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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
照明装置であって、
第１及び第２の表面を有する熱伝導要素であって、第１の表面の第１の部分が照明装置
を取り付ける構造物表面のコンタクト領域に接触している、熱伝導要素と、
熱伝導要素の第１の表面の第２の部分にマウントされている複数の固体発光素子と、
複数の固体発光素子の少なくとも１つから発生された光の少なくとも一部分を反射する
位置に配置された反射性要素と
からなることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
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請求項１記載の照明装置において、
熱伝導要素は伝導要素開口を画定し、
複数の固体発光素子は熱伝導要素の第１の表面にマウントされており、
反射要素は熱伝導要素の第１の表面にマウントされている
ことを特徴とする照明装置。
【請求項３】
請求項２記載の照明装置において、熱伝導要素開口は光透過プレートによりカバーされて
おり、複数の固体発光素子の任意のものから発生されて熱伝導要素開口を通過する光が、
光透過プレートを通過することを特徴とする照明装置。
【請求項４】
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請求項２又は３記載の照明装置において、熱伝導要素が熱伝導要素開口を取り囲むように
構成されていることを特徴とする照明装置。
【請求項５】
請求項１−４いずれかに記載の照明装置において、反射要素は、熱伝導要素の第３の部分
にマウントされていることを特徴とする照明装置。
【請求項６】
請求項１−５いずれかに記載の照明装置において、構造物表面は、該構造物表面によって
囲まれている構造物表面開口を備えていることを特徴とする照明装置。
【請求項７】
請求項１−６いずれかに記載の照明装置において、熱伝導要素は、空気中に露出されてい
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る第４の部分を有していることを特徴とする照明装置。
【請求項８】
請求項２−７いずれかに記載の照明装置において、熱伝導要素の第１及び第２の表面は、
相互に平行な第１及び第２の表面であり、かつ、第２の表面上の任意の２点間の最大距離
の１０％以下の距離だけ離間していることを特徴とする照明装置。
【請求項９】
請求項１−８いずれかに記載の照明装置において、該装置はさらに、熱伝導要素の第１の
表面から、第２の表面から離れるように延びているシールド要素を備えていることを特徴
とする照明装置。
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【請求項１０】
請求項６記載の照明装置において、反射要素は、構造物表面開口の内に延びていることを
特徴とする照明装置。
【請求項１１】
請求項１−１０いずれかに記載の照明装置において、熱伝導要素は環状であり、該熱伝導
要素の第１及び第２の部分は同心であり、かつ、該第１の部分は第２の部分の外側に存在
することを特徴とする照明装置。
【請求項１２】
請求項１−１１いずれかに記載の照明装置において、複数の固体発光素子の少なくとも１
つは発光ダイオードであることを特徴とする照明装置。
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【請求項１３】
請求項１−１２いずれかに記載の照明装置において、該装置はさらに、バッテリと、該バ
ッテリを複数の固体発光素子の少なくとも１つに電気的に接続するための回路網とを備え
ていることを特徴とする照明装置。
【請求項１４】
請求項１−１３いずれかに記載の照明装置において、該装置はさらに、光起電性エネルギ
ー収集装置と、該収集装置を複数の固体発光素子の少なくとも１つに電気的に接続するた
めの回路網とを備えていることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】

40

【０００１】
関連する出願への相互参照
この出願は、２００６年５月５日に出願された米国仮特許出願第６０／７９８，４４６
号、の利益を主張するものであり、その出願の全体は、参照によりここに組み入れられる
。
【０００２】
発明の分野
本発明は、照明装置、特に、１つ、またはそれ以上の固体発光素子を含む、デバイスに
関係する。ある特定の側面において、本発明は、

埋め込まれた缶

の照明装置に関する

。
【背景技術】
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【０００３】
発明の背景
毎年、米国において生成される電気の多くの部分（いくつかの見積りは、２５％と高い
）は、照明に行っている。したがって、よりエネルギー効率の高い照明を与える、進行中
の必要がある。白熱電球は、エネルギー効率のよくない光源であることはよく知られてい
る − それらが消費する電気の約９０％は、光よりむしろ熱として開放される。蛍光灯バ
ルブは、白熱電球より、（約１０倍だけ）より効率的であるが、しかし、発光ダイオード
等の、固体発光素子に比較すると、まだ、きわめて非効率である。
【０００４】
さらに、固体発光素子の通常の寿命に比較すると、白熱電球は、相対的に短い寿命、た
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とえば、代表的に約７５０−１０００時間を持つ。比較するに、発光ダイオードの寿命は
、たとえば、一般に、数十年単位で、測定することができる。蛍光灯は、白熱灯より、よ
り長い寿命（たとえば、１０，０００−２０，０００時間）を持つが、しかし、色再現の
好ましさは低い。
【０００５】
色再現は、代表的に、特定のランプにより照明されたときの、対象物の表面色のシフト
の相対的な示しである演算色評価数（ＣＲＩ

Ｒａ）を用いて測定される。ＣＲＩ

Ｒａ

は、照明システムの色再現が、８個の参照色を照明するときの参照放射器のそれとどのよ
うに比較されるかの測定結果の修整された平均である。該ＣＲＩ

Ｒａは、もし、照明シ

ステムにより照射されている１セットのテストカラーのカラー座標が、参照放射器により

20

照射されている同じテストカラーの座標と同じであるとき、１００に等しく（約１００の
Ｒａ）、白熱電球は、また、比較的近く（９５より大きいＲａ）、蛍光照明は、より正確
さが低い（７０−８０の代表的Ｒａ）。あるタイプの特殊化された照明は、大変低いＣＲ
Ｉを持つ（たとえば、水銀蒸気またはナトリウムランプは、約４０、あるいは、さらによ
り低い、のように低いＲａを持つ）。
【０００６】
従来の電灯設備 により直面されるもう１つの問題は、照明装置（たとえば、電灯バル
ブ等）を、周期的に置き換える必要である。このよう問題は、特に、アクセスが困難であ
る（たとえば、丸天井、橋、高いビル、交通トンネル）ところで、および／または、交換
コストが極端に高いところで表明されている。従来の電灯設備の代表的な寿命は、少なく
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とも約４４，０００時間の光発生装置の使用（２０年間にわたる１日６時間の使用に基づ
く）に対応する、約２０年である。光発生装置の寿命は、代表的にもっと小さく、これに
より、周期的な交換の必要を生じる。
【０００７】
既存のＬＥＤ構成要素パッケージ、および他の電子回路が、１つの電灯設備内にアセン
ブルされる設計が与えられてきた。このような設計において、パッケージ化されたＬＥＤ
は回路基板に、または直接ヒートシンクにマウントされ、該ヒートシンクは、該電灯設備
ハウジングに所望の駆動電子回路とともにマウントされている。多くの場合において、追
加的な光学部品（パッケージ部品に対して２次的な）が、また必要である。
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【０００８】
表現

発光ダイオード

は、ここで、基本的な半導体ダイオード構造（すなわち、チッ

プ）を言及するのに、用いられる。共通に認識され、商業的に利用可能な、（たとえば）
電子回路ショップにおいて売られている
ている

パッケージ化された

ＬＥＤ

は、代表的に、多くの部品から作られ

デバイスを表す。これらのパッケージ化されたデバイスは

、代表的に、米国特許第４，９１８，４８７；５，６３１，１９０；および５，９１２，
４７７号に開示されているもののような（しかしそれらに限定されない）半導体ベースの
発光ダイオード；種々のワイヤ接続、および、該発光ダイオードを収容するパッケージを
、含む。
【０００９】
他の光源、たとえば、白熱電灯バルブに代えて、発光ダイオードを用いるにおいて、パ
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ッケージ化されたＬＥＤは、従来の電灯設備、たとえば、中空レンズ、および該レンズに
取り付けられたベースプレートを含む設備、ここで、該ベースプレートは、電源に電気的
に結合された１つ、またはそれ以上のコンタクトを持つ従来のソケットハウジングを持つ
、とともに用いられてきた。たとえば、電気回路基板、該回路基板にマウントされた複数
のパッケージ化されたＬＥＤ、および、該回路基板に取り付けられ、かつ該電灯設備のソ
ケットハウジングに接続されるよう適合された接続ポストよりなるＬＥＤ光バルブが、構
築されており、これにより、該複数のＬＥＤは、前記電源により照明されることができる
。
【００１０】
発光ダイオードの開発は、多くの方法で照明産業を改革してきたが、発光ダイオードの
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特徴のいくらかは、そのいくらかは、まだ十分に満たされていない挑戦を提示してきた。
たとえば、任意の特定の発光ダイオードの出射スペクトルは、代表的に（該発光ダイオー
ドの組成、および構造により記述されるように）単一波長の周りに集中しており、これは
、いくらかの応用のためには望ましいが、しかし、他の応用（たとえば、照明を与えるた
め、このような出射スペクトラムは、大変低いＣＲＩ

Ｒａを与える）のためには、望ま

しくない。
【００１１】
伝統的な埋め込まれた電灯設備は、天井ジョイントに取り付けられた水平金属ストラッ
トを用いて天井内にマウントされた金属シリンダー（

缶

）よりなる。該シリンダー内

において、調整可能な摺動するプレート上にマウントされているのは、その中に光バルブ
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が挿入されている光バルブソケットである。代表的に、６０Ｗの白熱電球バルブ、または
１５Ｗのコンパクト蛍光灯バルブが使用される。たとえば、従来の埋め込まれた電灯設備
は、図１に描かれている。
【００１２】
該バルブの環帯の周りにあり、かつシリンダーの内側エッジに向けて下方に伸びている
のは、バッフル、または反射するコーンである。化粧品的であるリングは、該シリンダー
の底エッジの周りに配置されており、かつ、該天井内の円形の切り抜きをじかに囲む領域
をカバーし、かつ光出力開口の回りの魅力的な終端化を作るよう、外方に伸びている。
【００１３】
該バルブの位置（高さ）は、該バルブが該部屋の中に立っている人には直接見えず、か
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つ、該電灯設備からの光が、それが主に該電灯設備の下の領域を照明するような方向に向
けられるよう設定することができる。
【００１４】
これらの電灯設備は、それらは、（埋め込まれていて）実質的なまぶしい輝きを作るも
のではなく、かつ、それらの下に位置している対象物をハイライトするものではないので
、よく知られている。
【００１５】
該

