－ｘＡｓ
を含む。コンタクト層１１５０は、ｐドープされる（例えば、亜鉛でドープされる）こと
が好ましい。ドーピング濃度は、約１～約４×１０１９／ｃｍ３とすることができる。コ
ンタクト層１１５０の厚さは、約０．５～約２ミクロンである。コンタクト層１１５０は
、層１１５５の下を除き表面全体から除去されてもよい。
【０１４８】
　エミッタコンタクト１１５５は、任意の高導電性材料を含むことができる。１つ以上の
実施形態では、導電性材料には金／亜鉛合金がある。
【０１４９】
　別の実施形態が、図７に示されている。半導体素子１２００は、ｐ領域内にトンネル接
合を有する放射線放射ダイオードとして構成されている。この設計は、より低い抵抗接触
とより低抵抗の電流分布を提供するので有利である。半導体１２００の多くの様相は、図
６に示した半導体１１００と類似している。例えば、接点１２０５は接点１１０５に類似
でき、リフレクタ１２１０はリフレクタ１１１０に類似でき、基板１２１５は基板１１１
５に類似でき、横伝導層１２２０は伝導層１１２０に類似でき、緩衝層１２２５は緩衝層
１１２５に類似でき、クラッド層１２３０はクラッド層１１３０に類似でき、ドット層１
２３５はドット層１１３５に類似でき、クラッド層１２４０はクラッド層１１４０に類似
でき、閉じ込め層１２４５は閉じ込め層１１４５に類似できる。
【０１５０】
　トンネル接合層１２４７は、閉じ込め層１２４５と格子整合されたＩｎｘＧａ１－ｘＡ
ｓを含む。トンネル接合層１２４７の厚さは、約２０～約５０ｎｍである。トンネル接合
層１２４７は、ｐドープ（例えば、亜鉛で）されることが好ましく、ドーピング濃度は約
１～約４×１０１９／ｃｍ３とすることができる。トンネル接合層１２５０は、トンネル
接合１２４７に格子整合されたＩｎｘＧａ１－ｘＡｓを含む。トンネル接合層１２５０の
厚さは、約２０～約５，０００ｎｍである。トンネル接合層１２５０は、ｎドープ（例え
ば、シリコン）されることが好ましく、ドーピング濃度は約１～約４×１０１９／ｃｍ３

である。
【０１５１】
　エミッタコンタクト１２５５は、種々の導電性材料を含むことができるが、クロム金合
金、金ゲルマニウム合金、金ニッケル合金などのｎ領域に好都合な材料を含むことが好ま
しい。
【０１５２】
　ＲＥＤの別の実施形態が、図８に示されている。半導体素子１３００は、少なくとも部
分的にベースリフレクタがない（例えば、図５に示した１２１０などのリフレクタがない
）ため半導体素子の基板を通して電磁放射を放射することができることを除き、図７に示
したＲＥＤと同じように放射線放射ダイオードとして構成される。また、図６に示した半
導体素子１３００は、素子の全表面（または、実質的に表面全体）を覆う「完全コンタク
ト」であるエミッタコンタクト／赤外線リフレクタ１３５５を含む。
【０１５３】
　他の全ての点では、素子１３００は、素子１２００と類似している。例えば、接点１３
０５は接点１２０５に類似でき、基板１３１５は基板１２１５に類似でき、横伝導層１３
２０は伝導層１２２０に類似でき、緩衝層１３２５は緩衝層１２２５に類似でき、クラッ
ド層１３３０はクラッド層１２３０に類似でき、ドット層１３３５はドット層１２３５に
類似でき、クラッド層１３４０はクラッド層１２４０に類似でき、また閉じ込め層１３４
５は閉じ込め層１２４５に類似でき、トンネル接合層１３４７はトンネル接合層１２４７
に類似しており、トンネル接合層１３５０はトンネル接合層１２５０に類似している。
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【０１５４】
　考えられる半導体技術は、レーザダイオードの製造に使用することもできる。図９に例
示的なレーザを示す。レーザ１６００は、金クロム合金などの任意の導電性材料を含むこ
とができるコンタクト１６０５を有する。コンタクト層１６０５の厚さは、約０．５ミク
ロン～約２．０ミクロンである。
【０１５５】
　基板１６１０は、約５～約１０×１０１８／ｃｍ３の濃度でｎドープされることが好ま
しいリン化インジウムを含む。基板１６１０の厚さは、約２５０～約６００ミクロンであ
る。
【０１５６】
　随意によるエピタキシャルリン化インジウム層１６１５は、約０．２４×１０１９／ｃ
ｍ３～約１×１０１９／ｃｍ３の濃度でｎドープされることが好ましい。エピタキシャル
層６１５の厚さは、約１０ｎｍ～約５００ｎｍである。
【０１５７】
　段階的ＩｎＰ１－ｙＡｓｙ層１６２０は、図２に示した段階的ＩｎＰ１－ｙＡｓｙ緩衝
層と類似している。緩衝層１６２０は、約１～約９×１０１８／ｃｍ３の濃度でｎドープ
されることが好ましい。
【０１５８】
　層１６２５と１６３０は、導波路１６２７を構成する。層１６２５は、ヒ化リン化イン
ジウムガリウム（Ｉｎ１－ｘＧＡｘＡｓｚＰ１－ｚ）を含む。層１６３０は、同様にＩｎ

１－ｘＧＡｘＡｓｚＰ１－ｚを含む。両方の層１６２５と１６３０は、層１６２０の上面
と格子整合されている。換言すると、層１６２５と１６３０は、約０～約０．３モル分率
のガリウムと０～約０．８モル分率のヒ素を含む。層１６２５は、厚さ約０．５～約２ミ
クロンであり、約１～９×１０１８／ｃｍ３の濃度でｎドープされる。層１６３０は、約
５００～約１，５００ｎｍであり、約０．５～１×１０１８／ｃｍ３の濃度でｎドープさ
れている。
【０１５９】
　閉じ込め層１６３５、ドット層１６４０、および閉じ込め層１６４５は、他の実施形態
に関して前に述べたドットおよび閉じ込め層と類似している。例えば、閉じ込め層１６３
５は、図３に示した閉じ込め層１０４０に類似しており、ドット層１６４０は、図３に示
したドット層１０５０に類似している。１つ以上の実施形態では、レーザ素子のドット領
域内で使用されるドット層の数は、５ドット層より多く、随意により７ドット層より多く
、さらに随意により９ドット層より多い（例えば、サイクル）。閉じ込め層１６３５およ
び１６４５は、約１２５～約５００ｎｍの厚さを有することができ、導波路と格子整合さ
れる。層１６３５、１６４０、および１６４５は、ドープされないことが好ましい（すな
わち、真性である）。
【０１６０】
　層１６５０および１６５５は、導波路１６５３を構成する。層１６２５および１６３０
と同じように、層１６５０および１６５５は、緩衝層１６２０の上面と格子整合されたＩ
ｎ１－ｘＧＡｘＡｓｚＰ１－ｚを含む。層１６５０は、約５００～約１，５００ｎｍであ
り、約０．５～約１×１０１８／ｃｍ３の濃度でｐドープされている。層６５５は、約１
～約２ミクロンの厚さであり、約１～約９×１０１８／ｃｍ３の濃度でｐドープされてい
る。
【０１６１】
　一実施形態では、層１６６０は、緩衝層１６２０に類似した緩衝層である。すなわち、
ヒ素のモル分率は、各段階が量子ドットから遠くなるほど減少する。層１６６０は、１～
９×１０１８／ｃｍ３の濃度でｐドープされることが好ましい。
【０１６２】
　層１６６５は、リン化インジウム（ＩｎＰ）を含む。層１６６５の厚さは、厚さ約２０
０～約５００ｎｍであり、約１～約４×１０１９／ｃｍ３の濃度でｐドープされることが
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好ましい。
【０１６３】
　層１６７０は、前の実施形態で説明した他のコンタクト層と類似のコンタクト層である
。
【０１６４】
　他の実施形態において、層１６６０、１６６５、および１６７０は、他の実施形態に関
して説明した他の構成と類似することができる。例えば、これらの層は、図４に示した層
１１４５、１１５０、および１１５５に類似することができる。代替として、層１６６０
、１６６５および１６７０の代わりに、図５に示した１２４５、１２４７、１２５０、お
よび１２５５に類似の層を使用することができる。
【０１６５】
　これらの素子の実施形態の範囲および精神から逸脱しないさまざまな修正および変更は
、当業者にとって明らかになるであろう。
【０１６６】
　当然ながら、一形態において、本明細書における発展が上述のようなＲＥＤ要素を含む
ことを理解すべきである。しかしながら、本明細書においてすでに述べたように、種々の
他のデジタル半導体ベース狭帯域素子技術を使用できることを、理解すべきである。例え
ば、１．６マイクロメートル～５．０マイクロメートルの範囲で動作する中ＩＲ－ＬＥＤ
が知られており、より大きな出力のものがどんどん入手可能になってきているが、より短
い波長の素子ほど幅広く入手可能ではない。さらに、種々の半導体レーザおよびレーザダ
イオードを、適切な修正により使用することができる。やはり上述のように、本明細書に
記載の用途にとって好都合な波長に位置する限定された帯域幅の照射を効率的に生成でき
るようにする他の技術が開発中であり、開発されると考えられる。それら狭帯域の素子の
いずれもが、本発明の実施において使用される候補となり得る。
【０１６７】
　特定の用途のための実施において、適切な大きさの照射を得るために、場合によっては
、多数の適切な素子を配置する必要がある。この場合も、一形態において、そのような素
子は、ＲＥＤ素子であろう。本発明のほとんどの加熱用途では、そのような素子は、一般
に、ある種の高密度ｘ×ｙアレイまたは複数のｘ×ｙアレイにて配置され、そのいくつか
は、個別ＲＥＤ素子のカスタマイズされた配置の形をとることができる。アレイは、本発
明の特定の実施態様において使用される素子のタイプおよびサイズ、必要とされる出力、
および必要とされる波長に応じ、単一の素子から、より典型的である数百、数千、または
無限の数の素子アレイまでの範囲とすることができる。ＲＥＤ素子は、通常は、専用の熱
除去装置を有さないまでも、少なくとも熱放散能力を有する回路基板に取り付けられる。
ＲＥＤ素子は、多くの場合、そのような回路基板上にきわめて高密度／接近配置で取り付
けられる。高出力用途に必要な場合には、ダイ取り付けおよび回路基板構造の最近の革新
技術を利用して密度を最大にすることができる。例えば、そのような目的には、フリップ
チップに使用されるような技術が有利である。ＲＥＤ素子の効率は、この特有な種類のダ
イオード素子としては高いが、入力される電気エネルギーの大部分は、局所的な熱に直接
変換される。より短い波長の素子は、より長い波長の素子と比べ、大幅に高い効率を有す
る傾向にある。９ＸＸナノメートルの範囲の近赤外波長の素子のいくつかは、７０％を超
える電力変換効率（ｗａｌｌ　ｐｌｕｇ　ｅｆｆｉｃｉｅｎｃｙ）を達成している。より
長い波長の素子については、効率改善が進められているが、より短い波長の素子と同じ効
率になることはないであろう。電力変換効率にかかわらず、個々の素子の過熱および焼損
を防ぐために、この無駄な熱が半導体接合部から放出されなければならない。もっとも高
密度なアレイの場合は、能動および／または受動冷却機能を有する集積回路またはフリッ
プチップあるいはチップオンボードパッケージ技術が使用されることが多い。実用性と位
置決めの融通性のために、複合回路基板がしばしば使用される。また、ｘ×ｙアレイは、
例えば可視スペクトルの最下部から５マイクロメートルまでの範囲の少なくとも２つの異
なる選択された波長の赤外線放射を提供するＲＥＤ素子の混合を含んでもよい。
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【０１６８】
　ほとんどの用途では、ＲＥＤ素子は、さまざまな異なるサイズのアレイの形態で配置す
るのが有利であり、アレイのいくつかは、特定タイプの目標物に放射線をより良く照射す
るために本質的に三次元または非平面とすることができる。これは、少なくとも以下のよ
うな理由のためである。
１．複数の素子の出力を組み合わせることにより十分な出力を提供する。
２．単一素子が適切に照射できる面積よりも大きい面積にわたる出力の十分な「広がり」
を提供する。
３．用途に合わせてＲＥＤ素子アレイをプログラムする可能性をもたらすことができる機
能を提供する。
４．本明細書で述べた多くの機能的理由のためにさまざまな特定の波長に調整した素子を
アレイの形態に組み合わせることができるようにする。
５．出力の「幾何学形状」を個々の用途の要件（所望の照射の好ましい角度など）に合わ
せ易くする。
６．素子の取り付け位置、放射角度、および経済性を用途の要件に合わせ易くする。
７．移動する目標物への出力の同期または他の「出力運動」を容易にする。
８．共通の制御回路での素子群の駆動に対応する。
９．多段加熱技術に対応する。
１０．アレイ構成の素子の適切な冷却を促進する。
【０１６９】
　設計の構成の一部として、確かに多数の決定を行わなければならないが、１つの重要な
決定は、照射素子を加熱または調理の対象アイテムに対して動かすか、あるいは照射装置
を固定し、対象アイテムを動かすかである。設計パラメータを最適化するために、これら
の何らかの組み合わせを企画することも可能である。例えば、対象アイテムの上方、下方
、または付近を移動することができる長くて直線的な素子アレイ（または、きわめて長い
単一素子）を備え、放射源または対象の移動につれて「帯状に照射」を行うことが妥当で
ある。塗装対象の上方を移動する直線的な塗料噴霧ヘッドと同様であると考えられる。当
然ながら、良い塗装吹き付け師が多数のさまざまなやり方で移動を行うのとちょうど同じ
ように、用途に適したこれらの相対移動を行うために、任意のいくつかの設計を取り入れ
ることができる。
【０１７０】
　したがって、照射の設定を構成することができる３つの一般的なやり方が現実に存在す
る。大型の二次元または三次元アレイを、用途に合わせて設計することができる。用途に
合わせた適切なサイズおよび長さの直線的な一次元のアレイを設計することができる。あ
るいは、第３のやり方は、対象へと照準および案内された１つ以上の点状源を使用するた
めに、これらの狭帯域素子のきわめて指向性であるという性質を利用することである。後
者は、エネルギーを所望のとおりに向けるために、サーボ制御またはガルバノメータ駆動
のミラーまたはデフレクタの使用を含むと考えられる。この種の照射をどのように適用で
きるのかについての例が、本明細書において後述される。ダイオードは、その典型的な最
終用途ゆえ、接合のサイズを小さくすることによってコストを最小にするやり方で製造さ
れている。したがって、コストに直結する半導体ウェハの面積が小さくて済む。ＲＥＤ素
子の最終用途は、多くの場合に、より多くの光子の形態での大きな放射エネルギー出力を
必要とする。大きな光子生成面積の接合領域を形成する創造的なやり方でＲＥＤを製造で
きることが、理論化されている。そのようにすることによって、劇的に高い中赤外の放射
出力を維持することができるＲＥＤ素子を生み出すことが可能であると考えられる。その
ような素子が利用可能であれば、本発明の実施に必要なＲＥＤ素子の絶対数を減らすこと
ができる。しかしながら、多くの新規な素子に関する高い出力の上昇に鑑み、本発明の用
途を少数の素子または単一の素子で達成できることは、必ずしも望ましくなく、あるいは
現実的でないと考えられる。これは、より低出力の用途、単一波長の用途、または十分な
出力能力を有するＲＥＤ素子を製造できる場合に、ただ１つの素子で実施することができ
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る。ＲＥＤは、多くの場合にレーザダイオードの形態をとることができるため、単一の素
子からの追加の出力は、かなり現実的である。ある製造者が、９７５ｎｍにおいて相当な
大きさの高効率な表面放射素子を製造できることを実証している。例えば、放射の面積が
１ｍｍ×２５ｍｍであってよいある素子が、６０光ワットを超える放射出力を連続的に生
み出すことができる。そのような素子を１０個、適切に冷却された回路基板に取り付ける
ことで、本明細書に記載の調理またはオーブンの用途の多くにおいてきわめて有用と考え
られるきわめてコンパクトなパッケージにて６００光ワットを連続的に生み出すことがで
きる。
【０１７１】
　同様に、上述の素子アレイを集積回路として製造することもできる。そのような実施態
様では、ＲＥＤは、１枚のシリコン、ヒ化ガリウム、リン化インジウム、または他の適切
な基板の領域内に配列されるが、多数の接合を備えることで、チップ上の光子変換出力位
置としてそれぞれが機能する。このＲＥＤは、電気接続および実装にボールグリッドアレ