缶

は、一般に、側面、および頂面の周りは、該部屋から該電灯設備を通って該天

井キャビティー内への雰囲気の熱、または冷却の損失を妨げるよう、実質的に空気封止さ
れていることが要求される。該ランプは該缶の中にマウントされているので、光源により
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発生される熱の多くは、該缶内で熱せられた空気は上昇し、該缶内でトラップされるため
、該缶内でトラップされる。特殊な絶縁は、普通、火事を防ぐために、天井キャビティー
内で該缶の周りに必要とされる。
【００１６】
該缶の内側での環境は、固体発光のために理想的ではない。ＬＥＤは、白熱電球、およ
び蛍光灯光源に対し、実質的なエネルギー、および寿命の利点を持つ − ＬＥＤは、しか
しながら、高温では、よく動作しない。ＬＥＤ光源は、上記した他のものが、丁度、数か
月、あるいは１−２年であるのに対し、数十年の動作寿命を持つ。しかしながら、ＬＥＤ
の寿命は、もしそれが高温で動作すれば、実質的に短くなる。ＬＥＤの接合温度は、もし
１００，０００時間の寿命が望ましいのであれば、７０°Ｃを超えるべきではないことが
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、一般に受け入れられている。
【００１７】
効率的な個々のＬＥＤ光源は、代表的に、ＬＥＤダイの大きさに依存して、３、および
５０ルーメン光／ソース（ＬＥＤダイ、またはランプ）を、与える。６０Ｗ白熱電球バル
ブを用いる代表的な埋め込み型ダウンライトは、約５００ルーメン光を与えるものであり
、それゆえ、ＬＥＤから同様の量の光を与えるためには、多数のＬＥＤ光源が必要となる
であろうことが見られる。
【００１８】
小ダイ

（代表的に、３００平方マイクロメートル）を用いて、同様の量の光を与え

るためには、約２００個のダイが必要であろう、あるいは、代替的に、大きい

電力ダイ
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（代表的に、約１平方ミリメートル）を用いて、１０から２０個のダイが必要であろう
。
【００１９】
上記した、および他の理由により、それにより、広い範囲の応用において、固体発光素
子を、白熱電球、蛍光灯、および他の光発生装置の代わりに用いることのできる方法を開
発する努力が、行われ続けてきた。さらに、発光ダイオード（または、他の固体発光素子
）がすでに用いられているところでは、たとえば、エネルギー効率、色評価演算（ＣＲＩ
Ｒａ）、コントラスト、有効性（ｌｍ／Ｗ）、コスト、および／または、サービス期間
、に関して改善された発光ダイオード（または、他の固体発光素子）を与えるよう、努力
が行われ続けてきている。
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【発明の開示】
【００２０】
発明の簡単なサマリー
本発明の第１の側面において、少なくとも１つの熱伝導要素、複数の固体発光素子、お
よび少なくとも１つの反射性要素を含む、かつそこにおいては、前記固体発光素子、およ
び前記反射性要素は、前記熱伝導要素上にマウントされている、照明装置が与えられる。
【００２１】
本発明の該第１の側面によるいくらかの実施形態においては、該熱伝導要素は、少なく
とも１つの伝導要素開口を、定義する。このような実施形態のいくらかにおいては、前記
熱伝導要素は、前記伝導要素開口を囲む。
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【００２２】
本発明の該第１の側面によるいくらかの実施形態においては、前記反射性要素は、前記
熱伝導要素の第２の部分上にマウントされている。
【００２３】
第１の側面によるいくらかの実施形態においては、第２の反射性要素が、前記熱伝導要
素上に配置されている。
【００２４】
本発明の該第１の側面によるいくらかの実施形態においては、前記熱伝導要素の第３の
部分は、構成表面のコンタクト領域と接触しており、該構成表面は、少なくとも１つの構
成表面開口を持ち、該コンタクト領域は、該構成表面開口を囲んでいる。
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【００２５】
本発明の該第１の側面によるいくらかの実施形態においては、前記熱伝導要素の第４の
部分は、雰囲気空気に露出されている。
【００２６】
本発明の第２の側面においては、少なくとも１つの熱伝導性要素、複数の固体発光素子
、および少なくとも１つの反射性要素を含む、そこにおいては、前記熱伝導性要素は、少
なくとも１つの伝導要素開口を定義し、かつそこにおいては、前記固体発光素子、および
前記反射性要素は、前記熱伝導要素の第１の側上にマウントされている、照明装置が与え
られる。
【００２７】
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本発明の第３の側面においては、少なくとも１つの熱伝導要素、複数の固体発光素子、
および、少なくとも１つの反射性要素を含む、そこにおいては、前記熱伝導要素は、少な
くとも１つの伝導要素開口を定義し、そこにおいては、前記熱伝導要素の第１の側の第１
の部分が、構成表面のコンタクト領域と接触しており、該コンタクト領域は、前記反射性
要素がその中に伸びる開口を囲んでおり、かつそこにおいては、前記固体発光素子、およ
び前記反射性要素が、前記熱伝導要素の第１の面上にマウントされている、照明装置が与
えられる。
【００２８】
本発明の第４の側面においては、少なくとも１つの熱伝導要素、および複数の固体発光
素子よりなり、そこにおいては、前記熱伝導要素の第１の側の第１の部分が、構成表面の
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コンタクト領域と接触しており、そこにおいては、前記固体発光素子が、前記熱伝導要素
の前記第１の側の第２の部分上にマウントされており、かつそこにおいては、前記熱伝導
要素の第２の側が、雰囲気空気に露出されている、照明装置が与えられる。
【００２９】
本発明によるいくらかの実施形態においては、該照明装置はさらに、前記伝導要素開口
を、前記固体発光素子のいずれかにより出射され、前記伝導要素開口を通過する光が、該
光透過プレートを通過しなければならないようにカバーする光透過プレートを、有する。
【００３０】
本発明によるいくらかの実施形態においては、前記熱伝導要素の前記第１の側は、第１
の表面であり、前記熱伝導要素の第２の側は、第２の表面であり、該第１の表面、および

20

該第２の表面は、相互に実質的に平行であり、かつ、該第２の表面上の任意の２つの点間
の最大距離の１０％より大きくない距離だけ、相互に間隔を開けられている。
【００３１】
本発明によるいくらかの実施形態においては、該照明装置はさらに、少なくとも１つの
シールド要素を備え、これは、前記熱伝導要素の前記第２の側から離れて、前記熱伝導要
素の前記第１の側から伸びている。
【００３２】
本発明の１つの好ましい側面において、固体発光素子（たとえば、発光ダイオード）を
用いた、かつ、部屋内（たとえば、天井内）にマウントすることができる、電灯設備が与
えられ、そこでは、前記固体発光素子からの熱は、部屋の環境に有効に伝達され、前記固

30

体発光素子の直接の外観が妨げられ（これにより、まぶしい輝きを低減させ）、かつ／ま
たは、該光の、集束、および／または、混合、および／または、フィルタリングが、該光
が、該電灯設備を出て部屋内に入る前に、および／または、入るときに、与えられるもの
、が与えられる。
【００３３】
本発明のもう１つの好ましい側面においては、固体発光素子（たとえば、発光ダイオー
ド）を用いた電灯設備であって、審美的に魅力があり、かつ、天井内に（あるいは、他の
構成表面、たとえば、壁、または床）内に、埋め込むことのできるものが、与えられる。
本発明による特定の実施形態においては、このような電灯設備は、好ましく低減されたま
ぶしい輝きをもつことができ、

暖かい

色温度をもつことができ、高いＣＲＩ

Ｒａを

40

もつことができ、大変長い寿命を持つことができ、低減された火災の原因（あるいは、無
視することのできる火災の原因）を、提示することができ、エネルギー的に有効であるこ
とができ、および／または、搭載するのが容易、であることができる。
【００３４】
本発明は、添付の図面、および、本発明の以下の詳細な説明を参照して、より十分に理
解されるであろう。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
発明の詳細な説明
上記したように、本発明の第１、第２、および 第３の側面においては、おのおの少な
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くとも１つの熱伝導要素、複数の固体発光素子、および少なくとも１つの反射性要素より
なる照明装置が、与えられる。本発明の第４の側面において、少なくとも１つの熱伝導要
素、および複数の固体発光素子よりなる、照明装置が与えられる。
【００３６】
該少なくとも１つの熱伝導要素は、良い熱伝導性ばかりでなく、それが用いられる環境
において、かつ、その設計、たとえば、構造的剛性、耐磨耗性、および腐食性等、に鑑み
、適切に機能するのに必要な他の特性を与える任意の材料よりなることができる。それか
ら該熱伝導要素を構成することのできる適切な材料は、アルミニウムである。
【００３７】
本発明によるいくらかの実施形態においては、該熱伝導要素は、少なくとも１つの伝導

10

要素開口を、定義する。このような実施形態のいくらかにおいては、該熱伝導要素は、前
記伝導要素開口を囲む。
【００３８】
たとえば、図２、図４、および 図９から図１２は、おのおの、伝導要素開口を定義し
、かつ囲む熱伝導要素を含む照明装置を、描いている。
【００３９】
本発明によるいくらかの実施形態、たとえば、（以下に詳細に記述される）図１３に描
かれた照明装置においては、該熱伝導要素は、少なくとも１つの伝導要素開口を定義する
が、しかし、該伝導要素開口を囲まない。
20

【００４０】
本発明によるいくらかの実施形態、たとえば、図２、図４、および 図９に描かれた照
明装置においては、該熱伝導要素は、トロイダルである。該表現

トロイダル

は、ここ

では、平面の閉じたカーブを、該カーブと同じ平面内にあり、該カーブとは交差しない線
の周りに回転させることにより生成されることのできる形状に言及する通常の使用と一貫
して使用される。
【００４１】
すなわち、該表現

トロイダル

は、該円同じ平面内にある線の周りに円を回転させる

ことにより、生成されるであろうドーナツ形状ばかりでなく、該同じ平面内にある線の周
りに、矩形、三角形、不規則な（抽象的な）形状等、を回転させることにより生成される
であろう形状を、カバーする。表現

実質的にトロイダル

（それは、

トロイダル

を

30

、カバーする）は、該構造上の各点についてのｙ座標が、このような点のｘ座標を、トロ
イドについての方程式に挿入することにより得られる値の０．９５から１．０５倍内にあ
ることを意味する。
【００４２】
ここで使用されるように、たとえば、
質的に環状の
の