イを使用する他の集積回路パッケージと同様であってよい。その場合、そのような素子パ
ッケージは、制御システムへの接続および制御システムによる制御のために望まれる電気
接続を容易にするアレイとして使用することができる。この場合も、設計パラメータは、
電流化学的性質により破壊が起こり始める前に約１００℃～１０５℃に達してはならない
接合部温度の制御である。将来の化合物は耐熱性が高くなることが予想されるが、熱は常
に使用される素子の臨界破損範囲より低く維持されなければならない。さらに素子は、回
路基板上に単独または複数で配置されてもよく、用途とコストの必要に応じてより高レベ
ルの素子アレイとして配列されてもよい。
【０１７２】
　これらの素子がいずれかの種類のアレイに構成される場合、放射エネルギーを所望のと
おりに曲げるために、アレイの狭帯域の照射の付近にマイクロレンズアレイを取り付ける
ことが望ましい場合がある。例えば、素子のアレイが、全体として３５°の内角を有する
出力の広がりを有することができる一方で、１０°という広がりの角度を使用することが
用途にとってより望ましい場合がある。マイクロレンズアレイの各々のレンズまたは小レ
ンズが、出力エネルギーを１０°という広がりの角度へと屈折させることに貢献すること
ができる。レーザダイオードなどの多数の半導体ベースの狭帯域素子は、典型的には、い
わゆる速軸および遅軸の両方を有する。すなわち、各々の素子において、光子の出力の垂
直方向の発散が、おそらくは水平方向の発散と異なる可能性がある。例えば、いくつかの
素子は、ある軸において平行な光線を有するが、他方の軸においておそらくは１５°の発
散を有する。レンズまたはマイクロレンズアレイによって発散の角度を変えることが可能
であるが、それによるある程度のエネルギー損失が存在するので、可能であれば元々の発
散を補正を加えることなく使用することが最良である。
【０１７３】
　狭帯域の半導体ベースの素子を照射アレイに配置する最良の構成を設計する際に、素子
のフォームファクタにかかわらず、設計者は変量の全体的な範囲を考慮しなければならず
、それらがビジネスおよび技術の両方の観点からどのように用途に関係するのかを考慮し
なければならない。目標とする用途に鑑みて検討されるべきいくつかの他の変量として、
パッケージング、配置の容易さ、製造方法、コスト、電子接続性、制御のプログラム可能
性／出力の考慮事項、素子形状、出力の発散の仕様、冷却の要件、配置の環境、素子の保
護、反射エネルギー、電源供給経路、電力供給、ストリング電圧、ストリング形状、照射
要件、安全性、および当業者であれば理解できるであろう多数の他の変量が挙げられる。
【０１７４】
　すべての原材料、物質、および食品は、電磁スペクトルの範囲内のさまざまな波長にお
ける特定の吸収および透過特性に関連がある。これは、そのアイテムの吸収スペクトルと
称されることが多い。各々の材料は、特有の赤外線の反射、拡散、および放射特性も有す
るが、ここではそのような特性の説明には時間を割かず、本発明の具体化の説明に時間を
割く。それは、本発明の具体化がむしろ吸収／透過特性によって左右され、すべてを考慮
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しなければならないからである。任意の特定の材料に関して、任意の所与の波長における
吸収率を測定し、表にすることができる。次に、その吸収率を、本明細書の後の方でより
詳しく説明し例示するように、幅広い範囲の波長にわたってグラフで示すことができる。
各タイプの材料が、さまざまな波長で特徴的な吸収または透過特性を有するので、熱プロ
セスを最適化するには、そのような材料特性を知ることがきわめて有用である。ある材料
または対象が、ある波長範囲において高い透過率を有する場合、その材料をその波長範囲
で加熱しようと試みることが、きわめて非効率的であることを認識されたい。しかしなが
ら、ある種の対象に関して、エネルギーが尽きる前にそのアイテムへと深く進入できるよ
う、その材料の透過率が高い波長を選択することが望ましい場合もあり得ることが理解さ
れる。反対に、材料がある波長を過度に吸収する場合には、放射熱を加えると材料の表面
が加熱されることになる。この現実は、いくつかの用途にとってきわめて望ましい場合が
ある。例えば、ステーキの外表面を見ることや、パン製品の外表面を焦がすことが望まし
い場合である。非効率的な熱伝導体である材料または食品アイテムでは、この表面で吸収
される波長は、深く進入して加熱することがなく、あるいは対象の材料の厚さの全体を一
様に加熱することがないため、通常は加熱のための最適なやり方ではない。
【０１７５】
　さまざまな材料、物質、および食品が、種々の波長において特有の放射エネルギーの吸
収または透過特性を有することは、長年にわたって当技術分野において周知である。しか
しながら、特定波長または波長の組み合わせを指定することができる高出力のデジタル狭
帯域赤外線源が入手できなかったため、従来は、既存の加熱または加工作業の多くを完全
に最適化することは不可能であった。特定波長の赤外線を製品に与えることが実際的でな
かったので、多くの製造業者は、そのような特定の製品が最も望ましく加熱または加工さ
れる波長に気付いていない。
【０１７６】
　従来、特定の波長または狭帯域範囲において比較的高密度の赤外線を生成する能力は、
単純に産業界で利用できなかった。したがって、このタイプの加熱または加工の最適化が
利用可能でなかったので、この最適化を、さまざまな種類のオーブンのほとんどの製造業
者または設計者は意図していない。そのような波長特定的な赤外線出力が利用可能ならば
、まったく新しい方法、プロセス、および最適化された調理が可能になると予想される。
本発明は、そのような新しいプロセスを現実のものにし、種々の用途のための広い融通性
を有する実施技術を提供する。本発明の第１の利用が、商業または工業の用途にあると予
想されるが、商業、消費者食品の加工および調理、ならびに医学および民生の用途の全範
囲にも多数の用途が存在することが認識される。
【０１７７】
　これらの発展が、現在幅広く使用されている広帯域のガス、抵抗、および石英赤外線加
熱電球や他の従来からの加熱装置の代替としてきわめて有効であることが予想される。そ
のような石英電球は、さまざまな硬化および調理の用途に使用される。本発明は、石英赤
外線ランプや他の従来からの加熱装置の既存の機能の代替として利用できるだけでなく、
現在の技術では単純に利用できないかなりの追加の機能を加えると考えることができる。
【０１７８】
　それどころか、上述の発展は、放射エネルギーを連続通電モードまたはデジタルパルス
モードのいずれかで生成することができる。本発明の基本的な半導体ベースの素子は、デ
ジタルであり、ナノ秒であるきわめて高速な応答時間を有するため、必要とされるときに
エネルギーをオンにし、必要でないときにオフにするために、実質的によりエネルギー効
率に優れることができる。対象の要素が照射ゾーンにおいて調理され、硬化させられ、あ
るいは加熱される場合に、素子を必要とされる正確な量に案内し、正確に動作させること
ができる。予熱およびオーブンの暖機時間は、このデジタル狭帯域加熱技法が行われる場
合には、当てはまらない。
【０１７９】
　きわめて限られた波長の赤外線源にパルス通電することができるという付加機能によっ
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て、多くの従来からの広帯域の放射加熱または調理の用途に比べて、全体的なエネルギー
効率を大幅に改善することができる。例えば、単独またはアレイの赤外線放射素子（ＲＥ
Ｄ）の通電時間を適切に変調することによって、大きな赤外線アレイ源を通り過ぎるとき
に個別の目標物を追跡することができる。換言すると、目標とする素子に最も近くかつ目
標とする素子に向けられた赤外線放射素子が、通電される素子になる。目標とする部品ま
たは領域が前進するにつれて、「通電波（ｅｎｅｒｇｉｚｉｎｇ　ｗａｖｅ）」をアレイ
を下って移動させることができる。
【０１８０】
　熱成形とちょうど同じように、厚さまたは形状がさまざまである材料の調理または硬化
の場合に、より厚い領域またはよりシビアな形状を有する領域に、より多くの熱の入力を
加えることが望ましいことがある。特定の領域が、あまり強くは成型されない領域または
まったく成形されない領域と比べてより強く成形される熱成形と同様に。赤外線源アレイ
の構成を正確に設計することによって、全ての素子に同時に通電する必要がないだけでな
く、加熱すべき領域の形状に対応するようにきわめて戦略的に素子に通電することができ
る。例えば、生産ラインを連続的に移動させるために、加熱すべき目標領域と同期した動
きでプログラム可能に移動させることができる所望の熱プロファイルの特別形状の領域を
プログラムすることが最も望ましいことがある。図１０に示したような加熱を必要とする
額縁形の領域を検討する。この場合、所望の放射強度の素子（４０２）の類似の額縁形ア
レイを有することが可能であると考えられ、このアレイを、目標とする熱成形シート（４
０１）の動きに同期してアレイを横切って移動するようにプログラムすることができる。
エンコーダを使用して熱成形シート（４０１）などの製品の動きを追跡することによって
、周知の電子工学同期技術を使用して、プログラマブルコントローラまたはコンピュータ
の命令に従って適切な素子を所望の強度で作動させることができる。所望の出力強度を得
るために、アレイ内の素子を制御システムによって「連続」モードまたは「パルス」モー
ドで通電することができる。いずれのモードも、最も望ましい出力条件に対する時間の関
数として強度を変調することができる。この制御は、素子グループの制御でもよく、個別
のＲＥＤ素子に対する制御でもよい。特定の用途では、制御の粒度を個別のＲＥＤ素子ま
で下げる必要がない場合もある。そのような例では、ＲＥＤ素子を最も望ましい形状の列
（ｓｔｒｉｎｇ）を構成するように配線することができる。次に、それらの列または列群
を、用途要件の要求に応じてプログラム可能に制御することができる。実用性から、最も
都合のよい電圧の印加を容易にしかつ個別の素子制御のコストを削減するために、ＲＥＤ
素子を群単位または列単位で駆動することが必要な場合がある。
【０１８１】
　ＲＥＤの列またはアレイは、電流をオープンループ構成で単純に供給することによって
制御されてもよく、より高度な制御が使用されてもよい。特定用途の事実集約的評価によ
って、適切な狭帯域赤外線照射制御の量およびレベルが決定される。複雑または厳密な制
御が要求される限りにおいて、制御回路は、入力電流、電圧、または固有出力を連続的に
監視し変調する。最も望ましい放射出力または結果の監視は、赤外線アレイの出力あるい
は赤外線の対象物に関する何らかのパラメータを直接測定することによって実施すること
ができる。これは、単純な熱電対または高温計を取り入れることから、例えば赤外線カメ
ラの形をとることができるはるかに高度な技術まで、一連のさまざまな技術によって実行
することができる。当業者であれば、本発明の特定の用途にとって経済的に妥当かつ正当
化される特定の閉ループ監視技術を推奨することができるであろう。
【０１８２】
　直接および間接の両方の監視方法を取り入れることができる。例えば、形成可能温度範
囲まで高めるために特定の材料を加熱する場合は、材料を形成するために必要な力を測定
し、そのデータを、赤外線放射アレイを変調するためのフィードバックの少なくとも一部
分として使用することが望ましい場合がある。本発明の出力の最適化および制御を容易に
するために、多数の他の直接的または間接的なフィードバック手段が可能である。
【０１８３】
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　本発明の出願は、食品の準備処理（ｐｒｅｐａｒａｔｉｏｎ　ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ）
またはステージング（ｓｔａｇｉｎｇ）にある。きわめて種々さまざまなオーブンおよび
加熱システムが、人類の歴史において食品の調理に使用されてきたことが確かである。そ
れらの大部分は周知であるため、そのようなオーブンおよび加熱システムの全範囲を説明
することは、この特許出願の範囲を超える。非赤外／非熱源の調理技術を使用するマイク
ロ波調理という注目すべき例外を除き、他の実質的にすべての調理技術は、さまざまな種
類の広帯域の熱源を使用する。そのようなオーブンで使用される赤外の熱源および要素は
、広帯域の熱源である。それらは、特定の調理の状況または調理対象の製品にとって最も
好都合となり得る特定波長の赤外エネルギーを生成する能力を有していない。
【０１８４】
　オーブンにおいて一般的に使用されるもう１つの赤外熱源は、石英または石英ハロゲン
ランプである。これは、多数の形態をとることができるのは確かであるが、最も頻繁には
、直線または円形の管の形態で使用される。この形式のランプの電気フィラメントは、石
英ガラス製の管状部材の内側に収容される。石英ランプおよび石英赤外ランプは、工業製
品および民生品において周知であり、基本的な考え方にもとづいて多数の変種が存在する
。いくつかの形態は、出力曲線の中心周波数を変化させ、より可視光スペクトルに向け、
あるいは近赤外スペクトルに向け、場合によっては中赤外に向けて移動させている。しか
しながら、いずれの場合も、石英ランプ放射源は、広帯域源である。それらの半値全幅の
出力は、常に２５００ｎｍよりも大きい。多くは、４０００ｎｍを大きく超えて実質的な
出力を有する。本発明との対照の目的で、石英ランプは、さまざまな種類のオーブンで使
用され、あるいはさまざまな種類のオーブンにおける使用が教示されている他のすべての
熱ベースの源と同様に、明らかに広帯域の源である。
【０１８５】
　オーブンおよび調理に使用される加熱について、３つの一般的なモードが存在すること
は、よく知られている。それらは、伝導、対流、および放射によるエネルギーの伝達であ
る。これら３つは、多くの場合に何らかのやり方で互いに結び付いているが、まず伝導に
ついて具体的に説明する。伝導による加熱は、ある媒体と別の媒体との間の接触による直
接的な熱の伝達を伴う。調理に当てはまる伝導の最も一般的な例は、煮込みであると考え
られる。すなわち、加熱または調理されるアイテムが、高温または沸騰中の水または油な
どの液体に沈められる。加熱方法として伝導が選択される場合に液体が使用される主たる
理由は、液体が空気またはガスよりもはるかに高い伝導帯の熱係数を有するからである。
最終的に、調理対象のアイテムの温度を、対象へと熱を伝えるために使用されている伝導
媒体の温度を超えて高めることはできない。結果として、加熱手段として純粋に伝導だけ
を使用したのでは、いくつかの好ましい調理結果を実現することが、より複雑かつ非現実
的であることも多い。
【０１８６】
　対流は、ガスまたは電気抵抗加熱素子によって加熱される多くの家庭用、商用、または
産業用のオーブンにおいて使用されている。これは、オーブンの内部に空気またはガスを
保つきわめて広帯域の熱源である。次いで、高温の空気が対象または食品に接触する。伝
導による熱の移動が、この高温の空気またはガスとの境界において実際に生じる。加熱ま
たは調理される対象アイテムの外表面が、ガス状の流体に触れるとき、対象の熱を流体に
等しくしようとする伝導による熱の移動が存在する。食品の調理の場合に、抵抗加熱素子
から発せられる放射エネルギーは、通常は、食品に直接衝突することがないよう、食品か
ら遮蔽される。抵抗加熱素子から発せられる長波の広帯域の赤外エネルギーが、食品の外
表面においてあまりにもすぐに吸収されてしまうことが、何年も前から業界において認識
されている。これにより、食品アイテムの内部深くの調理が生じるよりもはるかに前に、
表面の焼けまたは焦げが生じる。
【０１８７】
　照射の波長が長いほど、食品への浸透の深さが浅くなることが、食品業界において何年
も前から一般的に認識されている。これは、残念な通則であるが、広帯域の源によるやり
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方がオーブンを製造する唯一のやり方である以上、当然であった。
【０１８８】