、

、

実質的に透明な

実質的に円筒形状の

、

、

実質的に気密の

、

実質的に円錐形状の

実質的に半楕円形状の

、

実質的に平行な
、

実質的に気密の

実

実質的に円錐台形状

実質的に同心円状の

は、記載された特徴との少なくとも約９５％の一致を、意味する：
表現

、

等

すなわち、

は、実質的に気密な構造が、開口を浸透するであろう空気の量

の５％以上でないだけ、浸透することを、意味する；
表現

実質的に平行な

40

は、２つの線（または、２つの平面）が、最大で、９０度の５

％の角度だけ互いに拡散することを意味する；
表現

実質的に環状の

は、該其板上の各点のｙ座標が、このような点のｘ座標を、環

帯についての方程式に挿入することにより得られる値の０．９５倍から１．０５倍内にあ
ることを意味する；
表現

円錐形状の

は、該構造上の各点のｙ座標が、このような点のｘ座標を、円錐に

ついての方程式に挿入することにより得られる値の０．９５倍から１．０５倍内にあるこ
とを意味する；
表現

実質的に円錐台形状の

は、該構造上の各点のｙ座標が、このような点のｘ座標

を、円錐台についての方程式に挿入することにより得られる値の０．９５倍から１．０５
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倍内にあることを意味する；
表現

実質的に円筒形状の

は、該構造上の各点のｙ座標が、このような点のｘ座標を

、円筒についての方程式に挿入することにより得られる値の０．９５倍から１．０５倍内
にあることを意味する；
表現

実質的に同心円状の

は、第１の実質的に円形の点の位置上の各点についてのｙ

座標が、このような点のｘ座標を第１の円についての方程式に挿入することにより得られ
る値の０．９５倍から１．０５倍内にあり、第２の実質的に円形の点の位置上の各点につ
いてのｙ座標が、このような点のｘ座標を第１の円についての方程式に挿入することによ
り得られる値の０．９５から１．０５倍内にあり、かつ、該第１の円の中心と該第２の円
の中心との間の距離が、該円の１つの半径の５％より大きくない、ことを意味する；
表現

10

は、方程式 ｘ2/ａ2 ＋ｙ2/ｂ2 ＝１、 ここで、ｙ≧０

実質的に半楕円形状の

、をもって半楕円を描くことができ、かつ、虚数軸を、該構造上の各点のｙ座標が、この
ような点のｘ座標をこのような方程式内に挿入することにより得られる値の０．９５倍か
ら１．０５倍内に引くことができることを、意味する；
表現

実質的に透明な

かつ、

は、該構造に入射する光の少なくとも９５％が、該構造を通過

しかつ、該構造から反対側に出射することを意味する。
【００４３】
本発明によるいくつかの実施形態において、該熱伝導要素は、少なくとも１つの伝導要
素開口を、定義する。たとえば、該伝導要素は、実質的にトロイダルであるところでは、
該トロイドは、伝導要素開口を、定義する。

20

【００４４】
本発明によるいくらかの実施形態においては、該伝導要素は、実質的に環状である。い
くらかのこのような実施形態においては、該熱伝導要素の第２の側は、改善された熱放散
を与えるために、該第２の側の表面領域を増大するために、一連の羽根（交互に終端され
たリセスされたスロット）を持つ。いくらかの実施形態において、羽根の代わりとして、
あるいはこれに加えて、その表面領域をさらに増大し、および／または、その熱抵抗を低
減し、かつまた、喜ぶべき外観を与えるよう、該第２の側は、コートされ、処理され、あ
るいは、パターン化されている。
【００４５】
一般に、任意の所望の固体発光素子（１つ、または複数）を、本発明により用いること

30

ができる。当業者は、広い範囲の種々のこのような発光素子をよく知っており、容易に入
手することができる。このような固体発光素子は、無機の、および有機の光発光素子を含
む。このような光発光素子のタイプの例は、広い範囲の発光ダイオード（ポリマー発光ダ
イオード（ＰＬＥＤ）を含む、無機の、あるいは有機の）、レーザダイオード、薄膜エレ
クトロルミネッセントデバイス、光発光ポリマー（ＬＥＰ）、そのおのおのの広い範囲の
ものは、技術においてよく知られており（かつそれゆえ、このようなデバイスを、および
／または、それらからこのようなデバイスがつくられる材料を、詳細に記述する必要はな
い）。
【００４６】
本発明によるいくらかの実施形態においては、該固体発光素子の少なくとも１つは、Ｌ

40

ＥＤである。
【００４７】
発光ダイオードは、電流を、光に変換する公知の半導体デバイスである。広い範囲の発
光ダイオードは、目的の今でも拡大する範囲のために、ますます広い範囲において使用さ
れている。
【００４８】
より特定的には、発光ダイオードは、電位差が、ｐｎ接合構造に対して印加されたとき
、光（紫外線、可視光、または赤外線）を、発する半導電性の装置である。発光ダイオー
ド、および、多くの関連する構造を作る多くの公知の方法があり、本発明は、任意のこの
ような装置を用いることができる。たとえば、Ｓｚｅの半導体装置の物理学（１９８１年
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、第２版）の第１２−１４章、および、Ｓｚｅの現代半導体装置物理学（１９９８）の第
７章は、発光ダイオードを含む、広い範囲の光子装置を、記述している。
【００４９】
ここで使用される表現
ち、
な

チップ

発光ダイオード

は、基本的な半導体ダイオード構造（すなわ

）を意味するものとして用いられる。共通に認識され、商業的に入手可能

ＬＥＤ

であって、（たとえば、）電子ショップにおいて売られているものは、多く

の部品から作られている

パッケージされた

デバイスを表す。これらのパッケージされ

たデバイスは、代表的に、米国特許第４，９１８，４８７；５，６３１，１９０；および
５，９１２，４７７号に記述されたような（しかしそれらに限定されない）半導体ベース
の発光ダイオード；種々のワイヤ接続、および 発光ダイオードを収容するパッケージを

10

含む。
【００５０】
よく知られているように、発光ダイオードは、半導体活性（発光）層の導電帯と価電子
帯との間のバンドギャップを横切って電子を励起することにより、光を生成する。電子遷
移は、エネルギーギャップに依存する波長で光を発生する。このように、発光ダイオード
により発光された光の色（波長）は、発光ダイオードの活性層の半導体材料に依存する。
用いられる任意の発光ダイオードは、任意の発光ダイオードの中から選択されることが
できる。
【００５１】
広い範囲の発光ダイオードは、容易に得ることができ、かつ、当業者に公知であり、か

20

つそれゆえ、このようなデバイスを、および／または、それらからこのようなデバイスが
つくられる材料を、詳細に記述する必要はない。
【００５２】
適切なＬＥＤの代表的な例は、以下のものに記述されている：
（1）米国特許出願第６０／７５３，１３８号，２００５年１２月２２日出願、名称
照明装置

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿００３

ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
（2）米国特許出願第６０／７９４，３７９号，２００６年４月２４日出願、名称
ルミファー膜を空間的に分離することにより、ＬＥＤにおけるスペクトル内容をシフトす
ること

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およびアントニー

ポール

ヴァンデヴ

30

ェン；代理人ドケット番号９３１＿００６ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入
れられる；
（3）米国特許出願第６０／８０８，７０２号，２００６年５月２６日出願、名称
照明装置

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およびアントニー

ポール

ヴァンデ

ヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００９ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み
入れられる；
（4）米国特許出願第６０／８０８，９２５号，２００６年５月２６日出願、名称
固体発光装置、およびこれを製造する方法
びニール

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およ

ハンター；代理人ドケット番号９３１＿０１０ＰＲＯ）、その全体が参照によ
40

りここに組み入れられる；
（5）米国特許出願第６０／８０２，６９７号，２００６年５月２３日出願、名称
照明装置、および製造方法

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号

９３１＿０１１ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
（6）米国特許出願第６０／８３９，４５３号，２００６年８月２３日出願、名称
照明装置、および照明方法
ェラルド

（発明者：アントニー

ポール

ヴァンデヴェン、およびジ

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０３４ＰＲＯ）、その全体が参照

によりここに組み入れられる；
（7）米国特許出願第６０／８５７，３０５号，２００６年１１月７日出願、名称
照明装置、および照明方法
ェラルド

（発明者：アントニー

ポール

ヴァンデヴェン、およびジ

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０２７ＰＲＯ）、その全体が参照
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によりここに組み入れられる；
（8）米国特許出願第６０／８５１，２３０号，２００６年１０月１２日出願、名称
照明装置、およびこれを製造する方法

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ；代理人

ドケット番号９３１＿０４１ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる。
【００５３】
白と感じられる光は、必然的に、２つ、またはそれ以上の色の（または、波長の）ブレ
ンドであるので、単一の発光ダイオードは、白色を生ずることはできない。

白色

発光

ダイオードは、各赤、緑、および青の発光ダイオードにより形成される発光ダイオードピ
クセルを持って製造されてきた。他の、

白色

発光ダイオードは、(1) 青色光を発生す

る発光ダイオード、および、(2) 前記発光ダイオード により発光された光による励起に

10

応答して黄色光を発するルミネッセント材料（たとえば、リン発光体）を含んで生成され
、これにより、該青色光、および黄色光は、混合されたとき、白色光と感知される光を生
成する。
【００５４】
さらに、非主要色の結合を生成する主要色の混合は、一般に、この、および他の技術に
おいて、よく理解されている。一般に、１９３１年のＣＩＥ色度図（１９３１年に設けら
れた主要色の国際標準）、および１９７６年のＣＩＥ色度図（１９３１年の色度図に類似
しているが、該図上の同様の距離は、同様の色の差異を表現するよう修正されている。）
は、色を、主要色の重み付け加算として定義するための、有用な参照を与える。
20

【００５５】
有効な白色ＬＥＤランプのＣＲＩ

Ｉａは、一般に白熱電球光源（約１００のＲａ）と

比較して低い（６５−７５の範囲内）。さらに、ＬＥＤの色温度は、一般に

より低く

（〜５５００Ｋ）、かつ、白熱電球、またはＣＣＦＬバルブ（〜２８００Ｋ）よりより望
ましくない。ＬＥＤにおけるこれらの欠陥はともに、他のＬＥＤ、または選択された飽和
した色のルミファーを付加することにより改善することができる。上記で指摘されたよう
に、本発明による光源は、特定の（ｘ、ｙ）カラー色度座標の光源の特定のカラー
ンディング