　他の材料について前述したように、植物性および動物性食品は、固有の吸収スペクトル
曲線を有する。そのような固有の吸収曲線は、特定の食品が特定の波長においてどのくら
い吸収性または透過性であるかに関係している。対象食品を照射する特定の波長またはい
くつかの慎重に選択した波長を選択することによって、所望の調理特徴の修正または最適
化が可能である。放射エネルギーを最も効率的に使用することで、加熱または調理のコス
トを削減することができる。
【０１８９】
　例えば、特定の食品の外表面を加熱し、あるいは焦がしたりすることが最も望まれる場
合、本発明は、その特定の食品がきわめて高い吸収率を有する波長の選択を可能にする。
その結果、選択された狭帯域の波長で照射されたとき、赤外線エネルギーが全て表面のき
わめて近くで吸収され、したがって表面だけに所望の加熱が生じ、さらには／あるいは表
面だけが所望のとおりに焦がされる。この逆に、表面を過熱するのではなく、食品内部の
きわめて深くから食品を調理したい場合は、望みの調理結果が得られるように、特定の食
品の透過率が高くなる一波長または選択された波長の組み合わせを選択することができる
。結果として、放射エネルギーは、所望の深さに浸透するにつれて徐々に吸収される。
【０１９０】
　電磁波が非金属材料中を移動する場合、この波の強度Ｉ（ｔ）が、以下の式で示される
ように移動距離ｔの関数として減少することに、注目することが重要である。
　Ｉ（ｔ）＝Ｉ０（ｅ－αｔ）
【０１９１】
　この式において、Ｉ０はビームの初期強度であり、αはその材料の比吸光係数である。
時間ｔが大きくなるとき、ビームの強度は、最初のビーム内の放射エネルギーがホスト材
料に吸収されることによって生じる指数関数的減衰を受ける。この理由で、最適な調理結
果を達成するために赤外線加熱を使用することは、食品アイテムの厚さ、加えられる赤外
線の強度、照射波長、および材料吸収率の間の複雑な相互作用を伴う。
【０１９２】
　異なる波長の放射線を照射するＲＥＤ素子を組み合わせることによって、調理結果をさ
らに最適化することができる。そのような多波長アレイにおいては、１つの素子タイプが
、放射エネルギーの吸収が低く、したがって熱を深く浸透させることができる波長にある
ように選択されると考えられる。第２の素子タイプが、放射エネルギーの吸収が大きく、
したがって表面の加熱を促進するように選択されると考えられる。最後に、第３のＲＥＤ
素子タイプが、これらの２つの両極端の吸収率の中間の波長にあるように選択され、アレ
イが完成すると考えられる。そのようなアレイに含まれる３種類のＲＥＤ放射源の相対的
な放射出力レベルを制御することによって、調理後の食品アイテムの重要な特性を最適化
することができると考えられる。
【０１９３】
　制御システムに色センサ、温度センサ、および場合によっては視覚センサを接続するこ
とによって、閉ループを形成し、望みの調理結果をさらに最適化することができる。その
ような環境下では、対象となる可能性のある正確なパラメータを確認し、制御システムが
、最も望ましいと考えられる適切な波長、強度、および方向で照射を行うことによって応
答することができる。視覚センサを利用し組み込むことによって、調理されるべき食品の
位置とサイズを実際に見て、それに従って前述のようにオーブンの出力を最適化すること
ができる。水分センサとの組み合わせで使用されるときは、所望の水分含有量を維持する
と考えられる組み合わせにて応答することが可能であろう。したがって、本発明が適切な
センサおよびコントローラの「知能」との組み合わせにおいて将来のスマートオーブンを
真に促進できることを理解することができる。当然ながら、本発明を対流式オーブンおよ
び電子レンジの機能を含む従来の調理技術と組み合わせて、そのような技術の提供物の各
々の最良の組み合わせを得ることができる。本発明の技術を従来の調理技術と共に最適化
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するように、スマート制御システムを設計することができる。
【０１９４】
　また、ある食品に吸収され、第２の食品にはあまり吸収されない波長を選択することに
よって、食品の盛り合わせに行われる加熱の量を細かく選択することができる。したがっ
て、選択可能なさまざまな波長の組み合わせおよび順列ならびに強度を変化させることに
よって、種々の具体的に設計された調理結果が得られることを、理解することができる。
【０１９５】
　本発明のどの応用例の場合も、さまざまなレンズまたはビームガイド装置を使用して、
照射エネルギーを望みの方向に導くことができる。これは、個別にレンズが設けられるＲ
ＥＤ素子から素子の近傍に取り付けられるマイクロレンズアレイまで、さまざまな実施態
様の形態をとることができる。選択されるビームガイド装置は、案内または導かれる放射
線の波長で機能するように適切に選択されなければならない。回折、屈折、および反射に
ついてよく理解された技術を利用することによって、エネルギーをＲＥＤ素子のアレイの
さまざまな部分から望みの方向に導くことができる。通電した特定の素子をプログラム可
能に制御し、それらの強度を変調することによって、広範囲の照射選択性を得ることがで
きる。定常状態またはパルスモードを選択し、さらにどの素子をいつパルス化するかをプ
ログラミングすることによって、機能をさらに高めることができる。
【０１９６】
　この開示は、主に１．０～３．５マイクロメートルの範囲の放射エネルギーの印加につ
いて述べているが、赤外のより長い波長またはより短い可視領域までの波長を含む他の動
作波長において、類似の材料加熱効果を得ることができることは、当業者にとって自明な
はずである。例えば、ある種の食品アイテムは、９７２ｎｍまたは９ｘｘ範囲において上
手く調理される。ある食品アイテムは、可視範囲の全体におけるすべての帯域または種々
の帯域において良好に調理される場合がある。したがって、狭帯域の素子が、そのような
用途のために、そのような波長に設けられ、ある場合には、食品アイテムへのエネルギー
の深い浸透を提供する。また、本発明が、例えば７００ｎｍ～１２００ｎｍの範囲、１２
００ｎｍ～３５００ｎｍの範囲、および３５００ｎｍ超の範囲でエネルギーを放射する半
導体狭帯域照射または放射素子の実現を含むことを、理解すべきである。また、２つの波
長のエネルギーが対象の食品アイテムの吸収特性に一致するように供給される場合には、
一形態において、一方の波長が１４００ｎｍ超であり、他方が１４００ｎｍ未満である。
さらに、２つの波長が使用される場合に、一形態において、選択された波長帯の中心が、
少なくとも１５０ｎｍだけ離れている。開示される発明の精神は、放射源が可視光から遠
赤外線まで動作可能と考えられる放射加熱の目的のために、電子から光子に直接変換する
固体放射源の応用を含む。特定のタイプの用途には、中赤外範囲以外の他の波長の放射線
を照射する他の波長選択可能な素子を、本発明に組み込むことが望ましい場合がある。
【０１９７】
　少なくとも一形態において、本発明のシステムは、加熱または調理源として、デジタル
半導体ベースの狭帯域照射素子を使用する。したがって、本発明は、幅広くさまざまな調
理、加熱、乾燥、焦がし、脱水、加工、または処理の目的のために、対象の食品へと、選
択された狭帯域の熱赤外（ＩＲ）波長の放射またはエネルギーを直接的に注入することに
関する。後述されるように、これらの目的は、対象アイテムを加熱し、その温度を上昇さ
せ、あるいは維持することを含むことができ、もしくは種々さまざまな産業、医療、消費
者、または商用の環境において対象アイテムを特定的に刺激することを含むことができる
。本明細書に記載の方法およびシステムは、特定的に選択された波長で照射を行う能力や
、放射をパルス化または注入する能力を必要とし、あるいはそのような能力が有利である
作業に、特に適用可能である。各々の波長における対象の吸収係数（対象の吸収曲線と称
されることが多い）を知ることは、所望のとおりの加熱を実行すべく狭帯域の波長を選択
できるよう、本発明の実施を十分に最適化するために重要である。また、本発明は、対象
が望ましくはより高い速度で処理され、対象との非接触の関係が確立される場合に、特に
好都合となり得る。本発明は、幅広くさまざまな最終用途に合わせて大いにプログラム可
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能であってよい選択された狭い波長の赤外加熱システムを提供する。本発明は、単独の素
子で構成され、最も好ましくはデジタル半導体ベースの狭い波長の放射線放射素子の巧み
なアレイで構成される新規かつ新種の赤外照射システムを教示する。そのような放射線放
射素子の少なくとも１つの変種が、本明細書において具体的に後述されるが、後述される
ように、多数の種類を用途に応じて本発明の実施のために適用または実現することが可能
である。
【０１９８】
　上述したように、従来からのパン焼き器、調理用オーブン、または汎用のオーブンのい
ずれにおいても、抵抗加熱素子またはガス加熱素子が、それぞれ電気エネルギーまたは石
油化学製品を種々の形態の熱エネルギーへと変換するために典型的に使用されている。対
照的に、本発明は、きわめて異なるやり方で機能して特定の狭帯域の波長においてエネル
ギーを生み出すデジタルダイオード半導体素子（または、同様の素子）を使用する。少な
くとも一形態において、素子は、電磁放射エネルギーとも称される光子の出力を生成する
ために、量子ギャップまたは量子ドット半導体技術による電子－光子の変換プロセスを利
用する。素子は、デジタル素子でもあり、本質的に指向性または照準可能な素子である。
半導体ベースの照射素子は、本質的に、アナログ加熱素子と異なり暖機時間を有さない「
瞬時オン」および「瞬時オフ」型の素子である。典型的には、数ナノ秒でのオンまたはオ
フが可能である。
【０１９９】
　従来からの加熱素子は、本質的に広帯域または広い範囲の波長を生成する古典的なプラ
ンク黒体放射体として機能する。ピーク中心波長およびそれぞれの波長における出力を計
算するための式は、よく理解されており、古典的な教科書の物理学であるため、ここでは
取り扱わない。半導体ベースのダイオード（例えば、レーザダイオード）は、きわめて異
なる様相で機能する。プランク黒体の物理学の規則には従わず、本質的に、狭帯域または
狭い範囲の波長を生成するように製造することだけが可能である。大きな相違は、半導体
ベースのダイオードが、電子を光子へと直接的に変換する素子であり、熱の関数として光
子を放射するのではなく、特有の設計に応じて量子物理学の規則に従うがゆえである。
【０２００】
　さらなる説明の目的で、いくつかの材料科学の原理に注目すると、すべての材料は、特
有かつ特徴的な「分子吸収スペクトル」を有する。このスペクトル吸収データは、通常は
、たとえサンプルのサイズが他の特徴では材料の特定が不可能であるほどに小さい場合で
も、そのような「スペクトル特徴」を使用して材料を積極的に特定できるほどに、その特
定の種類の材料に特有である。完全な「スペクトル吸収の特徴」は、ＵＶから長赤外まで
のすべての波長の各々における吸収の測定値の集まりであり、放射の各波長における材料
特有の分子吸収の傾向の正確な大きさを示している。材料の吸収スペクトルは、材料がど
の波長において放射エネルギーを吸収しやすいか、またはしにくいかを表わしており、あ
るいは反対に、放射エネルギーを透過させる傾向にあるか、または透過させない傾向にあ
るかを示している。換言すると、高いスペクトル吸収の反対が、高いスペクトル透過であ
る。加えて、調理すべき特定の対象材料が、特定の波長において高いスペクトル吸収を有
する場合、それに対応して、その同じ波長における透過は小さい。反対に、特定の波長に
おいて高い透過を有する限りにおいて、その同じ波長における吸収は少ないに違いない。
物質が特定の波長において有する吸収の傾向の大きさは、その物質の吸収係数の指標であ
る。吸収は、一般的には０～１００パーセントまでの吸収単位またはミリメートル当たり
の吸収で表現されるため、吸収係数は、放射の各波長においてそのような尺度のどこかに
位置する。他の単位での表現も可能であるが、ミリメートル当たりの吸収のパーセントと
して表わし、あるいは吸収単位の対数の指標にて表わすことが、妥当に標準的である。３
つの異なる材料の吸収スペクトルのグラフが、図１１に示されている。
【０２０１】
　対象の吸収特性に適切に一致する帯域幅および波長を注意深く選択した後で、プロセス
、オーブン、または調理器具にこれらの狭帯域の照射源を取り入れることによって、達成
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される加熱の深さおよび程度を選択することが可能である。処理または調理の浸透のさら
なる深さを提供することができるさらに別の技法が、本発明において利用可能である。上
述の検討は、デジタル狭帯域の半導体ベースの素子について、連続デューティ定格出力ま
でのいずれかのレベルで通電機能し、ある時間期間の後でオフにされる連続作動の形態で
の実行に関係している。素子をパルスモードで使用することも可能である。電源に関する
考慮事項および冷却に関する考慮事項など、このモードで素子を動作させるいくつかの設
計理由が存在し得る。ここでの検討のために注目すべき他の理由の１つは、大幅に強い強
度の瞬時の放射パルスを得るために、電流パルスが定常状態の電流定格の多数倍であるよ
うに、素子をパルスモードで実現することである。より高強度の瞬間的なパルスを有する
ことによって、それに比例して、より低い強度の定常状態の出力において可能であるより
もさらに対象アイテムへと浸透することが可能である。この技法を使用することで、たと
え単位時間当たりの全体としての積分エネルギーがそれほど大きくなくても、調理される
食品の内部へとはるかに深く到達することが可能である。これは、より低出力の素子およ
びより小さな電源が、より大きなシステムまたはより高価なシステムと同様の浸透深さを
、より低い製品コストの予算で可能にできる点で、コストの観点から好都合となり得る。
多くの場合に、パンまたはポテトなどの製品は、理想的には、迅速でありながら適切であ
る調理のために放射エネルギーの深い浸透を必要とするはずである。これは、本発明の技
術を実行する製品の設計者にとって、本発明の技術の能力をより十分に活用するために利
用することができる重要な追加のツールである。
【０２０２】
　特徴的な吸収の特徴ゆえに、広いスペクトルまたは広帯域の放射源は、典型的には、所
与の用途（パン焼きなど）に理想的には適していないエネルギーを多く生成し、このエネ
ルギーの多くが、誤った波長にあるがゆえに容易には吸収されず、あるいは望ましく吸収
されることがない。例えばダイオードまたはレーザダイオード源などによって特定の波長
または狭い範囲の波長を生成することによって、既知の対象において使用されるはるかに
効率的な調理器具またはシステムを設計することが可能である。
【０２０３】
　本発明は、空間的に制御可能な熱の分布を可能にする。この点で、抵抗加熱素子は、典
型的には、電流が供給されたときに素子の全表面が広帯域の電磁エネルギーを放射する点
で、多方向の放射体である。これは、加熱、焦がし、硬化、または調理の対象である材料
に向かって実際に案内される放射エネルギーが、比較的小さな割合だけであることを意味
する。他方で、ダイオードまたはレーザダイオードは、対象材料のきわめて特定的な領域
へとエネルギーをもたらすように照準され、あるいは案内されることを、より良好に促進
する。典型的な種類のうちのいくつかについて説明されるとおり、ダイオードまたはレー
ザダイオードの照射パターンは、基本的に指向性である。ダイオードおよびレーザダイオ
ードを、それらの放射出力が直接的あるいは反射または屈折によって加熱すべき目標に衝
突するように照準し、あるいは案内しなければならない。さらに、いくつかの特定の狭帯
域の波長を注意深く選択し、各々の放射の時点および継続時間を能動的に制御することに
よって、放射エネルギーの浸透の深さを予測および制御することができるが、広帯域の放
射体はこの種の制御を有していない。それらは、基本的に無指向性の放射体であり、実施
において指向性を可能にするためには、それらの設計にリフレクタまたは反射コーティン
グが追加されなければならない。