を利用することができる（米国特許出願第６０／７５２，５５５号、２００

５年１２月２１日出願、名称
ル

ブレ

照明装置、および照明方法

ヴァンデヴェン、およびジェラルド

（発明者：アントニー

ポー

Ｈ．ネグレイ）、その全体は、参照によりここ

に組み入れられる、を見てください。）たとえば、付加的な選択された飽和した源からの

30

光は、広いスペクトラム源と混合されて、なんらの脱カラー化した領域もなく、均一な照
明を与えることができる；かつ、もし望まれれば、化粧上の理由により、個々の光源は、
照明源または開口が直接見えるときには、目立たないデバイス、または目立たない色領域
として、見えないようにされることができる。
【００５６】
発光ダイオードは、このように、個々に、あるいは、任意の結合において、任意に、１
つ、またはそれ以上のルミネッセント材料（たとえば、リン発光体、またはシンチレータ
ー）、および／または フィルタとともに、使用することができる。したがって、現存す
る光源を、発光ダイオード光源で置き換えて、たとえば、エネルギー効率、色評価演算（
ＣＲＩ

Ｒａ）、コントラスト、有効性（ｌｍ／Ｗ）、コスト、および／または、サービ

40

ス期間、を改善するよう、努力がなされている領域は、なんらかの特定の色の光、または
色ブレンドの光には限定されない。
【００５７】
広い種々の範囲のルミネッセント材料（たとえば、米国特許第６，６００，１７５号、
その全体は参照によりここに組み入れられる、に開示されたような、ルミファー、または
ルミノフォリック材料として知られている）は、当業者に公知であり、入手可能である。
たとえば、リン発光体は、励起する放射源により励起されたとき、応答性の放射（たとえ
ば、可視光）を発するルミネッセント材料である。多くの場合において、応答性の放射は
、励起する放射の波長と異なる波長を持つ。ルミネッセント材料の他の例は、紫外光で照
明されたとき、可視スペクトラムで輝くシンチレーター、昼グローテープ、およびインク
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を含む。
【００５８】
ルミネッセント材料は、ダウンコンバートするもの、すなわち 光子をより低いエネル
ギーレベル（より長い波長）に変換する材料、として、あるいは アップコンバートする
もの、すなわち、光子を、より高いエネルギーレベル（より短い波長）に変換する材料、
として、分類されることができる。
【００５９】
ルミネッセント材料は、もし用いられれば、任意の所望のルミネッセント材料であるこ
とができる。上記したように、当業者は、広い範囲の種々のルミネッセント材料をよく知
っており、容易にアクセスすることができる。該１つの、またはそれ以上のルミネッセン

10

ト材料は、ダウンコンバートするもの、あるいはアップコンバートするものでよく、ある
いは 両タイプの結合を含むことができる。たとえば、該１つの、またはそれ以上のルミ
ネッセント材料は、紫外光で照明されたとき、可視スペクトラムで輝くリン発光体、シン
チレーター、昼グローテープ、および インク、等の中から選択されることができる。
【００６０】
ここで使用されるように、表現

ルミファー

は、任意のルミネッセント材料、すなわ

ち、その広い範囲のものが当業者により容易に入手可能であり、よく知られているルミネ
ッセント材料を含む、任意の要素を、言及する。
【００６１】
ＬＥＤデバイスにおいてルミネッセント材料を含むことは、ルミネセント材料を、上記

20

で議論した清浄な、また透明な包囲体材料（たとえば、エポキシベース、シリコーンベー
ス、ガラスベース、金属酸化物ベース 材料、等）に、たとえば、ブレンディング、また
はコーティングプロセスにより付加することにより、遂行されてきた。
【００６２】
たとえば、米国特許第６，９６３，１６６号（Yano

166）は、従来の発光ダイオード

ランプが、発光ダイオードチップ、発光ダイオードチップを覆うための弾丸形状透明ハウ
ジング、電流を発光ダイオードチップに供給する導線、および、発光ダイオードチップの
放射を一定の方向に反射するためのチップ反射器、そこにおいては、発光ダイオードチッ
プは、第１の樹脂部分により収容されており、これは、さらに第２の樹脂部分により収容
されている、を含むことを開示している。Yano

166 によれば、第１の樹脂部分は、カ

30

ップリフレクタを樹脂材料で満たし、それを、発光ダイオードチップが、カップリフレク
タの底上にマウントされ、そののち、そのカソード、およびアノード電極が、ワイヤによ
りリードに電気的に接続された後に、キュアーすることにより得られる。Yano

166 に

よれば、リン発光体は、発光ダイオードチップから出射された光Ａにより励起されるよう
、第１の樹脂部分において分散され、該励起されたリン発光体は、光Ａより長い波長を持
つ蛍光発光（

光Ｂ

）を生成し、該光Ａの一部は、リン発光体を含む第１の樹脂部分を

通って送信され、結果として、光Ａと光Ｂの混合物である光Ｃが、照明として用いられる
。
【００６３】
上記したように、

白ＬＥＤ光

（すなわち、白、または、白に近いと感受される光）

40

は、白い白熱電球に対する可能な置き替えとして研究されて来た。白色ＬＥＤランプの代
表的な例は、インジウムガリウム窒化物（ＩｎＧａＮ）またはガリウム窒化物（ＧａＮ）
から作られる青色発光ダイオードチップのパッケージ、これは、ＹＡＧ等のリン発光体に
よりコートされる、を含む。このようなＬＥＤランプにおいて、青色発光ダイオードチッ
プは、約４５０ｎｍの波長を持つ放射を生成し、リン発光体は、その放射を受信したとき
、約５５０ｎｍのピーク波長を持つ黄色の蛍光を生成する。たとえば、ある設計において
は、白色発光ダイオードは、青色発光半導体発光ダイオードの外部表面上に、セラミック
リン発光体層を形成することにより、製造される。発光ダイオードチップより出射される
青色光の一部は、リン発光体を通過し、一方、該発光ダイオードチップより出射される青
色光の一部は、リン発光体により吸収され、これは、励起され、黄色光を発する。発光ダ

50

(12)

JP 4944948 B2 2012.6.6

イオードチップより出射され、リン発光体を通過した青色光の一部は、リン発光体により
発射された黄色光と混合される。観察者は、青、および黄色の光の混合物を、白色光とし
て感受する。
【００６４】
また上記したように、もう１つのタイプのＬＥＤランプにおいては、紫外線を発する発
光ダイオードチップは、赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、青（Ｂ）光線を生成するリン発光材料と結
合される。このようなＬＥＤランプにおいて、該発光ダイオードチップから放射された紫
外線は、該リン発光体を励起し、該リン発光体をして、混合されたときには、人間の目に
より白色光として感受される、赤、緑、および青の光を発せしめる。したがって、白色光
10

はまた、これらの光の混合物として得ることができる。
【００６５】
したがって、１つ、またはそれ以上のルミファーを、用いることができ、かつ、それら
は任意のルミファーであることができ、それらの広い範囲の種々のものは、上記したよう
に、当業者に知られている。たとえば、任意のこのようなルミファーは、１つ、またはそ
れ以上のルミファーであることができ（あるいは、本質的により構成されることができ、
あるいは、より構成されることができ）、かつ、もし望まれれば、さらに、１つ、または
それ以上の高度に透過性の（たとえば、透明の、実質的に透明の、あるいはいくぶん分散
性の）バインダー、たとえば、エポキシ、シリコーン、ガラス、金属酸化物、または任意
の他の適切な材料（たとえば、１つ、またはそれ以上のバインダーよりなる任意の与えら
れたルミファーにおいては、１つ、またはそれ以上のルミファーは、該１つ、またはそれ

20

以上のバインダー内で分散されることができる）よりなることができる。たとえば、該ル
ミファーが厚ければ厚いほど、一般に、該リン発光体の重量パーセントは、より低くあっ
てよい。リン発光体の重量パーセントの代表的な例は、約３．３重量パーセントから約４
．７重量パーセントを含むことができる、ただし、上記したように、該ルミファーの全体
厚に依存して、該リン発光体の重量パーセントは、任意の値、たとえば、０．１重量パー
セントから１００重量パーセントであることができる（たとえば、純粋のリン発光体を、
熱間等方圧手順に付すことにより形成されるリン発光体）。
【００６６】
使用される任意のルミファーは、任意のルミファーの中から選択することができる。広
い範囲の種々のルミファーは、当業者により容易に入手可能であり、かつよく知られてお
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り、それゆえ、このような装置、および／または、それからこのような装置が作られる材
料を、詳細に記述する必要なない。
【００６７】
本発明によるデバイスにおいて使用されるに適したルミファーの代表的な例は、本発明
によるデバイスにおいて使用されるに適した発光ダイオードを開示するものとして上記で
言及された特許出願、ばかりでなく、米国特許出願第６０／８３９，４５３号、２００６
年８月２３日出願、名称

照明装置、および照明方法

ァンデヴェン、およびジェラルド

（発明者：アントニーポール ヴ

Ｈ．ネグレイ, 代理人ドケット番号９３１＿０３４Ｐ

ＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる、において記述されたもの、を含む
40

。
【００６８】
上記したように、本発明による照明装置は、任意の所望の数の固体発光素子よりなるこ
とができる。たとえば、本発明による照明装置は、５０個、またはそれ以上の発光ダイオ
ードを含むことができ、あるいは、１００個の、またはそれ以上の発光ダイオードを含む
ことができる。一般に、現在の発光ダイオードでは、より大きい効率は、より大きい数の
、より小さい発光ダイオード（たとえば、０．１ｍｍ2の表面領域をおのおの持つ１００
個の発光ダイオード 対 ０．４ｍｍ2の表面領域をおのおの持つ２５個の発光ダイオード
、しかし、その他は同じである）を用いることにより、達成することができる。
【００６９】
同様に、より低い電流密度で動作する発光ダイオードは、一般に、より効率的である。
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任意の特定の電流を引き出す発光ダイオードは、本発明により使用することができる。本
発明の１つの側面において、５０ｍＡより大きくない電流をおのおの引き出す発光ダイオ
ードが使用される。
【００７０】
（単一点の光源に対して）多数の固体発光素子を持つことにより、該光源は、影付けに
より受ける影響が少なくなる

−

すなわち、もし光出射領域より小さい対象物が、光出

射領域の前に置かれれば、光線の一部のみがブロックされるであろう。該光源は、ホイヘ
ンスの原理に従う（各光源は、球面波フロントとして行動する）ので、影の観察は見られ
ず、かつ、照明された源のわずかな調光（単一フィラメントが使用されるところ、光が実
質的に調光され、影が観察されるところ、に対して）のみが、見られる。

10

【００７１】
該固体発光素子は、たとえば、(1) 可視スペクトラム内の異なる波長範囲内の光を発す
る２つ、またはそれ以上の発光ダイオード、(2) 赤外スペクトラム内の異なる波長範囲内
の光を発する２つ、またはそれ以上の発光ダイオード、(3) 紫外スペクトラム内の異なる
波長範囲内の光を発する２つ、またはそれ以上の発光ダイオード、(4) 可視スペクトラム
内の光を発する１つ、またはそれ以上の発光ダイオード、および、赤外スペクトラム内の
光を発する１つ、またはそれ以上の発光ダイオード、(5) 可視スペクトラム内の光を発す
る１つ、またはそれ以上の発光ダイオード、および、紫外スペクトラム内の光を発する１
つ、またはそれ以上の発光ダイオード、等を含む、赤外線、可視光、および紫外線の範囲
内の、任意の所望の波長（または波長範囲）の光を発することができる。

20

【００７２】
前記反射性の要素は、任意の適切な反射性の要素よりつくられることができる。当業者
は、広い範囲のこのような材料をよく知っており、かつ、容易に得ることができる。該反
射性の要素をそれからつくることのできる適切な材料の代表的な例は、商標ＭＣＰＥＴ（
登録商標）の下で古河（日本の会社）により市販されている材料である。
【００７３】
該反射性の要素は、任意の所望の形状であることができる。該反射性の要素のための形
状の代表的な例は、中空の円錐形状（あるいは、実質的に円錐形状）、中空の円錐台形状
（あるいは、実質的に円錐台形状）、中空の円筒形状（あるいは、実質的に円筒形状）、
中空の半楕円形状（あるいは、実質的に半楕円形状）、あるいは、中空の円錐形状（ある

30

いは、実質的に円錐形状）、中空の円錐台形状（あるいは、実質的に円錐台形状）、中空
の円筒形状（あるいは、実質的に円筒形状）、中空の半楕円形状（あるいは、実質的に半
楕円形状）、の中から個々に選択された１つ、又はそれ以上の部分を含む任意の形状、を
含む。任意に、該反射性の要素は、数多くの凹表面を含むことができ、かつ、１つ、また
はそれ以上の発光ダイオードは、このような凹表面の任意のもの、またはすべて上に、マ
ウントされることができる。
【００７４】
いくらかの実施形態においては、該反射器は、該反射器に入射した光が、反射され、開
口に向かう方向に向けられるよう、高度に反射性の平坦面（＞９０％）よりなる。他の実
施形態においては、該反射器は、カーブした表面よりなる。

40

【００７５】
他の実施形態においては、環状の、または丸い電灯設備に特に関係して、該反射器は、
個々の発光子からの光が、該開口の該平面内の同様の点に向けられるよう、円錐、または
一連の表面よりなる。
【００７６】
本発明による第２、および第３の側面においては、かつ、本発明による第４の側面によ
るいくらかの実施形態においては、該固体発光素子、および該反射性の要素は、該熱伝導
性要素の第１の側（すなわち、第１の表面）上にマウントされている。
【００７７】
本発明によるいくらかの実施形態においては、該熱伝導要素の第１の側の第１の部分（
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すなわち、該反射性の要素がマウントされている部分）、および、該熱伝導要素の第１の
側の第２の部分（すなわち、該固体発光素子がマウントされている部分）、は、実質的に
同心円上であり、該該第１の部分は、該第２の部分の外に、放射状になっている。
【００７８】
本発明によるいくらかの実施形態においては、前記熱伝導要素の該第１の側の該第２の
部分（すなわち、該固体発光素子がマウントされている部分）は、前記熱伝導開口を囲ん
でいる。
【００７９】
本発明の照明装置は、構成表面内、たとえば、天井、壁または床等の構造物の表面内に
、搭載されることができる。該照明装置を搭載するための１つの方法によれば、構成表面

10

開口、すなわち、天井、壁、床等の構造物の表面に設けられた開口は、該構成表面内に形
成されており、かつ、該照明装置は、前記熱伝導要素のコンタクト領域（すなわち、該熱
伝導要素の該第１の側の該第１の部分）が、該構成表面開口を囲むよう位置せられる（た
とえば、該第１の側の該第１の部分は、少なくとも該構成表面開口に隣接した位置にて、
該構成表面とコンタクトしていることができる）もので、かつそののち、該照明装置は、
任意の適切な態様で該構成表面に取り付けられることができる（当業者は、本発明の照明
装置のような、照明装置を、異なる構成表面に取り付ける種々の方法を知っている）。
【００８０】
本明細書において用いられている（先行するパラグラフにおけるを含む）、表現
触して

は、第２の構造

と接触している

と接

該第１の構造が、第２の構造と直接接触して

20

いることができる、あるいは、該第２の構造と、１つ、またはそれ以上の中間構造により
分離せられている（すなわち、非直接接触にある）ことができる、ここで、該第１、およ
び、第２の構造、および、該１つの、またはそれ以上の中間構造は、おのおの、前記第１
、および第２の構造の表面、および、前記１つ、またはそれ以上の中間構造の表面、の中
から選択されたもう１つの表面と直接接触している少なくとも１つの表面を、持つ。
【００８１】
本発明による幾つかの実施形態において、他の発光素子（すなわち、固体発光素子以外
）が、含まれ得る。たとえば、複数の固体発光素子を含む本発明による照明装置は、さら
に、１つ、またはそれ以上の白熱電球発光素子、および／または、１つ、またはそれ以上
の蛍光灯発光素子を含むことができる。このような実施形態においては、各異なる発光素

30

子からの光は、もし望まれるのであれば、一緒に混合されることができる。
【００８２】
上記したように、光学的光透過プレートを、もし望まれれば、含むことができる。本発
明によるいくらかの実施形態においては、個々の光発光素子からの光は、１つは、わずか
な散乱反射率を持つ反射器を用いることにより、および、多数発光素子からの光を、該反
射器上の同じ点に向けさせることにより、のいずれかにより、混合されることができ、あ
るいは、代替的に、該光が、該開口内の共通点に向けられているところでは、該開口をカ
バーする光透過性のプレートは、混合する、または、拡散する機能を、持つことができる
。
【００８３】

40

このような光透過性のプレートは、ガラス、プラスチック、結晶材料、または、複合材
料よりなることができ、かつ、テキスチャーされた表面、該テキスチャーされた表面は、
エッチング、磨耗、刷り込み、圧痕、コーティング、または、鋳込み、により形成される
、を含むことができ、かつ、いくらかの実施形態においては、ホログラフィー的なタイプ
の特徴等の特徴、あるいは、マイクロレンズ、あるいは、レンティキュラータイプレンズ
の配列を、光を混合するのに加えて、該光が所望の投射角を形成するように方向を向けら
れるよう、含むことができる。
【００８４】
該光透過性プレートは、もし含まれるのであれば、もし望まれれば、拡散性の材料、ル
ミファー、着色剤、散乱粒子、ナノ粒子、および、異なる屈折率の領域を、収容すること
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ができる。
【００８５】
代替的に、あるいは付加的に、光透過性のプレートの表面は、もし含まれるのであれば
、該プレートを通っての光の量を最大化するよう、耐反射表面材料等、で処理されること
ができる。
【００８６】
上記したように、本発明による照明装置のいくつかの実施形態は、もし望まれるのであ
れば、また、該固体発光素子が見られるのを妨げるために、前記熱伝導要素の前記第２の
側から離れて、前記熱伝導要素の前記第１の側から伸びるシールド要素を、含む。このよ
うなシールド要素は、もし与えられるのであれば、任意の適切な材料、たとえば、前記反

10

射性の要素を形成するのに適した材料の任意のもの、より形成されることができる。
【００８７】
本発明によるいくつかの実施形態においては、１つ、またはそれ以上のレンズ、または
１つ、またはそれ以上の反射器が、該発光素子からの光を、その反射性要素によるその反
射の前に、コリメートするよう、固体発光素子に隣接した前記熱伝導要素上にマウントさ
れることができる。
【００８８】
当業者は、固体発光素子を、種々の構造に取り付ける種々の方法をよく知っており、か
つこのような方法は、本発明にしたがって、固体発光素子を、熱伝導要素に取り付けるの
に用いることができる。

20

【００８９】
たとえば、ＬＥＤは、熱伝導要素の第１の側上にマウントされることができ、かつ、該
熱伝導要素に熱的に接続されることができ、これにより、該ＬＥＤにより発生された熱は
、該熱伝導要素の本体を通って伝導され、該熱伝導要素の第２の側上で、放散される。
【００９０】
本発明のいくつかの実施形態においては、該固体発光素子は、出射される光が、前記第
１の側（および／または、該伝導性要素開口）の平面に垂直な軸の＋／−７０°の角度内
に実質的に向けられるよう、位置せられる。
【００９１】
本発明のいくつかの実施形態においては、該発光素子からの光は、該反射性要素上に、

30

該光の実質的な部分が、前記伝導性要素開口に向けて、かつ、これを通って反射されるよ
う、該反射性要素上に投射される。
【００９２】
当業者は、ルミネッセント要素を、種々の構造に取り付ける種々の方法をよく知ってお
り、かつ、任意のこのような方法は、本発明にしたがって用いることができる。
【００９３】
本発明によるいくつかの実施形態においては、１つ、またはそれ以上の固体発光素子が
、該発光素子（たとえば、チップ）を、たとえば、当業者によく知られているように、熱
の流れを容易とする導電性のテープ、エポキシ、または任意の他の適切な中間層、を用い
て、熱的に落ち込ませることにより、該熱伝導要素に取りつけられる。