【０２０４】
　これらの考え方の理解をさらに広げるために、半導体ベースの照射素子について、いく
つかの基本的事実を理解する必要がある。それらは、いくつかの異なるフォームファクタ
にて利用可能であり、そのいずれもが、本発明のいくつかの実現に適することができる。
狭帯域の照射ダイオード（典型的には、発光ダイオード（ＬＥＤ）と称され、あるいは可
視範囲よりも実質的に上の放射エネルギーを生成する場合には、放射線放射ダイオード（
ＲＥＤ）と称することができる）は、多くの場合、幅が１５～２５０ｎｍの間である帯域
幅の出力（半値全幅）を生成する。これらの素子の出力は、最近の１０年間で劇的に大き
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くなってきており、予測できる将来において劇的な増大を続けると予想される。１ワット
を大きく超える光出力を有するＬＥＤまたはＲＥＤを在庫品として購入できることも、珍
しくない。これらの素子からの出力ビームの形状は、それらの個々の設計の関数であるが
、最も多くの場合は、１０°～１５０°の範囲の発散するガウス分布である。当然ながら
、出力ビームの形状を、種々の光学系を使用してさらに変更することができる。正確な出
力ビームの発散パターンは、それらのダイオードベースの素子が使用される特定の用途に
とって根本的に最良であるように選択されなければならない。
【０２０５】
　半導体ベースの照射素子が、本発明の実施により理想的であると考えられるが、他の種
類のレーザ素子を使用できないと考える根本的理由は存在しない。しかしながら、レーザ
素子は、あるレベルで狭帯域であるという資格に合格できるが、レーザ素子の実際の使用
を制限する場合がある他の商業的および技術的な考慮事項が存在する。例えば、化学レー
ザおよびさまざまな種類のポンピングレーザは、典型的にははるかに高価である。多くの
非半導体式のレーザは、限られた波長の選択肢でしか入手することができず、このことが
、照射波長を特定の材料または材料群の吸収特性に一致させようと試みるときに、あまり
望ましいとは言えない。また、効率が低いというポンピングレーザの固有の性質ゆえに、
おそらくは半導体ベースのレーザとしての使用に理想的ではない。しかしながら、これら
の限界を克服する新種が開発される場合や、特定の用途に合った波長が利用できる場合、
本発明の実施に使用することが可能である。
【０２０６】
　ちょうど研究室から現れたばかりであるが、本発明の実施に理想的である他の重要な狭
帯域の照射素子のいくつかは、ＬＥＴおよびトランジスタ光子増幅器である。発光トラン
ジスタ（または、ＬＥＴ）は、研究室から現れたばかりの新種の半導体素子であるが、本
発明を実施するための理想的な素子として大いに期待される。また、効率的、制御可能、
強力、かつプログラム可能ですらあるやり方で狭帯域の照射を生成、または劇的に増幅す
ると期待される。波長をプログラム可能に制御することさえ可能な強力な狭帯域の照射源
となることが可能である。初期の徴候では、ＬＥＴは、１０の９乗程度の光の増幅が可能
である。これが、高い効率および波長制御性と組み合わさって、ＬＥＴを本発明を実施す
るための理想的な狭帯域の素子にしている。
【０２０７】
　レーザダイオードは、歴史的に、入手可能なもっとも高出力の狭帯域素子であったが、
将来のある時点でＬＥＴの挑戦を受ける可能性がある。レーザダイオードは、典型的には
、２０ｎｍから１ｎｍ未満までの半値全幅の帯域幅を生成する。ＵＶから長赤外の範囲の
波長にて製造することが可能である。臨界近赤外および中赤外の波長において、どんな特
定の波長帯が所望されても製造可能である。素子の電力変換効率は、毎年のように向上し
ている。電力変換効率を、電力の入力の光子の出力に対する比として定義することができ
る。ここ数年できわめて良好になってきており、改善が続くと期待される。例えば、ヒ化
ガリウム材料系で製造された９７５ｎｍのレーザダイオードは、７２％を超える電力変換
効率を有して製造されている。典型的には、より長い波長（例えば、１５００ｎｍ）の素
子は、基本的な物理学ゆえに、より短い波長の素子と同じ電力変換効率を達成することは
できないが、近いうちにほぼ４５％の効率を達成できるようになると考えられる。ダイオ
ード素子が製造される基本的な基板の化学が、素子の最終的な寿命に大いに関係する。例
えば、波長が約１１５０ｎｍよりも短いダイオードは、典型的には、ヒ化ガリウムウェハ
基板を使用する。これらの素子の製造者は、高出力の用途において１２，０００時間を超
える長い寿命を得ることに苦労している。１２００ｎｍよりも長い波長を有する長波長の
高出力ダイオード素子は、典型的には、リン化インジウムウェハ基板によって製造される
。リン化インジウム基板にもとづく素子は、１００，０００時間を超えることができるき
わめて長い寿命を有することができる。したがって、リン化インジウムベースのダイオー
ドまたはレーザダイオード素子を使用することが、産業または長いデューティサイクルの
種類の用途において、より現実的な選択肢であることが多い。より長寿命のリン化インジ
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ウムベースの素子とは対照的に、より短い波長が選択すべき十分に大きい照射の最適化を
有するか否か、工学的選択を行わなければならないこともあり得る。これは、一般に、Ｌ
ＥＤおよびレーザダイオードの両方に当てはまる。これらの装置は、長寿命ゆえに本発明
における使用にとって理想的なだけでなく、多くの材料が最も変化に富む（したがって、
有用な）吸収特性を有している中赤外の波長範囲における最適な素子でもある。
【０２０８】
　半導体ダイオードベースの素子により長いデューティサイクルをもたらすために行うこ
とができるいくつかの事柄が存在する。本明細書のどこかで述べられているとおり、きわ
めて効果的な冷却が、おそらくは装置により長い寿命を保証する最も重要なやり方である
。工学の観点から、これを左右する多数のさまざまなやり方が存在するわけではないが、
余分な熱を拡散させ、消散させ、あるいは導き去ることを助けることができる回路基板ま
たはヒートスプレッダに素子を取り付けることが、ほぼ常に必要である。
【０２０９】
　素子の寿命に大きな差を生み出し得るレーザダイオードの工学に関するさらなる基本的
態様が存在する。レーザダイオードの最も一般的な故障モードは、エネルギーが素子から
出るやり方に関係がある。端面放射レーザダイオード素子においては、そのような素子が
、通常は、何らかの形態のヒートスプレッダまたは熱伝導性の回路基板に、レーザダイオ
ードの縁がヒートスプレッダの取り付け面の縁に整列するように取り付けられる。レーザ
ダイオードの出射面の縁が、取り付け面の縁と完璧には同一面にない場合、問題が生じる
可能性がある。ダイオードが取り付け面の縁よりも突き出しており、ダイオードが取り付
け面の縁よりも後退しており、あるいはダイオードが取り付け面に対して斜めであるとい
う３つの状況が存在し得る。これら３つの状況のいずれにおいても、レーザダイオードの
端面から出る光子のエネルギーが取り付け面に衝突する。結果としての熱の上昇が、局所
表面の過熱による緩やかな劣化または急激な劣化を生じさせる。種々の局所表面の過熱に
つれて、壊滅的なレーザダイオード端面の不具合など、種々の故障が生じる。これが生じ
始めると、ダイオードは自己破壊を基本的に開始する。同様に、レーザダイオードが光フ
ァイバ光子ガイドに組み合わせられる場合、正確な整列が重要であり、エネルギーを吸収
して過熱したり、レーザダイオードへとエネルギーを反射させたりする可能性がある表面
を導入しないことが重要である。同じ注意が、システムの過熱による不具合を防止するた
めに、光ファイバの入り口端および出口端の両方において重要である。
【０２１０】
　直接的に放射を行い、あるいは光ファイバ光子ガイドへと放射を行う端面放射型レーザ
ダイオードが、技術の実施の最も望ましいやり方となり得る多数の用途が存在する。しか
しながら、上述の不具合モードの可能性をなくす他の種類の素子も存在する。そのような
種類の素子は、一般に、面放射型のダイオードまたはレーザダイオードと称される。これ
は、本質的に出力密度がより高いがゆえに、レーザダイオードにおいてより頻繁に問題に
なるが、ダイオードの出力が大きくなるにつれ、ダイオードにおいても同様に当てはまる
ようになる。面放射型レーザダイオードは、内部的に、光子エネルギーの放射を端面（光
子のエネルギーを吸収して過熱の不具合を生じさせる可能性がある構造に本質的に近接す
る）から出すことがないようなやり方で構成されている。一般的に、レーザの光子放射の
柱を素子の側面からではなくて素子の前面または後面から出るように反射させ、屈折させ
、回折させ、あるいは他のやり方で向け直すことができる内部構造を有するあらゆる種類
の素子が、この分類に当てはまる資格を有すると考えられる。２００２年１０月３日付の
米国特許出願第１０／２６４，５３４号が、そのような素子の一例である。この特許出願
は、前面放射型レーザダイオードとして製造することができる単一の素子を示している。
米国特許出願第１１／０４２，７５９号が、多数のそのような素子からなるチップアレイ
として製造されたそのような素子を示している。単一の素子が使用されるのか、そのよう
な素子がチップオンボードの様相で配置されるのか、あるいは素子からなる集積回路アレ
イとして製造されるのかにかかわらず、レーザダイオードに一般的な主たる故障モードを
撲滅するという同じ目標が達成される。放射素子におけるさまざまな種類の表面の任意の
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組み合わせまたは順列が、本発明の実施における大きな利点である。レーザダイオードの
製造および取り付けの当業者であれば、これらの装置を本発明を実施すべく実現するうえ
で重要な他の分派を理解できるであろう。
【０２１１】
　狭いスペクトルの素子は、考えられる多数の異なる狭帯域の波長範囲における調理に有
用であり得るが、素子が最適な結果のために本明細書の教示に従って適用されることが重
要である。狭帯域の出力の素子の中心波長が、最良の効率および所望の結果のために、対
象の吸収スペクトルの特徴に注意深く一致させられるべきであり、いくつかの用途におい
ては注意深く一致させられなければならない。例えば、表面を焦がすことが望まれる場合
には、照射素子の中心波長を、対象または食品を構成する材料または材料混合物がきわめ
て高い吸収を有する波長に一致させるべきである。反対に、対象を深く調理することが望
まれ、すなわち表面の十分に下方への深い浸透が望まれる場合には、調理対象の吸収がよ
り少ない波長に一致する波長を、出力素子について選択すべきである。すなわち、対象を
より深くまで調理することが望まれる場合には、吸収係数がより小さいことを特徴とする
特定の波長を選択すべきである。好ましい調理の深さのための所望の吸収係数を選択する
ことによって、１つ以上の望ましい波長が、対象のスペクトル吸収曲線から示される。
【０２１２】
　多くの場合、これらの狭帯域の素子の２つ以上の波長が、互いに呼応して使用されるこ
とが予想される。各々の狭帯域の波長範囲が、処理すべき対象材料の各々において、自身
の特有の吸収または透過を有するため、本発明を実施する者は、適用を最適にする波長の
組み合わせを選択しなければならない。扉および窓の考え方を取り入れることが、本発明
にさらなる機能をもたらすことが多い。これは、材料「Ａ」がきわめて透過的である波長
を、エネルギーを材料「Ｂ」へと進入させ、材料「Ｂ」の注意深く選択された吸収係数で
吸収させることができるように、使用することを意味する。このようにして、材料「Ａ」
に加わる熱を最小限にしながら、材料「Ｂ」を選択的に加熱することができる。同様に、
所望の熱を材料「Ａ」へと実際に加えるために、別の波長を選択して取り入れることがで
きる。当然ながら、これは、それぞれの材料の吸収スペクトル曲線が大きく異なる場合に
最も上手く達成される。これは、当然ながら、上述のように計画することができる限りに
おいて、多数の異なる材料についてそれぞれの波長によって行うことが可能である。必要
に応じた吸収ピークを人工的に生じさせるために、一部の材料に添加材を取り入れること
が望ましい場合がある。
【０２１３】
　本発明の実施を望む設計者が考慮しなければならないもう１つの態様は、以下のとおり
である。吸収およびその反対の透過は、すでに上述した。さらに理解すべきは、対象材料
の散乱または光拡散の特性である。例えば、パン生地は、測定によれば、９５０ｎｍにお
いてきわめて透過性（吸収が少ない）である。これは薄い測定サンプルにおいては真実で
あるが、完全な吸収が生じるまでの透過距離を散乱を考慮せずに計算すると、誤りにつな
がる可能性があることを理解することも重要である。未調理の状態の生地の光学的特性は
、９５０ｎｍの光子のかなりの散乱を生じさせ、したがってすべてのエネルギーが吸収さ
れるまでの浸透の深さを変化させる。これを、多数の個々の光子の方向を実質的に変化さ
せる内部の「マイクロ反射」と考えることができる。これは、電磁スペクトルの不可視部
分において生じるため、実際の実験の試行によって該当の波長の拡散を試験する必要があ
る。きわめて低い吸収係数は、その波長では「皮膚の加熱」が生じないことを保証するが
、研究室による測定および試行は、実際に有効な浸透の深さを理解するために必要な追加
のデータをもたらすであろう。
【０２１４】
　別の現象が、いくつかの材料が加熱されるときに生じる。膨らむ生地または熱への種々
の暴露期間の結果として物理的特性が変化する他の材料は、材料の特性の変化の関数とし
て、浸透の変化を呈する。例えば、生地がパンへと膨らむにつれて、大抵にとってお馴染
みのありふれた低密度の物質が気泡によって形成される。密度または材料特性の変化が散
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乱の拡散と組み合わさって、所与の波長における浸透の深さを理解するための最良のやり
方が研究室での試行および実験であることを提案する。いくつかの材料は、このような種
々の変化の後でより深い浸透が可能であることを実際に示すことがある。
【０２１５】
　同様に、生の対象材料または生の食品における浸透の深さは、それぞれの材料または食
品の熱処理後または調理後の浸透の深さとは異なる可能性がある。表面に堅いマトリクス
が形成されると、結果としての種々の材料特性の変化が、吸収係数だけを見た場合に予想
される浸透の深さも変化させると考えることができる。
【０２１６】
　ＬＥＤまたはレーザダイオードが、選択された照射素子である場合、それらの出力波長
は固定されている。この唯一の例外は、いくつかの固体素子の出力が、素子の動作温度に
つれて大きく変化することである。これは、他のあらゆる因子よりも固体素子の設計によ
って決まるが、いくつかの素子において大きく、他の素子においては大きくない。したが
って、素子を、どのような種類の対象製品が本発明に従って装備されたオーブンにおいて
調理され、加熱され、あるいは硬化させられるのかを見越して、指定および製造しなけれ
ばならない。照射素子、用途、ならびに調理、処理、または硬化対象の特定の材料の特性
、寸法、およびスペクトルについてのこの推測的な知識のすべてが、本発明を最も効果的
に実行するために多くの実験および試験から学習されなければならない。この技術を使用
するように調理装置またはオーブンを設計する場合、調理の対象の吸収特性および散乱、
ならびにサイズ、重量、所望される調理時間、およびもっとも所望される調理結果を理解
するために、具体的に調理される種類の対象によって実験を行う必要がある。実践者は、
調理の仕事に単一の波長が適切であるのか、あるいは所望の調理結果を達成するために複
数の異なる狭帯域の波長の混合が必要であるのかを、考慮しなければならない。複数の異
なる製品を同時に調理すべき場合、最適な結果のために複数の狭帯域の波長を選択すべき
であることが、多くの場合に真実である。調理すべき複数の製品が、たとえ吸収曲線上の
ただ１つの箇所だけでも類似の吸収の特徴を共有している場合、複数の製品の調理にとっ
て満足できる狭帯域の波長範囲を選択することが妥当であり得る。しかしながら、同じ波