40

【００９４】
該固体発光素子により生成された熱負荷は、該表面上に、かつ、該熱伝導要素の厚みを
通して分布される。該固体発光素子がより均一に前記熱伝導要素の表面領域上に分布すれ
ばするほど、該熱負荷は、より均一に分布される。結果として、該熱伝導要素は、より有
効な熱放散を与えることができ、該熱伝導要素が、もし望まれれば、そうでなければであ
ろうより、より小さく作ることができるという結果が得られる。
【００９５】
１つ、またはそれ以上のルミネセント要素（たとえば、ルミファー）は、与えられると
き、任意の所望の形態であることができる。たとえば、１つの側面において、本発明によ
る照明装置は、第１のルミネッセント材料よりなる少なくとも１つのルミネッセント要素
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よりなることができ、ここで、該ルミネッセント要素は、該照明装置に、該ルミネッセン
ト要素、および、該熱伝導要素、および／または、内部空間を定義し、前記固体発光素子
の少なくとも１つが、前記内部空間内に位置しているよう、取り付けられている。
【００９６】
本発明によるいくつかの実施形態においては、該照明装置は、少なくとも１つの第１の
ルミネッセント要素領域、および、１つの第２のルミネッセント要素領域をもつ少なくと
も１つのルミネッセント要素よりなり、該第１のルミネッセント要素領域は、第１のルミ
ネッセント材料よりなり、該第２のルミネッセント要素領域は、第２のルミネッセント材
料よりなり、該第１のルミネッセント材料は、励起されたとき、第１の波長（または、波
長範囲）の光を発し、該第２のルミネッセント材料は、励起されたとき、第２の波長（ま

10

たは、波長範囲）の光を発し、該第２の波長（または、波長範囲）は、前記第１の波長（
または、波長範囲）と異なる。
【００９７】
代替的に、あるいは、付加的に、１つ、またはそれ以上のルミネッセント要素は、前記
反射性要素の１つ、またはそれ以上の少なくとも一部上に、あるいは一部として、設けら
れることができる。
【００９８】
同様に、１つ、またはそれ以上の色の付いた表面、および／または、カラーフィルター
が、ルミネッセント要素に関して、ここで述べたような任意の位置において、設けられる
20

ことができる。
【００９９】
このようなるルミネッセント要素、色付きの表面、および／または、色フィルタは、た
とえば、(1) 第１、第２、第３、第４、および第５の線分により囲まれる１９３１年ＣＩ
Ｅ色度図上の領域内にある、ある点を定義するｘ、ｙカラー座標をもつ、ここで、前記第
１の線分は、第１の点を第２の点に接続し、前記第２の線分は、第２の点を第３の点に接
続し、前記第３の線分は、第３の点を第４の点に接続し、前記第４の線分は、第４の点を
第５の点に接続し、前記第５の線分は、第５の点を第１の点に接続し、前記第１の点は、
０．３２、０．４０のｘ、ｙ座標を持ち、前記第２の点は、０．３６、０．４８のｘ、ｙ
座標を持ち、前記第３の点は、０．４３、０．４５のｘ、ｙ座標を持ち、前記第４の点は
、０．４２、０．４２のｘ、ｙ座標を持ち、第５の点は、０．３６、０．３８のｘ、ｙ座
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標を持つ、光を、(2) ６００ｎｍから６３０ｎｍの範囲内の主要波長を持つ光（ 1) 米国
特許出願第６０／７９３，５２４号，２００６年４月２０日出願、2) 米国特許出願第６
０／７９３，５１８号，２００６年４月２０日出願、3) 米国特許出願第６０／７９３，
５３０号，２００６年４月２０日出願、4) 米国特許出願第６０／８５７，３０５号，２
００６年１１月７日出願、5) 米国特許出願第１１／５６６，４４０号，２００６年１２
月４日出願、6) 米国特許出願第６０／８６８，９８６号，２００６年１２月７日出願、
に記述されているような）、と混合するため、あるいは、紫外光を発するＬＥＤにより励
起されるルミネッセント要素から、赤、緑、青の光の混合物を（白色光と感受される光を
与えるよう）与えるため、等、任意の所望の方法で光の混合を与えるよう、用いられるこ
40

とができる。
【０１００】
本発明で使用されるに適切なフィルタの代表的な例は、２００７年２月２２日に出願さ
れた米国特許出願第６０／８９１，１４８号、名称
ルタ、および光をフィルタする方法

照明装置、および照明方法、光フィ

（発明者：アントニー

ポール

ヴァンデヴェン；

代理人ドケット番号９３１＿０５７ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられ
る、に記述されたものを、含む。
【０１０１】
一般に、任意の数の色の光は、本発明による照明装置により混合されることができる。
光の色のブレンドの代表的な例は、以下に、記述される：
（1）米国特許出願第６０／７５２，５５５号，２００５年１２月２１日出願、名称
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ポール
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ヴァンデヴェン、およびジェラルド

Ｈ．

ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿００４ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組
み入れられる；
（2）米国特許出願第６０／７５２，５５６号，２００５年１２月２１日出願、名称
照明のためのサイン、および方法
トニー

ポール

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およびアン

ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００５ＰＲＯ）、その全

体が参照によりここに組み入れられる；
（3）米国特許出願第６０／７９３，５２４号，２００６年４月２０日出願、名称
照明装置、および照明方法
ポール

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およびアントニー

ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３０＿０１２ＰＲＯ）、その全体が参照

10

によりここに組み入れられる；
（4）米国特許出願第６０／７９３，５１８号，２００６年４月２０日出願、名称
照明装置、および照明方法
ポール

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およびアントニー

ヴァンデヴェン； 代理人ドケット番号９３１＿０１３ＰＲＯ）、その全体が参

照によりここに組み入れられる；
（5）米国特許出願第６０／７９３，５３０号，２００６年４月２０日出願、名称
照明装置、および製造方法
ポール

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ、およびアントニー

ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０１４ＰＲＯ）、その全体が参照

によりここに組み入れられる；
20

（6）米国特許出願第１１／５６６，４４０号，２００６年１２月４日出願、名称
照明装置、および照明方法
ェラルド

（発明者：アントニー

ポール

ヴァンデヴェン、およびジ

Ｈ．ネグレイ； 代理人ドケット番号９３１＿０３５ＰＲＯ）、その全体が参

照によりここに組み入れられる；
（7）米国特許出願第６０／８６８，９８６号，２００６年１２月７日出願、名称
照明装置、および照明方法
ジェラルド

（発明者：アントニー

ポール

ヴァンデヴェン、および

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０５３ＰＲＯ）、その全体が参

照によりここに組み入れられる。
【０１０２】
本発明の照明装置における固体発光素子は、任意の所望のパターンで配列され、任意の
所望の方法でマウントされ、かつ、任意の所望の態様で電気を供給されることができる。

30

熟練した当業者は、広い範囲の種々の配列、マウントスキーム、電源を供給する装置、を
よく知っており、任意のこのような配列、スキーム、および装置は、本発明と結合して用
いることができる。本発明の照明装置は、任意の望ましい電源に電気的に接続される（あ
るいは、選択的に接続される）ことができ、当業者は、広い範囲のこのような電源をよく
知っている。
【０１０３】
たとえば、複数ダイは、矩形グリッド、あるいは、一連の同心リングとして、を含む多
くの方法で、配列されることができる。これらの配列は、該照明ソースの有効な大きさ（
領域）を増大させる。
40

【０１０４】
可視光源の配列、マウント構造、可視光源をマウントするためのスキーム、可視光源に
電源を供給する装置、可視光源のためのハウジング、可視光源のための電灯設備、可視光
源のための電源、および完全な照明アセンブリーの代表的な例であって、本発明の照明装
置にすべて適切なものは、以下に記述されている：
（1）米国特許出願第６０／７５２，７５３号，２００５年１２月２１日出願、名称
照明装置

（発明者：ジェラルド

ン、およびニール

Ｈ．ネグレイ、アントニー

ポール

ヴァンデヴェ

ハンター；代理人ドケット番号９３１＿００２ＰＲＯ）、その全体が

参照によりここに組み入れられる；
（2）米国特許出願第６０／７９８，４４６号，２００６年５月５日出願、名称
明装置

（発明者：アントニー

ポール

照

ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿
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００８ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
（3）米国特許出願第６０／８５４，４２９号，２００６年９月１８日出願、名称
照明装置、照明アセンブリー、電灯設備、およびこれを用いる方法
ー

ポール

（発明者：アントニ

ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０１９ＰＲＯ）、その全体が

参照によりここに組み入れられる；
（4）米国特許出願第６０／８４６，２２２号，２００６年９月２１日出願、名称
固体照明アセンブリー、これを搭載する方法、および光を置き替える方法
ントニー

ポール

ヴァンデヴェン、およびジェラルド

（発明者：ア

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット

番号９３１＿０２１ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
10

（5）米国特許出願第６０／８０９，６１８号，２００６年５月３１日出願、名称
照明装置、および照明方法

（発明者：ジェラルド

ヴァンデヴェン、およびトーマス

Ｈ．ネグレイ、アントニー

ポール

Ｇ．コールマン；代理人ドケット番号９３１＿０１

７ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
（6）米国特許出願第６０／８５８，５５８号，２００６年１１月１３日出願、名称
照明装置、および照明された包囲体、および照明方法

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネ

グレイ；代理人ドケット番号９３１＿０２６ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み
入れられる。
【０１０５】
さらに、任意の望ましい回路網は、本発明による照明装置にエネルギーを供給するため
に用いることができる。本発明を実施するにおいて用いることのできる回路網の代表的の

20

例は、以下に記述されている：
（1）米国特許出願第６０／８０９，９５９号，２００６年６月１日出願、名称
却を備えた照明装置
、および アントニー

（発明者：トーマス
ポール

Ｇ．コールマン、ジェラルド

冷

Ｈ．ネグレイ

ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００７Ｐ

ＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
（2）米国特許出願第６０／８０９，５９５号，２００６年５月３１日出願、名称
照明装置、および照明方法

（発明者：ジェラルド

Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号

９３１＿０１８ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
（3）米国特許出願第６０／８４４，３２４号，２００６年９月１３日出願、名称
低側ＭＯＳＦＥＴ電流制御を備えたブースト／フライバック電源供給トポロジー
者：ピーター

ジェイ

（発明
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マイヤーズ；代理人ドケット番号９３１＿０２０ＰＲＯ）、その