長において一方がきわめて吸収性であり、他方がきわめて透過性である場合、照射素子を
相応に選択しなければならない。
【０２１７】
　波長の選択が重要であるのとちょうど同じように、どのようにエネルギーが対象へと届
けられるのかを理解することも重要である。上記推奨の狭帯域の照射素子は、本質的に照
準を容易にしているため、本発明の実践者は、エネルギーを製品へと「操縦」する種々の
やり方を理解することが重要である。出力は、選択された波長において使用されるように
指定されるレンズ、リフレクタ、屈折器、光ファイバ、プリズム、および他の同様な装置
を使用することによって、可視光の取り扱いのやり方と同様のやり方で集中させることが
できる放射光子エネルギーである。上記素子を焦点固定の構成において使用することが、
それが用途にとって良好な技術的解決策であるならば可能である。また、いくつかの用途
においては、対象の食品アイテムに到達するにつれて発散するエネルギーの帯を生成する
ように機能する狭帯域の放射素子を利用することが好都合な場合がある。このようにして
、照射されるアイテムまたは表面のカバレッジの改善をもたらすことができる。また、適
切な状況においては、狭帯域のエネルギーの送達が、本発明の実施に適した狭帯域を達成
するようにフィルタ処理される広帯域の素子からの狭帯域のエネルギーの送達を含んでも
よい。
【０２１８】
　本発明を実施する用途の多くが、狭帯域の素子で比較的高いエネルギー密度を生成する
ように構成されるため、安全が重要な考慮事項であり、従来からの調理システムまたはア
ナログ調理システムといくらか相違する。本発明を実施するための狭帯域の照射を、可視
のスペクトルにおいて実現することが可能であると予想されるが、通常は、赤外スペクト
ルのどこかの不可視の放射または不可視の放射の使用である。照射が不可視である場合、
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目の通常のまばたきや、目を逸らすことや、虹彩を閉じる応答が、引き起こされることが
ない。調理領域に存在するであろう強力な放射に気付くことが不可能である。約１３００
ｎｍ未満の近赤外波長は、隔膜を通過して目の網膜まで進入することができる。上記波長
よりも上では、放射が網膜まで進入することは不可能であるとおおむね考えられる。この
約１３００ｎｍよりも長い波長の領域は、網膜を痛める可能性がないため、目に安全な領
域と称されることもある。十分な強度、集光、またはエネルギー密度を有するより長い波
長は、焼けを引き起こすに十分なエネルギーを目の表面付近に位置させる可能性がある。
目は体のうちで赤外放射に対して最も脆弱な部位であり、十分な暴露でどこかに損傷が生
じる可能性がある。したがって、人間および動物が直接の放射または反射した放射から保
護されるように、調理室の領域を囲み、あるいは何らかのやり方で隔離することが、推奨
される。扉またはアクセスパネルが開かれたならば照射が速やかに停止するようなやり方
で、調理室を完全に囲むことが理想的である。調理中の食品を視認できることが消費者に
広く好まれているため、多くの良好なオーブンには、何らかの形態の内部照明を組み込ま
れている。調理室の領域への視覚的なアクセスを可能にするために、窓または観察ポート
が存在する場合、そのような窓または観察ポートに、妥当な強度の可視光だけが観察者へ
と到達できる唯一の放射であるように、何らかの形態のフィルタが取り入れられるべきで
ある。当然ながら、これを実現する多数のやり方が存在するが、それが本発明の良好かつ
安全な実施のための重要な考慮事項である。おそらくは、最も単純な実施形態は、可視通
過フィルタが組み込まれたフィルタ窓であると考えられる。別の例として、反射の観察経
路を、可視光だけが観察経路を通って観察者の目へと反射させられる適切な状況のために
設計することが可能である。調理室の内部の観察の代案として、カメラおよび表示装置を
使用することも可能である。観察者までの可視光の経路を生成するためにどの方法が使用
されるかにかかわらず、観察が行われないときに経路を遮るために、放射によって容易に
過熱することがない金属または他の種類の扉を使用することがよい考え方である。開かれ
たときに照射をオフにするだけでなく、内部の照明システムもオンにする観察ポートの扉
を備えることが、きわめて妥当である。
【０２１９】
　さらに、最初に対象の食品についてのデータを検出することによって、エネルギーを動
的に操縦することが可能である。興味深いデータのリスト（これらですべてではない）は
、サイズ、形状、量、食品の種類、厚さ、吸収スペクトル、ならびに対象の向きおよび／
または位置である。食品または対象アイテムが、照射ステーションを横切り、あるいは通
過する場合、継続的に搬送手段の速度または相対移動に関する情報を供給することが可能
である。制御システムが、いつ対象のデータまたは情報を照射の制御のための指示および
指令へと変換しなければならないかを決定する。理想的には、上述のような知覚データを
受信し、照射プロセスを調整／制御することができる。正確に何がオーブン内に存在する
のかについての情報をユーザの入力および／またはセンサの入力から受け取って、対象の
正確な照準および照射のためのアルゴリズムを実行することができる。適切なユーザイン
ターフェイスが、さまざまな形態をとることができ、制御システムへと入力できる任意の
種々の設定または他のパラメータについてユーザによる入力を提供できることを、理解す
べきである。指示者として機能することができる制御システムによって、種々さまざまな
装置を、対象の照射に必要なとおりに照射素子を向けるために使用することができる。例
えば、１つ以上のレーザダイオードのエネルギーを反射によって対象へと向け直すサーボ
式またはガルバノメータ取り付けのミラーを取り付けることができる。
【０２２０】
　上述のような対象の検出を、種々さまざまな在庫の部品で行うことができる。温度セン
サ、赤外センサまたはセンサアレイ、水分センサ、圧力センサ、色センサ、重量センサ、
においセンサ、カラーまたはグレースケールカメラ、赤外線カメラ、スペクトル光度測定
センサ、および本発明を実施する当業者であれば理解できるであろう他のセンサを、加熱
、硬化、または調理の対象についての知覚データを集めるために使用することができる。
確かに、混合に存在してよいセンサは、さまざまな種類の高性能可視光または赤外線カメ
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ラであると考えられる。可視光高性能カメラまたは他の賢いカメラベースのシステムは、
より伝統的なセンサと比べて、さらなる融通性およびさらなるプログラム可能性を有する
と考えられる。適切にプログラムされた場合に、食品または他の対象アイテムの調理後の
外観が正しいか否かを、実際に確認することができる。調理プロセスを進行中に動的に調
節、最適化、および修正するためのループを閉じるための装置として、カメラを使用する
ことも可能である。同様に、赤外線カメラを、オーブンの対象または食品アイテムの正確
な熱含量を実際に割り出すことができるように使用することが可能である。
【０２２１】
　考えられる調理技術の一実施例が、図１２および１３に示されている。図示のとおり、
システム１００が、「開いた」準備完了状態（図１２）および「閉じた」動作状態（図１
３）という２つの状態に示されている。システム１００は、オーブンまたはパン焼き器の
形態など、さまざまな形態をとることができる。少なくとも一形態において、システム１
００は、上側シャッタ１０４、下側シャッタ１０６、およびシャッタ位置センサ１０８を
備える安全シャッタシステム１０２を備える。さらに、種々の形態をとることができる駆
動機構１１０を、シャッタを両状態の間で動かすために使用することができる。さらには
、少なくとも一形態においてシステムの動作の最中に閉じておくことができる扉１０１が
示されている。当然ながら、扉（および、シャッタシステムなどの他の安全用の造作）は
、システム内への照射の封じ込めを提供する。少なくとも一形態においては、ドアが開か
れている場合に、例えばシステムが照射を生じる動作を行わない。他の構成または機構も
、扉１０１（あるいは、図１４（ａ）～（ｃ）の扉）の代案または増強として設けること
が可能である。
【０２２２】
　さらに、安全シャッタシステム１０２によって選択的に覆われる観察窓１２０が示され
ている。観察窓１２０は、料理人またはシステム１００の操作者がオーブン内（例えば、
オーブン内の調理または照射ゾーン（図示されていない））で生じている照射の進行を観
察できるようにするために所望される。いくつかの形態においては、安全システム１０２
を、観察窓１２０または動作のための方法として狭帯域の照射素子を使用する器具の領域
に組み合わせて有することが推奨され、多くの場合にそのようにすることが必要である。
システム１０２は、目を素子からの放射への暴露によって生じ得る損傷から保護する。所
与の用途において使用される波長に応じて、有効な使用および器具のために必要な出力は
、目または体の他の部分の照射への直接的な暴露または間接的な反射による暴露が、目の
外部または網膜の損傷を生じさせかねないような出力である場合がある。安全システム１
０２は、保護のために使用することができる動作手段だけでなく、器具の故障または誤用
の場合のフェイルセーフシステムも提供する。
【０２２３】
　観察窓１２０は、一形態においては、狭帯域の照射素子が積極的に照射を生成している
ときに照射を封じ込めるべく常に閉じられているように設計される。安全インターロック
を、扉の開放と狭帯域の素子の通電とが同時に生じることがないように、回路に備えるこ
とができる。センサ１０８などのセンサが、照射素子の作動が可能になる前にシャッタの
位置を確認する。これらのシャッタ監視センサは、動作の最中に常に、観察窓のシャッタ
の位置または状態を監視し、すなわちシステム内への照射の封じ込めの状態を監視する。
【０２２４】
　さらに、制御ボタン１３０が図示されている。制御ボタン１３０は、さまざまな形態を
とることができる。しかしながら、そのような一形態においては、制御ボタン１３０が、
観察カメラ１５０および本発明のシステムによる調理に使用される照射素子（図示されて
いない）を制御するための制御システム（図示されていない）へと作動可能に接続されて
いる。
【０２２５】
　従来からのパン焼き器は、ユーザによる設定（通常は、１～５が記されたダイアル）に
もとづいて焼けたパンを放出してパン焼きプロセスを停止させるために、きわめて基本的
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な周囲温度（対流）の測定に依存している。焼けたパンの正確な「出来具合」は、このダ
イアルの正確さ、基本制御などの設定の再現性、およびバイメタル温度片の状態（老化、
摩耗、パン焼きの開始時の周囲温度、など）に依存する。他方で、ダイオード源を、（必
要であれば）ナノ秒まで制御することが可能であり、外部の状態にかかわらずに一貫した
量の放射エネルギーを放射するように構成することができる。制御ボタン１３０（および
、関連の制御システム）などのさらにわずかに高度化された制御部により、焼けたパンま
たは他の食品アイテムを、ときには誤って選択される消費者の設定にかかわらずに繰り返
し生成することができる。
【０２２６】
　図１２および１３には具体的には示されていない（図１４に示されている）が、本発明
のシステムの制御システムは、好都合な動作および調理を可能にする。制御システム（お
よび、システムの他の適切な構成部品）が、さまざまな構成をとってよいことを理解すべ
きである。本明細書に記載のシステムおよび方法の目的に合致する種々のソフトウェアル
ーチンおよびハードウェア構成を利用することができる。種々のプロセッサおよびメモリ
素子を、本明細書に記載の実施形態を実現するためのルーチンおよび機能を実行するため
に使用することができる。
【０２２７】
　本発明の半導体の性質ゆえに、制御システムは、例えば観察カメラ１５０によって意図
される対象の仕上がり具合を光学的に検出して、タイミング、強度、出力、および完璧さ
のうちの少なくとも１つについて固体照射素子を調節することができる。実際の調理結果
に関して制御ループを閉じるそのような制御システムを取り入れることで、別の機能的な
利点が認識され、この技術の実践者にとって利用可能になる。この制御の可能性を取り入
れるいくつかの例を、本明細書において詳述する。
【０２２８】
　また、賢い制御システムが、多数の他の可能性を促進する。関連のシステムまたは独立
のシステムと有線または無線で通信することが可能である。そのようなシステムは、例え
ば住宅全体の自動化システムと通信することができる。これは、幅広くさまざまなプログ
ラム可能性を促進できるだけでなく、新たな種類の監視も促進することができる。例えば
、有線または無線の通信リンクを、調理を監視するために使用される１つ以上のカメラま
たは他のセンサから促進し、その画像または情報を、オーブンの近傍または遠方の他の表
示装置において利用可能にすることができる。台所に配置されたテレビまたはコンピュー
タモニタが、調理の進行を示す画像を表示することができる。これは、例えば閉じられた
オーブン内で調理されているピザの下面および上面の画像を含むことができる。これは、
多くのオーブンが調理の進行を眺めるために備える伝統的な観察窓を備えることよりも優
れている。多くの場合、観察の角度および照明が、人間である観察者にとって窓を通した
観察に理想的ではなく、多くの場合、照射による調理が進行しているときに観察窓では安
全に観察を行うことが不可能である。本明細書に記載のとおりの複数の機能のための内部
のカメラを使用することによって、調理の進行について安全であり、拡大され、より便利
である観察が可能になる。容易に利用することができる技術により、画像および／または
他の調理データをＢｌｕｅｔｏｏｔｈによって携帯電話機、ＰＤＡ、ｉＰｈｏｎｅ、また
は同様のデバイスへと送信することが妥当である。
【０２２９】
　制御システムの他の重要なサブ機能は、照射素子を動作させる電流を供給することにあ
る。電源は、電流が制御された電源であるＤＣ電源でなければならない。素子そのものは
デジタル素子であり、したがってひとたびオンになったならば、電源が生み出す量と同じ
量の電流を流す。素子が耐え得るレベルに電流が制限されない場合、素子が破壊されてし
まう。
【０２３０】
　照射素子またはダイオードアレイの放射エネルギーの出力は、基本的には、例えばシス
テム１００の調理または照射ゾーン内の食品アイテムに向かって「照準」され、すなわち
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指向性を持って放射される光子である。この点で、オーブンシステム１００は、照射素子
を支持または収容するために種々さまざまな構造システムを備える。そのような構造シス
テムの具体的な構成は、用途によってさまざまであろう。また、支持または収容された照
射素子の出力を、種々の光源におけるレンズと同様のやり方で取り扱うことができる。リ
フレクタ、レンズ、回折器、屈折器、分割器、および光ファイバが、いずれも放射エネル
ギーを所与の用途の必要に応じて操縦する実行可能なやり方である。光ファイバは、単一
のレーザダイオードからの照射エネルギーを、レーザダイオードの場所から遠く離れてお
り、あるいはレーザダイオードの場所とはまったく異なる環境または場所に位置している
使用の場所へと、そのまま届けることができるため、実施の態様に多大な柔軟性を付与す
る。しかしながら、レーザダイオードの出力面からファイバへと入るときに、大きな結合
損失が存在するという不利な面もある。選択される光学的技法または技術にかかわらず、
光を取り扱うハードウェアが正しく配置されて生成の構成に結合させられたならば、放射
エネルギーを正しい強度および角度で必要な場所に効率的に届けることができる。正しい
構成は、固体素子および他の構成部品を、食品、プロセス、または対象の副生成物または
汚染物質へと暴露されることがないように保つという利点も有する。
【０２３１】
　他の形態においては、本発明のデジタル半導体ベースの狭帯域調理技術を、より一般的
な調理技術と混合または統合することが可能である。例えば、マイクロ波調理の能力も取
り入れている多波長狭帯域オーブンを製作することが可能である。抵抗式の調理素子また
は石英調理素子を統合することが望ましい場合がある。マイクロ波攪拌ファンを、複数の
機能を実行するように狭帯域波長走査または散乱装置として使用することが好都合な場合
がある。どのようにして狭帯域のオーブンまたは調理技術を多数のさまざまな組み合わせ
および順列にて他のより一般的な方法と組み合わせ、両方の世界の最良を得ることができ
るのかを、容易に理解できるであろう。場合によっては市場または消費者の好みを考慮す
る必要があり、場合によっては価格を考慮する必要があり、場合によってはコンパクトさ
、すなわち設置面積の問題を考慮する必要があるが、本発明のまったく新しい考え方をよ
り伝統的な実務のいくつかと組み合わせることで、多大な柔軟性および機能がもたらされ
る。
【０２３２】
　システム１００のための他の選択肢として、サーボモータおよびリモート制御の使用が
挙げられる。サーボを、最適な加熱が生じるように１つ以上の素子のエネルギー出力に調
理のタイミングを合わせ、あるいは調理を協調させるために使用することができる。この
技法は、以下でピザの用途に取り入れられる。狭帯域素子を所望のとおりの照射のための
正しい向きへと移動させるべくサーボモータまたは線形アクチュエータを使用する多数の
さまざまなやり方が存在する。反対に、食品または対象そのものを正しい照射の向きへと
サーボしてもよい。
【０２３３】
　さらに、本明細書に記載の典型的なシステムの制御システム（または、同様の装置また
はルーチン）が、少なくとも一形態において、照射のパルス幅を変更し、振幅を変更し、
波長を変化させ、エネルギーにさまざまな種類の変調をもたらすように動作できることを
、理解すべきである。この食品アイテムへと入力されるエネルギーの変調は、ユーザイン
ターフェイスによる設定または入力、システムの設定またはパラメータ、あるいはシステ
ム内のセンサの出力にもとづくことができる。
【０２３４】
　システムが本質的により安全な低電圧のやり方で動作し、かつシステムをより広範囲に
監視することができるため、エンドユーザがインターネットまたは電話接続を介してユニ
ットのオンおよびオフならびにユニットのプログラムを行うことを可能にするリモート制
御システムを、より容易に備えることができる。デジタル狭帯域素子に本質的に備わる制
御の正確さおよびこの種の素子の接続性の可能性が、単独または住宅全体システムの一部
としての無線の接続性に適する。
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【０２３５】
　考えられる調理技術のさらなる実施態様においては、システムおよび方法が、図１４（
ａ）～（ｃ）に概略的に示されるようにピザを効率的に調理するように設計され、そのよ
うに動作することができる。図示のとおり、システムは、ピザを調理室（３０）へと出し
入れするために、搬送手段（２０）を備える。ピザは、おそらくは照射に対して約９８％
透明である開放メッシュ式のコンベアベルト（２２）で調理室に出入りする。ピザを待ち
行列位置２３から調理室３０へと取り入れるべき時間が来たとき、制御システム１５が線
形アクチュエータ１２を作動させ、調理室３０へのアクセスを可能にすべく扉４１Ａを上
昇させる。さらに制御システム１５（例えば少なくとも図１２、１３、および１４（ａ）
～（ｃ）に関して本明細書に記載したとおりに機能するように動作することができる）は
、ユーザが冷却または動作のための設定またはパラメータを入力できるように、ユーザイ
ンターフェイスを備えることができる。設定またはパラメータとして、調理時間、温度、
食品の種類など、任意のそのような設定またはパラメータを挙げることができる。インタ
ーロックセンサ１４が、制御システム１５に対して扉４１Ａが完全に上昇した旨を知らせ
たとき、制御システム１５は、ピザを調理室３０へと届けるべくモータ１０を作動させて
コンベアベルトの前方への駆動を開始させる。モータ１０が動作しているとき、コンベア
ベルト２２がピザを調理室３０へと運び、カメラ６０が継続的に写真を撮影し、それらの
写真がピザの位置を割り出すために分析される。ひとたび賢いカメラ６０において学習済
みのアルゴリズムが、ピザ３５が調理のための正しい位置にあると判断すると、ピザが正
しい位置にある旨を知らせる信号が、カメラ６０から制御システム１５へと送信される。
制御システム１５は、モータ１０をオフにしてピザを調理のための正しい位置に停止させ
る自身のプログラムの次の段階を実行する。この時点で、制御システム１５は、扉を閉じ
る線形アクチュエータ１２を作動させることによって、扉４１Ａの閉鎖の手順を開始させ
る。センサ１６Ａおよび１６Ｂが制御システム１５とハンドシェイクし、扉４１Ａが完全
に閉じた旨をフェイルセーフなやり方で知らせたとき、線形アクチュエータ１２への信号
が止められ、扉が閉鎖位置に固定される。調理サイクルの最中のいずれかの時点で何かが
扉４１Ａを持ち上げ始める場合、センサ１６Ａおよび１６Ｂが扉の位置を継続的に監視し
、そのような状態が取り除かれるまですべての照射を速やかに停止させるように求める信
号を制御システム１５へと送信する。このようにして、扉を備えるシステムが、システム
内への照射の安全な封じ込めを提供する。
【０２３６】
　扉が閉じられ、カメラのアルゴリズムがピザが正しい調理位置にあるという条件を満た
した状態で、制御システム１５は、食品アイテム（例えば、ピザ）の種々の態様（ピザの
位置およびピザに乗せられた食品成分の位置など）を示すようにカメラ６０に要求する。
さらには、ピザに乗せられた食品成分の種類ならびにピザに乗せられた食品アイテムのマ
スの形状中心および向きを特定するようにカメラに要求する。さらに、各々の食品成分な
らびにクラスト、チーズ、およびソースの色を特定するようにカメラに要求する。カメラ
６０は、上記特定された食品成分の各々の温度を割り出すことができるように、赤外線カ
メラであってもよい。上記アイテムについてのカメラ６０からの情報が制御システム１５
によって受信された後で、制御システム１５は、ピザの調理に推奨される照射パターンの
プログラムを計算する。調理照射プログラムを計算するために、制御システム１５は、ピ
ザおよびピザのトッピングを調理すべく狭帯域照射の技術を使用する最良のやり方に関し
て、実験および研究によって決定された情報をメモリから入手する。あるいは、この入力
の一部を、ユーザ／作業者が（制御システム１５に組み合わせられたインターフェイスな
どの適切なインターフェイスによって）入力してもよい。また、調理すべき特定のトッピ
ングへのレーザの取り付け位置からの角度ゆえに必要となる可能性がある補正を示す基準
情報にアクセスすることができる。これらの補正係数も、調理アルゴリズムの最適化を助
けるために研究および実験から作成されている。ピザの下面は基本の生地の他には食品ア
イテムまたはトッピングを有していないため、下面については、作業者によって初期値に
設定済みの参照情報および厚さ情報の両者から標準的な調理プログラムが決定される。カ
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メラ６０が、早い段階において制御システム１５へとピザの直径を知らせているため、デ
ータがすでに存在しており、利用可能である。随意による特徴は、さまざまな種類の厚さ
測定センサであってよい。例えば、三角測量センサ１７または種々の厚さを割り出すため
に使用することができる他の種類のセンサであってよい。さらに、カメラ６０を、構造化
された光または特別なアルゴリズムが使用される場合に、種々の厚さおよび他の寸法デー
タを割り出すために利用することができる。また、ピザがコンベアベルト２２でオーブン
の部屋３０へと運ばれるときに、カメラ６０によって一連の写真を撮り、ピザのクラスト
およびトッピングの三次元の態様を三角測量して割り出すために、適切な視角検査アルゴ
リズムと組み合わせて使用することができる。センサ１８および１９からの水分およびに
おいなどの他のデータを、制御システム１５へと送信し、推奨される調理の全体アルゴリ
ズムの決定に使用することができる。
【０２３７】
　この用途のために制御システム１５によって作成される調理アルゴリズム（また図１２
および１３の実施の態様を含む他の調理アルゴリズム）は、理想的には、きわめて包括的
であってよい。各々のトッピングへと注入すべきエネルギーのジュール数などの項目を含
むことができる。角度、照射の強度、時間、時間並び、各々の目的のために使用すべき１
つ以上の波長、平衡時間（熱の浸透）、およびすべての関連の詳細が、プログラムに含ま
れる。要約すると、制御システム１５は、マトリクスの全体の順次的な照射パターンを、
マトリクスの各位置の推奨される調理の要件を考慮に入れて設計している。最終的に、調
理の手順が、ピザおよびトッピングの全体を包含し、したがって調理する。
【０２３８】
　本発明のシステム（図１２、１３、および１４のシステムなど）を制御するための任意
のそのようなルーチン、方法、および技法を、さまざまなソフトウェアルーチンおよびハ
ードウェア構成を使用して実現できることを、理解すべきである。例えば、適切なメモリ
装置または場所に保存し、適切なプロセッサによって実行することが可能である。
【０２３９】
　今や制御システム１５が、上述のように作成されたマトリクス全体の調理アルゴリズム
の実行を開始する。制御システム１５が、ガルバノメータ７１に対し、マトリクスの照射
パターンの第１組の偏向角度へと移動するように指示する。ガルバノメータによって設定
されるそのような偏向角度は、狭帯域の照射を対象上の特定の位置へと反射させるための
正しい角度である。ひとたびガルバノメータ７１が所定の位置に達した旨を制御システム
１５へと返信すると、制御システム１５は、所定のプログラム時間にわたって選択された
プログラム強度で波長Ａの何らかの狭帯域の照射をパルス状に発するように、レーザダイ
オード狭帯域照射ユニット７２を作動させる。照射が続いているときに、制御システム１
５は、次の偏向角度およびそのような位置へと移動すべき時刻をガルバノメータ７１に送
信する。プログラムが効率的に設計されているならば、照射を次のプログラム位置を素早
く照準して続けることが出来るよう、次の位置までの移動が最小である。制御システム１
５は、あらかじめ設計された調理プログラムの全体を続けるときに、適切な調理がプログ
ラムが完了したときの複合の結果であるように、正しい時点で、正しい強度で、マトリク
ス内の各々の正確な地点に、正確な狭帯域の照射を向けることができる。それは、成分（
ソース、チーズ、およびトッピング）を有するピザを、各々の部位における各々の成分の
ための所望の調理結果のために、正しい照射およびタイミングで「塗装」するかのようで
ある。ピザのいくつかの領域を、期待される調理結果を得るために、繰り返し所望のとお
りに「塗装」することができ、あるいはより長い継続時間またはより短い継続時間で所望
のとおりに「塗装」することができる。
【０２４０】
　制御部１５がピザの上面についてプログラムを実行すべく正しい信号の送信および受信
を続けているとき、ピザの下面は、照射システムモジュール７０Ｂによって同様に照射さ
れている。ピザの下面のためのプログラムは、トッピングまたは種々のさまざまな食品ア
イテムを有しておらず、主としてピザ生地だけの調理であるという事実にもとづいて、調
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理の要件に合わせて特別に作成される。先験的な調理の知識のデータベースから、ピザの
下面および上面の両方において照射される各々の食品アイテムに正しい時点で適切な調理
の深さを与える波長が選択される。ピザの下面の生地を調理するために、９５０ｎｍまた
は１２７５ｎｍの波長を、技術者の設計の好みに応じて選択することができる。これらの
波長のどちらも、ピザ生地への深い浸透をもたらすと考えられ、生地の表面を焦がしたり
、焼いたりする傾向を持たないと考えられる。生地が深いところまで適切に調理されたと
き、表面を焦がすためにおそらくは１４５０ｎｍのより長い波長を追加することができ、
あるいはそのような波長に切り換えることができる。この波長においては、浸透の深さが
小さいと予想され、したがってより多くのエネルギーが表面付近において素早く吸収され
、より良好な外観および風味のためにクラストを焦がすと考えられる。調理の対象ならび
に食品成分の各々の特徴的な吸収スペクトルに応じて、必要に応じて調理の全体をより良
好に最適化できる他の狭帯域の波長を選択することが可能である。予算の要件を最も最適
な調理に対比して考慮し、いくつの異なる波長を特定のオーブンの設計に取り入れるかを
決定するために、商売および工学の複合の決定を行わなければならない。当然ながら、多
数の異なる狭帯域の半導体ベースのスキャナモジュール７０Ａを備えることが可能である
が、費用対性能の妥協を相応に行わなければならないと考えられる。また、この狭帯域の
オーブンの考え方について、より精巧な変種およびより単純な変種の両方を有することが
妥当であり、そのようなことは、商売上の判断によって必要になると考えられる。例えば
、より単純な変種においては、ピザ３５が単純に手作業によって調理室３０に配置され、
調理が完了したときに手作業で取り出されると考えられる。上述の考え方のさらに別の変
種は、ピザ３５の下方のアレイまたはバー７５に含まれる狭帯域の半導体ベースの照射素
子のバーを使用することができる。これは、狭帯域のスキャナモジュール７０Ｂの代替と
して使用されると考えられる。バー状の構成が使用される場合、ピザ３５またはバー７５
を回転させ、あるいはバー７５の直線駆動を使用することが、望ましいと考えられる。こ
のようにして生成される段階的な運動が、照射素子を適切なタイミングでオンにすること
ができるよう、制御システム１５へと継続的に通信される。
【０２４１】
　調理プログラムが制御システム１５と狭帯域の照射モジュール７０Ａおよび７０Ｂとの
間の相互作用によって実行されているとき、カメラ６０は、調理の進行の様子を確認すべ
く写真を撮影するように制御システム１５によって定期的に要求される。したがって、カ
メラが、調理の前からの抽出画像データを調理の最中に取得される画像と比較し、多数の
異なる細部を検証することができる。例えば、ピザのクラストおよび生地が正しく焦げて
いるかを確認することができる。あるいは、ブロッコリがより濃い緑色に変化したことを
確認することができる。カメラ６０が赤外線カメラの機能も有する場合、各々のトッピン
グならびにクラスト、チーズ、およびソースの温度を確認することができる。次いで、そ
れらの温度を制御システム１５へと送信し、適切な調理において予想されるそれぞれの温
度と比較することができる。制御システム１５の論理プログラムが、いずれかの温度が適
切な調理を示すには正しくないと判断した場合、正しい調理を得るために必要な場所に特
定的に追加の照射を加えるプログラムのサブルーチンを開始することができる。この閉ル
ープ（この場合には、カメラ６０と制御システム１５との間で実行される）の考え方は、
本発明の多数の形態への進んだ応用の重要な態様である。
【０２４２】
　ひとたび狭帯域の半導体源による調理が完了すると、制御システム１５は、照射プログ
ラムを停止させる。制御システム１５は、出口扉４１Ｂを上昇させるように線形アクチュ
エータ１２に信号を送信する。センサ１４Ｃが扉が完全に開いた位置にある旨を制御部１
５に知らせるとき、制御部１５は、その位置に停止するようにアクチュエータ１２に信号
を送信する。この時点で、制御部１５は、指定の時間期間にわたってプログラムされた速
度で動作するように、モータモジュール１０に信号を送信する。この行為により、コンベ
アベルト２２の前進が始まり、ピザ３５が調理室３０から取り上げステーション２４へと
動かされる。コンベアベルト２２が動いているとき、カメラ６０が写真を撮影し、取り上
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げステーション２４を最終的な目的地とする調理室３０からのピザ３５の適切な前進を確