全体が参照によりここに組み入れられる。
【０１０６】
本発明のいくつかの実施形態において、電源は、導電性トラックを介して固体発光素子
に供給される。このような導電性トラックは、電気を導通する任意の適切な構造であるこ
とができる。当業者は、広い種々の形態で与えられる広い範囲の種々の導電性トラックを
、容易に与えることができる。たとえば、導電性トラックは、熱伝導要素（および／また
は、照明装置の付加的な要素）上に形成された、上に塗布された、または、上に印刷され
た、金属化されたトレースであることができ、あるいは、該熱伝導要素の表面に沿って置
かれた、ワイヤ、あるいはリードフレームであることができる。

40

【０１０７】
ここで用いられる、用語

導電性トラック

は、導電性の部分よりなる構造を言及し、

かつ、さらに、任意の他の構造、たとえば、１つ、またはそれ以上の絶縁層を、含むこと
ができる。たとえば、ハウジング上にマウントされた導電性トラックは、特に該ハウジン
グが、電気を導通させることができるところ（その場合、該導電性トラックは、該導電性
トラックの絶縁層が、該ハウジングに接触し、該導電性トラックの導電性層が、該ハウジ
ングに接触せずに、該ハウジング上にマウントされている）では、絶縁層、および導電性
層により構成されてよく、かつ、１つ、またはそれ以上の発光ダイオードチップは、該発
光ダイオードチップが、電気を供給され、かつ照明されるよう、該導電性トラックの該導
電性層に電気的に接続されている。
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【０１０８】
たとえば、表現

上に塗布された

、

上に印刷された

で使用されたような、あるいは、たとえば、

において先行するパラグラフ

上にマウントされた

の他のどこかの場所で使用されたもの、のように、表現

上に

のように、本明細書

は、第２の構造上にある

該第１の構造が、該第２の構造と接触することができる、あるいは、該第２の構造と、１
つ、またはそれ以上の中間の構造により分離されることができることを、意味する。
【０１０９】
本発明の１つの側面においては、該導電性のトラック（および、それゆえ、該固体発光
素子も）は、１つ、またはそれ以上の電源に、たとえば、１つ、またはそれ以上のバッテ
リーに、および／または、電源に、結合可能である、すなわち、（永久に、あるいは選択

10

的に）電気的に接続されることができる。たとえば、回路網が、設けられることができ、
(1) それにおいては、電気は、通常の条件の下で、電気的サービスを通じて（たとえば、
該グリッドに接続されて）照明装置に、通常、供給され、かつ、(2) もし電気的サービス
が中断（たとえば、停電の場合）されれば、１つ、またはそれ以上のスイッチが、閉じら
れ、これにより、電源が、固体発光素子のいくらか（たとえば、少なくとも約５％、また
は少なくとも約２０％）、あるいはすべてに、供給されることができる。
【０１１０】
必要なところでは、さらに、電気的サービスが中断されたときを、検出し、かつ、前記
固体発光素子の少なくともいくつかへのバッテリ電力を自動的にオンする装置が、設けら
20

れていることが、好ましい。
【０１１１】
当業者は、（永久に、または選択的に）導電性のトラックを電源に電気的に接続する種
々の方法をよく知っており、かつ、任意のこのような方法は、本発明にしたがって使用す
ることができる。
【０１１２】
装置内の２つの構成要素が、

電気的に接続されている

、というここでの文章は、該

構成要素間には、電気的には、それの挿入が、実質的に該デバイスによって与えられる機
能に影響を与える、構成要素がないことを意味する。たとえば、２つの構成要素は、たと
え、それらが、それらの間に、該デバイスにより与えられる機能に実質的に影響を与える
ことのない小さい抵抗をもつ（実際、２つの構成要素を接続するワイヤは、小さい抵抗と
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考えることができる。）としても、電気的に接続されている、と言うことができる；同様
に、２つの構成要素は、たとえ、それらが、それらの間に、該デバイスをして、付加的な
機能を遂行することを許すが、該付加的な構成要素を含まないことを除いて同一である、
デバイスにより与えられる機能に実質的に影響を及ぼさない、付加的な電気的な構成要素
を、それらの間に持っていたとしても、電気的に接続されている、と言うことができる；
同様に、相互に直接接続されている、あるいは、回路基板、または他の媒体上のワイヤま
たはトレースの両端に直接接続されている、２つの構成要素は、電気的に接続されている
。
【０１１３】
本発明のいくつかの実施形態において、該固体発光素子は、１つ、またはそれ以上の光

40

電エネルギー収集装置（すなわち、太陽エネルギーを電気エネルギーに変える１つ、又は
それ以上の光電変換セルを含む装置）に、エネルギーが、該光電変換エネルギー収集装置
から固体発光素子に供給されるよう、任意に、（永久に、または選択的に）接続されるこ
とができる。
【０１１４】
１つ、またはそれ以上の輝度強調膜は、任意にさらに、本発明による照明装置内に含ま
れることができる。このような膜は、技術においてよく知られており、かつ容易に入手可
能である。輝度強調膜（たとえば、３Ｍから商業的に入手可能なＢＥＦ膜）は任意であり
、使用されるときには、それらは、受け入れ角度を制限することにより、より方向性のあ
る光源を、与える。

受け入れられ

なかった光は、高度に反射性の光源包囲体によりリ
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サイクルされる。好ましくは、該輝度向上膜（ＷＦＴによる等、任意に、１つ、またはそ
れ以上の抽出膜により、置き換えられることのできる）は、もし用いられれば、出射され
たソースの視野角を制限し、かつ、第１の（あるいは、最も早い可能な）パス上の光を、
抽出する可能性を増大するよう、最適化されている。
【０１１５】
さらに、１つ、またはそれ以上の散乱層は、本発明による照明装置に、任意に含まれる
ことができる。該散乱層は、ルミファー層内に含まれることができ、かつ／または、分離
した散乱層を、与えることもできる。広い種々な範囲の分離した散乱層、および結合した
ルミネッセント、および散乱層は、当業者によく知られており、かつ、任意のこのような
10

層は、本発明の照明装置において、用いられることができる。
【０１１６】
本発明によるデバイスは、さらに、１つ、またはそれ以上の長寿命冷却装置（たとえば
、きわめて長寿命のファン）を備えていてもよい。このような長寿命冷却装置は、
ファン

中国

として、空気を移動させるピエゾ電気、または磁気抵抗材料（たとえば、ＭＲ、

ＧＭＲ、および／または、ＨＭＲ材料）よりなることができる。本発明によるデバイスを
冷却するにおいて、代表的に、境界層を破壊するに必要な空気のみが、１０から１５度Ｃ
の温度の低下を引き起こすのに必要とされる。したがって、このような場合には、強力な
ブリーズ

、または、大きな流量比（大きなＣＦＭ）は、代表的に必要ではない（これ

により、従来のファンの必要を回避する）。
【０１１７】

20

本発明による装置はさらに、本発明によるデバイスは、さらに、出射された光の投射さ
れた性質を、さらに変更する２次的な光学素子を備えることができる。このような２次的
な光学素子は、当業者によく知られており、かつ、ここで詳細に説明する必要はない −
任意のこのような２次的な光学素子が、もし望まれれば、使用することができる。
【０１１８】
本発明によるデバイスは、さらに、センサー、または充電装置、またはカメラ等を、備
えることができる。たとえば、当業者は、１つ、またはそれ以上のできごとを検出し（た
とえば、対象物、または、人の動きを検出する、動き検出器）、かつ、このような検出に
応答して、光の照明、安全カメラの活性化、等をトリガーする装置をよく知っており、こ
れを容易に入手することができる。代表的な例として、本発明によるデバイスは、本発明
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による照明装置、および動きセンサーを含むことができ、かつ、(1) 光が照明される間、
もし動きセンサーが動きを検出すれば、安全カメラが活性化されて、検出された動きの位
置での、またはその周りでのビジュアルデータを記録する、または、(2) もし動きセンサ
ーが動きを検出すれば、光が、検出された動きに近い領域を照らすよう照明され、安全カ
メラが活性化されて、検出された動きの位置での、またはその周りでの、ビジュアルデー
タを記録するように、構成することができる。
【０１１９】
図２は、本発明による照明装置１０の代表的な実施形態の断面図である − 図２に描か
れた照明装置は、構成表面（この場合、天井１４）に取り付けられて示されている。図２
に描かれた照明装置１０は、熱伝導要素１１、複数の固体発光素子１２（本実施形態にお
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いては、固体発光素子１２は、ＬＥＤ１２である。）、および反射性要素１３よりなる。
該照明装置１０は、該天井１４内で切り抜かれた実質的に円形の構成表面開口１５に隣接
した天井１４のコンタクト領域に取り付けられていた。
【０１２０】
該熱伝導要素１１は、第１の側１６、および第２の側１７を持つ。該熱伝導要素１１の
第１の側１６の第１の部分は、該天井１６と接触している；該ＬＥＤ１２は、熱伝導要素
１１の第１の側１６の第２の部分に熱的に取り付けられている；かつ、該反射性要素１３
は、構成表面開口１５内に伸びている。図２から見られるように、該熱伝導要素１１の第
１の側１６の第１の部分、および第２の部分は、同心であり、該第１の部分は、放射状に
第２の部分の外にある。
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該熱伝導要素１１は伝導要素開口１８を定義する。該熱伝導要素１１は実質的にトロイ
ダルであり、かつ同心環状である。
【０１２１】
該伝導要素開口１８は、光透過プレート１９により、該ＬＥＤ１２の任意のものより出
射された、かつ、該伝導性要素開口１８を通る光が、該光透過プレート１９を、通らなけ
ればならないようにカバーされている。該ＬＥＤ１２は一般に上を指示しており、かつ開
口１８内にはない。該反射性要素１３は、該ＬＥＤにより出射された光を、混合し、かつ
／または、下方に、および、開口１８を通って反射する。
【０１２２】
図２に示されるように、熱伝導要素１１の第１の側１６は、伝導要素開口１８を囲む。

10

図２に示されるように、該熱伝導要素１１の第１の側１６は、第１の表面であり、該熱
伝導要素１１の第２の側１７は、第２の表面であり、かつ、該第１の表面、および該第２
の表面は、実質的に相互に平行であり、かつ、該第２の表面上の任意の２つの点間の最大
距離（すなわち、この場合、熱伝導要素１１の直径）の１０％より大きくない距離だけ相
互に間隔を開けられている。
また図２に示されるように、該熱伝導要素の該第２の側は、雰囲気空気に露出されてい
る。該ＬＥＤ１２により発生される熱は、該熱伝導要素１１の本体を通って導通され、か
つ、該熱伝導要素１１の該第２の側上にあるテキスチャーされた表面上で、該部屋の周囲
雰囲気内に消散される。
20