認する。調理済みのピザが調理室３０から運び出されているときに、準備位置２３に別の
ピザが存在する場合、同時にこのピザも調理室３０へと運ばれる。次いで、上述のとおり
の全体サイクルを、ピザ調理の製造の要件に合致するように所望のとおりに延々と繰り返
すことができる。
【０２４３】
　当然ながら、これらの狭帯域の案内可能な半導体ベースの考え方を、多数の創造的なや
り方で、最も効率的かつ効果的な調理、あぶり、焼き、または加熱のシステムを最終的に
有するように組み合わせることが可能である。これらの考え方の教示を承けて、当業者で
あれば、適切な実験データを集めた後で、これらの考え方をより単純な実施の態様または
より高度な実施の態様へと拡張できるであろう。
【０２４４】
　図１２、１３、または１４（ａ）～（ｃ）のシステムなど、本明細書において意図され
る１つ以上のシステムが、追加の特徴を備えてもよいことを理解すべきである。例えば、
制御システム１５などの制御システムが、制御システム内の電子機器を冷却するための冷
却システムを備えることができる。さらに、やはり制御システムの一部であってよい通知
システムを、システムまたは調理プロセスの状態に関する警報または通知をもたらすため
に設けることができる。さらには、調理室に、例えば湿気、煙、蒸気、などを室内から追
い払うために、室内と他の場所（室の外部またはシステムの外部の場所など）との間の空
気の交換を可能にする通気システムを備えることができる。通気システムは、ファン、触
媒、または他の適切な手段を使用する形態など、さまざまな形態をとることができる。ま
た、調理室に、適切な回転肉焼きシステムまたは器具を備えてもよい。
【０２４５】
　図１２、１３、および１４（ａ）～（ｃ）において説明したシステムなど、本出願によ
って意図されるシステムは、調理の分野において公知のシステムに対して、多数の利点を
有する。そのような利点の１つは、エネルギー効率である。この点に関し、伝統的な広帯
域の加熱素子または抵抗加熱素子は、実際のところきわめて効率的な熱源であるが、熱の
効率的な使用において困難が生じる。ダイオードおよびレーザダイオードの効率が急速に
向上しているが、抵抗加熱素子は、実際の熱の生成においてはるかに効率的である。非効
率は、抵抗加熱素子によって生成される熱の多くが無駄にされ、熱の大部分が空気の加熱
へと向かい、空気と対象との結合が非効率的であるため、エネルギーの大部分が非効率に
取り扱われるがゆえに、式に入ってくる。上述したさまざまな種類の半導体ベースの放射
線放射素子の各々が、上述のように特有の変換効率を有している。正味のシステム効率の
大部分は、最も効率的であることができるように、エネルギーを必要とされているまさに
その場所に配置することができ、対象に正確に一致した狭帯域の波長範囲を生成すること
ができる能力からもたらされる。加熱／材料システムの全体を全体的にとらえた場合、デ
ジタル狭帯域波長一致および空間制御の利点が、熱エネルギーをはるかに効率的なやり方
で加熱されるべき材料へと供給するシステムをもたらす。また、伝統的な広帯域のヒータ
においては、最適でない波長および誤った方向に向かうエネルギーの割合が大きいだけで
なく、直接的な放射エネルギーの多くが、多くの場合に遮蔽され、食品材料に直接触れる
ことが出来ない。これは、通常は、より長い放射の赤外波長が、通常は食品または対象の
皮膚または表面の加熱につながり、表面を焦がし、あるいは過度に調理することで生じる
。これは、熱エネルギーの無駄のもう１つの原因であり、本明細書の教示のように狭帯域
の技術が適切に適用されるのであれば生じない。
【０２４６】
　狭帯域の半導体照射源、ダイオードの基本的な性質ゆえ、効率の向上は生得的である。
放射熱エネルギーのうちのきわめて大きな量を、望まれる場所に位置させることが出来、
従来からの広帯域の抵抗ヒータよりも短い時間枠で注入することができる。これは、当然
ながら、高速なデジタル調理をもたらす。ダイオードまたはレーザダイオードは「瞬時オ
ン」タイプの素子であるため、暖機時間が不要であり、予熱または待機のオーブンに伝統
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的に関係したエネルギーの無駄がない。ダイオードは、基本的に、２状態の素子であり、
すなわちデジタル素子である。換言すると、順電圧が供給されたときにオンになり、ある
いはオンにならない。順電圧のきわめてわずかな相違（通常は、２００ｍＶ未満）で、突
然かつ急激に電流の流れがオンになる。設計者は、ＬＥＤ、ＲＥＤ、またはレーザダイオ
ード素子を、部分的なオンの状態で使用することを試みないであろう。これは、抵抗コイ
ル、Ｃａｌｒｏｄ、または石英ランプなどの伝統的な広帯域の熱源ときわめて対照的であ
る。広帯域の熱源が、電圧と電流との間にきわめて線形なアナログの関係を有する一方で
、半導体ベースの発光ダイオードおよびレーザダイオードは、電圧と電流との間にきわめ
て非線形なデジタルの関係を有する。これが図１５に示されている。電流駆動レベルが、
ダイオードベースの素子においては、外部の回路によって注意深く制御されなければなら
ない。なぜならば、デジタル的なターンオン電圧に達するや否や、回路において入手可能
なあらゆる電流を通してしまい、すぐに素子の破壊につながるからである。これらのデジ
タル狭帯域照射素子の他の特徴は、きわめて高い速度にある。オンになり、完全な照射強
度に達し、次いで再びオフになることが、数ナノ秒で可能である。石英ランプは、抵抗加
熱源のうちで最速である。従来からのアナログ石英ランプは、比較すると、同じ芸当を実
行するために少なくとも数秒を要する。したがって、狭帯域のデジタル半導体ベースの照
射源は、最速のアナログ広帯域源と比べて１０億倍よりもさらに速い。
【０２４７】
　デジタル狭帯域照射素子の猛烈な速度、その固有の指向性、および正確な波長選択性の
組み合わせが、これらの新規な考え方によってオーブンおよび調理設備を設計する者に、
多くの大きな利点をもたらす。１つの重要な結果は、従来からの広帯域の抵抗加熱または
石英オーブンよりも高速な調理、硬化、焼き、焦がし、などである。例えば、パン焼き器
が、瞬時にパン焼きを開始できるだけでなく、実際のパン焼きの速度も、はるかに高速に
することができる。なぜならば、浸透を綿密に制御することができ、したがってエネルギ
ーを調理結果に悪影響を及ぼすことなくより高い速度で注入できるからである。実際、従
来からの広帯域のパン焼き器において生じることが多い乾燥という伝統的な問題を生じさ
せずに、パンの表面を焦がすとともに、パンの内部を温めることができる。素子の照準可
能性ゆえに、ほぼすべてのエネルギーをパンへと直接的に注入し、最も望まれる場所（内
部の深い所や表面）に位置させることが、容易になる。これは、エネルギーに関してより
効率的であるだけでなく、伝統的なアナログ広帯域素子に比べてパン焼き器のハウジング
をはるかに低温に保ち、結果として台所環境の加熱が少ない。
【０２４８】
　デジタル調理のための本発明のシステムの他の利点は、周囲の加熱が少ないことである
。従来からの広帯域の抵抗ヒータによって生成される熱のうち、加熱すべき材料によって
吸収される分はわずかである。例えば、ピザオーブンが予熱され、ピザの調理を開始でき
るようになる場合、ピザが実際に調理のために通されるまでは、エネルギーがすべて無駄
にされる。したがって、この待機のエネルギーは、単純に環境へと失われ、ＨＶＡＣシス
テムなどの外部環境の制御部が、対処のためにさらに多くのエネルギーを費やすことを強
いられる。単一の最適な吸収波長または複数の最適波長がダイオードベースのオーブンの
設計の一部として選択されるため、放射体によって生成される放射熱エネルギーが、ほぼ
すべて対象の材料に吸収され、したがって外部の環境に負の影響を及ぼすことがない。ダ
イオード素子の回路基板のために水ジャケット冷却機構を使用することによって、放射エ
ネルギーへと変化することがない熱を、他の場所の最良の選択肢へと移動させることがで
きる。
【０２４９】
　本発明のシステムのまたさらなる利点として、より効率的な加熱は、器具によって使用
される電気負荷の軽減を意味する。さらに、「パン焼き速度」の向上の代わりに、きわめ
て小さなダイオードアレイを備える低出力の代案を、従来からのパン焼き器と同じ時間軸
で、しかしながらわずかな電気負荷しか必要としないという追加の利点を伴って、パンを
焼くために使用することができる。
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【０２５０】
　同様に、従来からのオーブン技術に比べて（上述した項目ゆえに）エネルギーの消費が
少ないということは、パン焼きまたは調理サイクル当たりの動作エネルギーコストが低い
ことを意味する。使用されるエネルギーが、光子へと効率的に変換され、対象へと直接注
入される。これらの素子から発せられるエネルギーは、本質的に指向性または方向の案内
が可能であるため、放射光子のうちのきわめて高い割合が実際に対象アイテムに衝突する
。より高いエネルギー密度を表面を焦がす恐れなく調理を実行するために直接注入できる
ため、調理を大幅に短縮された時間枠で実行することができる。すなわち、例えば各々の
ピザを調理するためのエネルギーコストおよび二酸化炭素排出量を大幅に下げることがで
きる。このデジタルベースの技術は「瞬時オン」および「瞬時オフ」であるため、実際の
調理が実行されているときしか電力を使用しない。環境へのさまざまな種類の影響が小さ
くなり、全体としてピザ店の店主または家庭にさらなる利益をもたらす。
【０２５１】
　現在のレーザダイオード、ＬＥＤ、および他の半導体素子の長寿命によって実証される
とおり、より新しい技術を使用して動作寿命を大幅に延ばすことができる。しかしながら
、従来からのオーブンおよびパン焼き器は、動作に関係した加熱および冷却の反復サイク
ルに関係する機械的な摩耗を免れない。丈夫ではあるが、フィラメントベースの電球とち
ょうど同じように、加熱または加熱素子が最終的に焼損または破損する。
【０２５２】
　効率およびコストの利点の他に、本発明のシステムは、安全の特徴を含む。第１に、感
電の危険が少なくなる。抵抗ヒータは、露出した抵抗線に電流を通すことによって動作す
る。オーブンまたはパン焼き器のハウジング内に安全に収容されているが、水（例えば、
流しの水）または導電性の物体（フォークなど）との接触が、危険な状態につながる可能
性がある。抵抗または石英加熱素子は、通常は、固有の危険を伴うかなりのＡＣ電圧によ
って駆動される。狭帯域のダイオードベースの器具は、熱を生成する素子がユーザにとっ
て直接露出しておらず、アクセス可能でなく、あるいは導電性でないため、これらの危険
を減らすことができる。また、ダイオードまたはレーザダイオード素子は、通常は、はる
かに安全な低電圧のＤＣ電源によって駆動される。本発明にしたがって構築される適切な
設計の製品を、ユーザをあらゆる電気接触の露出から隔離するようにより容易に設計する
ことができる。
【０２５３】
　火災の危険も少なくなる。従来からのパン焼き器からもたらされる環境の加熱の機構は
、パン焼きスロットから出る空気の対流であり得るが、これが多くの場合にパン焼き器の
本体を通る対流と組み合わさる。高温のパン焼き器は、きわめて本質的な火災の危険であ
る。ダイオード素子そのものは、典型的には、自身の損傷を伴わずに１００℃を超える温
度に達することがあり得ず、出力が純粋に放射であって、対流ではない。周囲の空気では
なくて対象を直接加熱する放射熱を発することによって機能し、したがって何かが燃焼温
度に達する理由がない。したがって、火災の危険が大幅に減らされてなる製品がもたらさ
れる。
【０２５４】
　本発明のシステムを使用する調理技法も改善される。例えば、調理油は、他の多くの食
品と比べて、類似した特徴の吸収曲線を有するが、明確な相違を有している。調理油は、
独特のピーク吸収を有しており、これを「フォールイン（ｆａｌｌ　ｉｎ）」浸漬揚げ物
と同様の風味を付与するために利用することができる。ピーク吸収の波長で照射を行うこ
とによって、下方の製品に適度な表面の焦げをもたらしながら、調理油をきわめて高温に
することができる。この独特な特徴を利用することによって、浸漬揚げ物プロセスを代替
する調理システムを設計することができる。しかしながら、本発明は、大量の高温の調理
油が存在しないため、はるかに高速、かつより少ないエネルギー、より低いコスト、およ
びより高い安全性で調理を行う能力を有すると考えられる。また、適切に設計されたシス
テムが、調理油の吸収がより少ないと予想され、より少量のより健康的な調理油を使用で
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きるため、より健康的な食品を生み出すと考えられる。
【０２５５】
　また、食品アイテムの直接照射は、改善された調理技術ももたらす。すでに述べたよう
に、伝統的または従来からの調理の大部分は、照射素子から食品を直接照射していない。
この理由は、すでに述べたとおりである。抵抗加熱素子が、多くのオーブンにおいて空気
を加熱するために使用され、この空気が食品を加熱するために使用されるため、プロセス
においてさらなる非効率および不正確な工程が生じる。石英ランプが直接的な照射のため
に使用されることがあるが、多くの場合、やはり石英ランプの出力によって生じる高温の
空気を調理室に吹かせるためにファンとの組み合わせにおいて使用される。デジタル狭帯
域照射の利点の１つは、対象または食品アイテムを直接照射できるように正確な１つ以上
の波長を選択できる点にある。上述の「ピザ塗装」の例で詳しく述べたように、この本発
明の機能の組み合わせから生じることができる多数の利点が存在する。直接照射を容易に
するために、場合によっては、ガラス製の調理器具または使用される波長においてきわめ
て透過性である他の調理器具の使用が推奨される。波長透過性の調理器具が使用される場
合、食品または対象アイテムを潜在的にあらゆる方向および側から直接照射できることを
、容易に理解することができる。もちろん、本発明を、直接照射によって加熱される半透
過性の調理器具または不透明な調理器具においても実施することができる。これは、調理
器具からのはるかに高い割合の熱伝導で食品を調理するため、最適でない場合がある別の
インターフェイスを生じさせる。このやり方で行われる場合、正しい波長による食品また
は対象への深い浸透の利点の一部が、あまり顕著でなくなる可能性がある。
【０２５６】
　さらに、本発明のシステムは、ユーザが食品アイテムへと風味を調理することを可能に
する。調理システムに食品に煙でいぶした風味を生成または付与する何らかのやり方を備
えることが、消費者においてきわめて好評である。多くの電気ベースの調理システムは、
そのような風味を食品に与える能力を有していない。これが、燃焼式の調理システムがき
わめて好評である１つの理由である。本発明のもう１つの利点が、煙でいぶしたような風
味または他の種類の風味を付与するように構成できる点にある。ブリケット、木片、ある
いは特別な媒体または部材を調理室へと食品の近傍に挿入し、煙または他のにおいのもと
を生じさせるべく必要に応じて選択的に照射することができる。挿入物の吸収特性に一致
するために特に適した狭帯域の波長を、相応に加熱されたときに正しい種類の煙または風
味を生じることが知られている挿入物を照射するように案内することができる。また、活
性化波長で照射されたときに所望の風味を生じる波長作動の食品添加物を使用することも
可能である。本発明は、デジタル狭帯域素子が正確に照準可能であり、選択的な狭い波長
を有することができ、適切に設計された場合に風味発生源をオン／オフするために効果的
に使用可能であるため、この技法によく適している。
【０２５７】
　本発明のシステムのまたさらなる利点は、他の調理装置を有する環境へと好都合に統合
できる点にある。レシピの各部分または成分あるいは食事の各部分を、各アイテムが適切
な時間に完成するように器具が「それぞれに話しかける（ｔａｌｋ　ｔｏ　ｅａｃｈ）」
ことが出来るようなやり方で、高い精度で準備することができる。装置を瞬時にオン／オ
フできることで、調理または処理の速度についてはるかに包括的な制御が可能になり、他
の食品の準備または保存の器具との上述の同期に役立つ。