【０１２３】
図３は、図２に示されるIII − III 平面に沿った外観である。
【０１２４】
図４は、図２、および図３に示されるものに類似した照明装置の一実施形態の、図４に
描かれる該照明装置が光透過プレート１９を持たないことを除いた、底面斜視図であり、
かつ、図４に示された該照明装置は、該ＬＥＤ１２の光を、該光の該反射性の表面１３に
よる反射の前に、集めるレンズ、または反射器２０を、持つ。
【０１２５】
図５は、本発明による照明装置３０のもう１つの実施形態の断面図である。該照明装置
３０は、図２に描かれた照明装置１０と、該照明装置３０が、さらに、前記熱伝導要素１
１の第１の側１６から、該熱伝導要素１１の該第２の側１７から離れて、伸びるシールド
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要素２１を備える。
【０１２６】
図６は、複数の領域を持ち、該領域のおのおのは、固体発光素子により照明されたとき
、青色光、緑色光、または、黄色光を発する、ルミネッセント材料の中から選択されたル
ミネッセント材料を持つ、ルミネッセント要素の斜視図である。図６に描かれた該領域は
、各領域におけるルミネッセント材料のタイプを示すようマークされており、該領域にお
けるマークされた

Ｂ

は、該領域が固体発光素子により照明されたとき、青色光を出射

するルミネッセント材料を含むことを示し、該領域におけるマークされた

Ｇ

は、該領

域が固体発光素子により照明されたとき、緑色光を出射するルミネッセント材料を含むこ
とを示し、該領域におけるマークされた

Ｙ

は、該領域が固体発光素子により照明され

40

たとき、黄色光を出射するルミネッセント材料を含むことを示す。
【０１２７】
図７は、電源４１に電気的に接続された、本発明による照明装置４０を示す模式図であ
る。
【０１２８】
図８は、光電エネルギー収集装置５１に電気的に接続された、本発明による照明装置５
０を示す模式図である。
【０１２９】
図９は、本発明による照明装置６０の代表的な実施形態の断面図である

−

図９に描

かれる照明装置は、構成表面（この場合、天井６１）に取り付けられて示されている。図
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９に描かれた照明装置６０は、熱伝導要素６２、複数の固体発光素子６３（本実施形態に
おいては、固体発光素子６３は、ＬＥＤ６３である。）、および反射性要素６４よりなる
。
【０１３０】
該熱伝導要素６２は、伝導要素開口６５を定義する。該熱伝導要素６２は、該伝導要素
開口６５を囲む。該熱伝導要素６２は、反射性である領域６６を含み、これにより、付加
反射性要素を与える。
【０１３１】
図９に示されるように、該熱伝導要素６２の一部は、該部屋内の雰囲気空気に露出され
ている。該ＬＥＤ６３により生成された熱は、該熱伝導要素６２の本体を通って伝導され

10

、かつ、該熱伝導要素６２から該部屋の雰囲気環境内に消散される。
【０１３２】
図１０は、本発明による照明装置７０のもう１つの代表的な実施形態の斜視図である。
図１０に示される照明装置７０は、同心環状熱伝導要素７１、複数の固体発光素子（図１
０では、見えない）、および反射性要素７２（すなわち、その内部表面上で反射性である
要素）よりなる。
【０１３３】
該熱伝導要素７１は、伝導要素開口７３を定義し、かつ、該伝導要素開口７３を囲む。
該熱伝導要素７１は、該部屋内の雰囲気空気に露出されている。
20

【０１３４】
図１１は、本発明による照明装置８０のもう１つの代表的な実施形態の斜視図である。
図１１に示される該照明装置８０は、熱伝導要素８１、複数の固体発光素子（図１１では
、見えない）、および反射性要素８２（すなわち、その内部表面上で反射性である要素）
よりなる。
該熱伝導要素８１は、伝導要素開口８３を定義し、かつ、該熱伝導要素開口８３を囲む
。
該熱伝導要素８１は、該部屋内の雰囲気空気に露出されている。
【０１３５】
図１２は、本発明による照明装置９０のもう１つの代表的な実施形態の斜視図である。
図１２に描かれる該照明装置９０は、一対の熱伝導要素９１、複数の固体発光素子９４、
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および反射性要素９２（すなわち、その内部表面上で反射性である要素）よりなる。
該熱伝導要素９１は、伝導要素開口９３を定義するが、しかし、該熱伝導要素開口９３
を囲まない。
該熱伝導要素９１は、該部屋内の雰囲気空気に露出されている。
【０１３６】
図１３は、本発明の照明装置１００のもう１つの代表的な実施形態の斜視図である。図
１３に示される照明装置１００は、熱伝導要素１０１、複数の固体発光素子（図１３では
、見えない）、および反射性要素１０２（すなわち、その内部表面上で反射性である要素
）よりなる。
該熱伝導要素１０１は、伝導要素開口１０３を定義し、かつ、該伝導要素開口１０３を
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囲む。
該熱伝導要素１０１は、該部屋内の雰囲気空気に露出されている。
【０１３７】
さらに、本発明は、ここで記述されたプロファイルの任意のもの（すなわち、図２、５
、または９−１３のいずれかにおいて描かれたプロファイルの任意のもの）を、半分に(
あるいは、任意の他の比に)切断して、固体発光素子が、

一方側の

電灯設備を作るよ

う一方の側のみ上にあるようにすることにより作られる設計により得られるであろう、照
明装置に向けられている。このような

一方側の

電灯設備は、かなり長い長さにわたっ

て伸びることのできる実質的に線形の電灯設備を含むであろう。たとえば、図１６は、図
１２の設計をカットして得られた設計の電灯設備を描いている。図１６を参照して、熱伝
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導要素１１１、複数の固体発光素子１１２、および反射性要素１１３（すなわち、その内
部表面上で反射性である要素）よりなる照明装置１００が、示される。該熱伝導要素１１
１は、伝導性要素開口１１４を定義するが、しかし、該伝導性要素開口１１４を囲まない
。
【０１３８】
さらに、本発明は、トロイダルな電灯設備を作るようここで記述されたプロファイルの
任意のもの（すなわち、図２、５−９のいずれかにおいて描かれたプロファイル）を、回
転させることにより、あるいは、正方形、矩形、延長された矩形、あるいは、不規則な形
状（終端部のある、あるいは、ない）を作るよう突出することにより、つくられる設計に
10

より得られるであろう照明装置に向けられている。
【０１３９】
図１４は、複数の領域を持ち、該領域のおのおのは、固体発光素子により照明されたと
き、青色光、緑色光、黄色光、または、赤色光を発する、ルミネッセント材料の中から選
択されたルミネッセント材料を持つ、ルミネッセント要素の第２の実施形態の斜視図であ
る。図１４に描かれた該領域は、各領域におけるルミネッセント材料のタイプを示すよう
マークされており、該領域におけるマークされた

Ｂ

は、該領域が固体発光素子により

照明されたとき、青色光を出射するルミネッセント材料を含むことを示し、該領域におけ
るマークされた

Ｇ

は、該領域が固体発光素子により照明されたとき、緑色光を出射す

るルミネッセント材料を含むことを示し、該領域におけるマークされた

Ｙ

は、該領域

が固体発光素子により照明されたとき、黄色光を出射するルミネッセント材料を含むこと
を示し、該領域におけるマークされた

Ｒ

20

は、該領域が固体発光素子により照明された

とき、赤色光を出射するルミネッセント材料を含むことを示す。
【０１４０】
図１５は、複数の領域を持ち、該領域のおのおのは、固体発光素子により照明されたと
き、青色光、緑色光、または、赤色光を発する、ルミネッセント材料の中から選択された
ルミネッセント材料を持つ、ルミネッセント要素の第２の実施形態の斜視図である。図１
５に描かれた該領域は、各領域におけるルミネッセント材料のタイプを示すようマークさ
れており、該領域におけるマークされた

Ｂ

は、該領域が固体発光素子により照明され

たとき、青色光を出射するルミネッセント材料を含むことを示し、該領域におけるマーク
された

Ｇ

は、該領域が固体発光素子により照明されたとき、緑色光を出射するルミネ

ッセント材料を含むことを示し、該領域におけるマークされた

Ｒ

30

は、該領域が固体発

光素子により照明されたとき、赤色光を出射するルミネッセント材料を含むことを示す。
【０１４１】
ここで記述された照明装置の任意の２つ、またはそれ以上の構造的部分は、集積される
ことができる。ここで記述された照明装置の任意の構造的部分は、もし必要であれば、一
緒に保持することのできる、２つ、またはそれ以上の部分にて設けられることができる。
【図面の簡単な説明】
【０１４２】
【図１】図１は、従来の埋め込まれた電灯設備の斜視図である。
【図２】図２は、本発明による照明装置の代表的な実施形態の断面図である。
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【図３】図３は、図２におけるIII − III 平面に沿った図である。
【図４】図４は、本発明による照明装置の１実施形態の底面斜視図である。
【図５】図５は、本発明による照明装置のもう１つの実施形態の断面図である。
【図６】図６は、本発明による照明装置において用いられ得るルミネッセント要素の斜視
図である。
【図７】図７は、電源に電気的に接続された発明による照明装置を示す模式図である。
【図８】図８は、光電エネルギー収集装置に電気的に接続された、本発明による照明装置
を示す模式図である。
【図９】図９は、本発明による照明装置のもう１つの実施形態の断面図である。
【図１０】図１０は、本発明による照明装置のもう１つの代表的な実施形態の斜視図であ
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る。
【図１１】図１１は、本発明による照明装置のもう１つの代表的な実施形態の斜視図であ
る。
【図１２】図１２は、本発明による照明装置のもう１つの代表的な実施形態の斜視図であ
る。
【図１３】図１３は、本発明による照明装置のもう１つの代表的な実施形態の斜視図であ
る。
【図１４】図１４は、本発明による照明装置において用いられ得るルミネッセント要素の
第２の実施形態の斜視図である。
【図１５】図１５は、本発明による照明装置において用いられ得るルミネッセント要素の
第３の実施形態の斜視図である。
【図１６】図１６は、図１２の設計をカットして得られた設計の電灯設備を描く斜視図で
ある。

【図１】

【図３】

【図２】

【図４】
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