【０２５８】
　以上の説明から明らかであるとおり、本発明は、対象の温度を何らかのやり方で操作す
る目的で、狭帯域の放射の最適な波長を対象へと注入する新規かつ効率的なやり方に関す
る。注入される放射は、潜在的には、所与の用途のための任意の狭帯域の波長であってよ
いが、多くの場合、種々の対象製品についてより興味深い吸収の特徴が存在する傾向にあ
る近赤外の波長帯にある。例えば、赤外線の注入の「対象」は、商業または工業の業務に
おける大量の対象から家庭またはレストランの調理プロセスにおける一般的な個々の食品
アイテムまでの範囲にわたる、幅広くさまざまなアイテムからの対象であってよい。
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【０２５９】
　一般に、理想的な狭帯域赤外加熱システムは、加熱または調理結果の最小限のエネルギ
ー消費との正しい組み合わせにおいて、対象の温度を最適に上昇させる。そのようなシス
テムは、照射を構成するエネルギーが対象によって部分的、所望のとおり、または完全に
吸収されて熱へと変換されるよう、電力の入力を対象へと照準された選択された単一また
は狭帯域の波長を有する放射電磁エネルギーの出力へと直接変換することができる素子を
備えることができる。より効率的に電気入力が放射電磁出力へと変換されるほど、システ
ムがより効率的に動作することができる。より効率的に放射電磁波が対象の所望の領域だ
けを露光するように照準されるほど、システムがより効率的に自身の仕事を達成できる。
使用のために選択される放射線放射素子は、対象が照射されていないときに入力も出力エ
ネルギーも浪費されないよう、瞬時「オン」および瞬時「オフ」の特徴を有するべきであ
る。露光された対象がより効率的に放射電磁エネルギーを吸収して熱へと直接変換するほ
ど、システムはより効率的に機能することができる。最適なシステムのために、システム
の設計において、個々の用途に使用されるシステムの出力波長の組を、その狭い波長帯に
おける対象の吸収の特徴に一致するように適切に選択することに注意を払わなければなら
ない。これらの波長の選択は、おそらくは、本発明の対象用途が異なれば、異なる対象ア
イテムの特有の吸収の特徴および異なる所望の結果に最も適するように、異なる選択とな
るであろう。
【０２６０】
　対照的に、本発明の応用の利点をさらに説明するために、幅広くさまざまな加工および
処理のために、さまざまな異なる種類の広帯域の放射加熱または調理システムを使用する
ことが、当技術分野および業界において周知である。すでに述べたように、そのような目
的のためにこれまで利用可能であった技術は、比較的広帯域のスペクトルの放射電磁エネ
ルギーを生成する。ほぼすべての場合に、オーブンに使用されるさまざまな種類の加熱素
子は、少なくとも数千ナノメートル以上の帯域幅の放射エネルギーを生成する。多くの場
合、たとえ生成される照射がもっぱら赤外の放射エネルギーとして出発しても、それが空
気を加熱し、結果として対象に達するときまでに対流加熱となる。多くの場合、直接の放
射エネルギーが対象に衝突することは、意図的に許されていない。なぜならば、広帯域の
放射源の波長帯の多くが加熱または調理対象のアイテムに悪影響を及ぼすからである。多
数のさまざまな広帯域の技術が、しばしば赤外加熱、赤外処理、赤外調理、または赤外加
工システムと称される一方で、実際には赤外スペクトルのかなり外の放射エネルギーおよ
び対流熱もほぼ常に生成する。例えば、一般的な家庭用オーブンは、きわめて長い波長の
広帯域の赤外エネルギーを大量に生成する抵抗「Ｃａｌｒｏｄ」加熱素子を使用する。ま
た、中赤外および近赤外ならびに可視スペクトルの上端においてもエネルギーを生成する
。これは、高い出力レベルにあるときに濃い鮮紅色に発光するという事実から明らかであ
る。長い波長のエネルギーは食品の表面を焦がしてしまう可能性が高いため、典型的には
、放射エネルギーが食品に直接衝突することがないようにする遮蔽が設けられる。結果と
して、遮蔽が直接の赤外エネルギーの多くを遮り、そのエネルギーが封じ込めの領域に跳
ね返されるため、加熱素子の周囲の空気が過熱されるとともに、オーブンの壁および他の
部品が大いに加熱され、結果としてオーブンの空洞が加熱され、対流または高温空気によ
る調理となる。いわゆる「対流オーブン」は、高温空気の速度を高めることによって食品
または対象との熱交換の速度を高めるブロアを単に有している。実際のところ、本来は高
温空気で加熱を行うすべてのオーブンが対流オーブンであるが、この市場向けの用語は、
数年前に高温空気の速度を高めるためのファンが新規かつ追加の特徴であったときに付与
された。
【０２６１】
　スペクトルの赤外部分は、一般的に、３つの波長分類へと分割される。それらは、通常
は、近赤外、中赤外、および長赤外の波長帯として分類される。これらの用語は、実務に
おいてきわめて大まかに、種々の業界ごとにわずかに異なって使用されているように見受
けられ、これらの大まかな領域の正確な切り分け点は、明確には確立されていない。しか
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しながら、近赤外領域が可視光と１．５マイクロメートルとの間の範囲にわたることは、
一般的に受け入れられている。波長は、本明細書および他の場所においてナノメートルと
いう言葉で指定されることが多いため、１０００ｎｍ（ナノメートル）が１μｍ（マイク
ロメートル）に等しいことを認識すべきである。中赤外の領域は、１．５～５マイクロメ
ートルの範囲にわたる。長赤外の領域は、一般に５～１４マイクロメートルの間およびそ
れよりも上に位置すると考えられる。
【０２６２】
　何度も上述したように、工業、商業、調理、熱処理、またはプロセス設備において使用
されている放射赤外源は、これまでは、赤外スペクトルの１つの部分に限定されることが
ほとんどないきわめて広帯域の波長を生成している。それら広帯域の出力は、赤外スペク
トルの特定の範囲にピークを有する場合があるが、典型的には隣接の領域へとかなり延び
る出力のすそを有している。設備または器具の製造者は、赤外という用語が、それが指す
実際の波長帯に関して無意味であるほどに大まかに使用されるようになっているにもかか
わらず、依然として自身の製品を「赤外」での加熱と一般的に称することに遠慮がない。
赤外は、彼らの加熱または調理製品について、多くを正確に定義していない。例えば、当
技術分野において周知であり、さまざまな調理、硬化、乾燥、およびプロセス加熱の作業
に使用されている石英赤外加熱ランプは、多くの場合に、９００～１１００ナノメートル
の範囲にピーク出力を生じる。これらのランプは、出力のピークを９００～１００ナノメ
ートルの間に有する場合があるが、紫外（ＵＶ）から可視を経て中赤外の約３．５マイク
ロメートルに至る連続する一連の幅広い波長帯にきわめて大きな出力を有する。この分野
における典型的な従来技術の例として、図１６が、Ｈｅｒａｅｕｓと呼ばれる米国の大手
の製造者が製造したいくつかの異なる種類の石英赤外加熱素子の出力のグラフを示してい
る。明らかに、種々の設計の石英ランプのピーク出力が近赤外または中赤外の範囲にある
が、可視範囲および中赤外範囲の両方にかなりの出力を有する広帯域の放射源であること
が明らかである。例えば、摂氏２２００度の黒体を模擬する石英管は、その放射エネルギ
ー強度の４０％超を可視光範囲に有しており、その範囲の長波長側の端部において３００
０ナノメートルを超えて延びている。したがって、既存の広スペクトルの赤外源では、所
与の加熱、硬化、調理、または処理の用途にとって最も望ましいと考えられる好ましい１
つ以上の波長に関して、選択的であることができない。それは、本質的に広スペクトルの
処理またはプロセスであり、安価であり、現実的な代案がこれまでは存在しておらず、本
発明の教示以前には波長特定的な調理の実際の様態があまり知られていなかったがゆえに
、幅広く使用されてきた。
【０２６３】
　これらのアナログ広帯域源の調理における歴史的な使用と対照的に、本明細書で意図さ
れるとおりの改善された加熱のやり方は、特定的かつはるかに狭い波長帯に位置する。こ
のやり方は、対象の材料または食品が何であるかに依存するが、多くの対象において、最
も効率的な調理または温度上昇のやり方は、１つ以上の狭い波長帯における熱ＩＲエネル
ギーの吸収に起因することが多い。例えば、典型的な広帯域の赤外線源において、赤外線
源が３０００ｎｍを超える帯域幅にわたって赤外エネルギーを発しているにもかかわらず
、実際の熱吸収の大部分が、対象の吸収スペクトルに依存して決まる狭い波長帯において
生じていることが、多くの場合に事実である。重要かつ有用な吸収または透過は、１００
ｎｍよりも狭い可能性がある。したがって、広帯域のＩＲエネルギー出力の大部分が、本
当に望まれる加熱または調理結果の達成において有用でない。
【０２６４】
　抵抗加熱素子は、最も古く、依然として多くのオーブンおよび乾燥システムにおいて最
も一般的な種類の電気熱源である。それらは、業界における初期の商品名ゆえに「Ｃａｌ
ｒｏｄ」と呼ばれることが多いが、まさに抵抗加熱素子である。これらの加熱素子に電流
を通すことによって、これらの加熱素子は、その温度の関数として変化する出力を有する
黒体熱源に匹敵する。これらの加熱素子は、典型的には石英ランプよりも低い温度で動作
するため、きわめて長い赤外の波長を放射する。これらの加熱素子の出力曲線は、プラン
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クの法則に従う。これらの加熱素子は、オーブンにおいて、素子の近くの対象を３つの異
なるやり方で実際に加熱する。これらの素子は、自身の周囲の大気を伝導によって過熱し
、程度は低いがオーブンの構造、取り付け、および内表面を伝導によって過熱する。次い
で、高温の空気が、対象を対流によって加熱する。さらに、長波の赤外エネルギーが、対
象およびそれを収容している構造へと放射熱を与える。この加熱方法は、いくつかの異な
る加熱の様態を含むが、非常に効率的ではないが、効率的に働くことが長年にわたって証
明されてきた。単純な例として、平均的な家庭において調理プロセスの最中にオーブンの
扉が開かれた場合、加熱された大量の空気が逃げ出し、家庭の通常の周囲温度の空気と置
き換えられ、これを抵抗加熱素子から再び加熱しなければならない。調理の効率が、オー
ブンの付近の環境のかなりの加熱が生じているにせよ、オーブンの扉が開かれるときに失
われる。実際に、オーブンの扉が開いたままにされると、システムが究極的にはオーブン
について設定されたサーモスタット温度まで家屋を加熱しようとし、きわめて無駄である
。しかしながら、これは、扉を有していないことが多いコンベアオーブンを備えるピザ店
ならびに多くの商業または産業の調理の状況において生じる筋書きである。
【０２６５】
　本発明は、従来からのオーブンと全く対照的に、少なくとも１つの形態において、照射
素子が所望のときにだけ作動してエネルギーを生成するように設計されている。「瞬時オ
ン」／「瞬時オフ」型の素子であるため、食品または対象が加熱のために存在するときに
だけオンにすればよい。多くの市販のオーブンは、冷却および再加熱の時間がかなり長く
、オーブンが乱されることが望ましくない安定温度に達しているため、一日中オンにされ
ている。例えば、ピザ店における大きなコストは、オーブンを長時間にわたって運転し、
あるいは連続的に運転する費用である。本発明は、これらの状況に対して大きな利点をも
たらすことができると同時に、調理プロセスにより高い精度をもたらすことができる。
【０２６６】
　本発明は、新規な狭帯域技術および分子吸収の科学を利用して効率的に加熱を行うはる
かに直接的なやり方である。対象の狭帯域の吸収の特徴に一致する狭帯域の加熱素子を選
択することによって、放射エネルギーを、効率的かつ直接的に対象へと注入することがで
きる。浸透の深さは、狭帯域放射加熱素子の出力に選択された波長における対象の吸収係
数の関数である。
【０２６７】
　エネルギー消費コストが、仕上がった物品または加熱処理された物品のコストのますま
す大きな部分を構成するようになってきている。例えば、ピザ店にとっての大きな費用は
、ピザオーブンを運転するためのエネルギーコストである。本発明は、電気エネルギーを
調理、乾燥、または硬化の対象品へとプロセスに必要な熱を生じさせるべく直接的に注入
できる放射エネルギーへと変換するきわめて効率的なやり方である。
【０２６８】
　この点に関し、固体電子工学の分野において、半導体放射体またはＬＥＤあるいはレー
ザダイオードは周知である。この形式の光子または光子束放射体は、市場で入手すること
ができ、紫外（ＵＶ）から可視を経て十分に赤外の範囲までの種々の波長で動作すること
が知られている。基本的な光電変換および化学的性質は、光出力の実際の生成に関して、
ＬＥＤおよびレーザダイオードについてきわめて類似しており、レーザダイオードは、光
子が実際に放射される前にポンピング増幅工程を追加し、したがってより高い光出力レベ
ルを達成することができる。上述のように、どちらも本発明の実施に適した狭帯域素子で
あるため、説明される電子－光子の変換プロセスは、ＬＥＤおよびレーザダイオードの両
方に関する。
【０２６９】
　ＬＥＤおよびレーザダイオードは、適切にＮおよびＰドープされた半導体材料で作られ
る。Ｐドープ領域を同じ材料のＮドープ領域に直接接触させて含むように適切に処理され
た多数の半導体材料に、ダイオードという一般名が与えられる。ダイオードは、その技術
分野において周知のとおり、多数の重要な電気的および光電的特性を有している。例えば
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、形成された半導体ダイオードのＮドープ領域とＰドープ領域との間の物理的な境界にお
いて、材料に特徴的なバンドギャップが存在することが当技術分野において周知である。
このバンドギャップは、Ｎ領域の伝導帯に位置する電子のエネルギーレベルについて、よ
り低い利用可能なＰ領域の軌道の電子のエネルギーレベルに対する差に関係する。電子が
ＰＮ接合を横切って流れるように誘導されるとき、Ｎ領域の伝導軌道からより低いＰ領域
の軌道への電子のエネルギーレベルの遷移が生じ始め、そのような電子の遷移の各々につ
いて光子の放射が生じる。正確なエネルギーレベル、あるいは放射される光子の波長は、
導かれた電子のエネルギーの低下に対応する。
【０２７０】
　要約すると、ＬＥＤは、直接的な電流－光子の放射体として機能する。フィラメントま
たは他の黒体式の放射体と異なり、出力光子を抽出できるようになる前に入力エネルギー
を熱という中間的な形態に変換する必要がない。この直接的な電流－光子の挙動ゆえ、Ｌ
ＥＤは、きわめて高速に働くという特性を有する。ＬＥＤは、きわめて高いパルス速度の
ＵＶ、可視、および／または近ＩＲ光の生成を必要とする多数の用途において使用されて
いる。ＬＥＤの高いパルス速度という特性がきわめて有用である１つの具体的な用途は、
可視または近赤外の光がレンズで合焦された画像の形成に使用され、次いで画像がコンピ
ュータで検査される個々の部品の自動的な視覚検知の用途である。
【０２７１】
　フィラメントベースの放射源と異なり、ＬＥＤは、使用されている半導体材料の特有の
バンドギャップに対応する比較的限られた波長範囲の放射を生じる。このＬＥＤの特性は
、部品の照明、状態表示、または光通信など、波長選択的な動作が必要とされる用途にお
いて特に有用である。より最近では、ＬＥＤの大集団が、より大規模な形態の可視の照明
に使用されており、自動車の尾灯または交通信号灯などの信号光にも使用されている。
【０２７２】
　以上の説明は、本発明の特定の実施形態の開示を提供しているにすぎず、本発明をそれ
らの実施形態に限定しようとするものではない。したがって、本発明は、上述した用途ま
たは実施形態だけに限定されるものではない。本開示は、本発明の多数の用途を幅広く取
り上げており、１つの用途の実施形態を具体的に取り上げている。当業者であれば、本発
明の技術的範囲に包含される別の用途および具体的な実施形態に想到できると認識される
。
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