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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明デバイスであって、
固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、および固体発光体の第３の
グループ、および
　少なくとも第１の発光材料および第２の発光材料を含み、ここで、
　固体発光体の前記第２のグループのそれぞれを照明して前記第２の発光材料の少なくと
も一部を励起すると、固体発光体の前記第２のグループおよび前記第２の発光材料から放
射される光の混合は、追加の光が全くないとき、第１、第２、第３、および第４のライン
・セグメントで囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第１の領域内にある点を定義するｘ
，ｙ色座標を有する第２のグループの混合照明を有し、前記第１のライン・セグメントは
第１の点を第２の点に接続し、前記第２のライン・セグメントは前記第２の点を第３の点
に接続し、前記第３のライン・セグメントは前記第３の点を第４の点に接続し、前記第４
のライン・セグメントは前記第４の点を前記第１の点に接続し、前記第１の点はｘ，ｙ座
標０．３２，０．４０を有し、前記第２の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．３８を有し、前
記第３の点はｘ，ｙ座標０．３０，０．２６を有し、前記第４の点はｘ，ｙ座標０．２５
，０．２９を有し、
　固体発光体の前記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグループ、および固体発光
体の前記第３のグループのそれぞれを照明して前記第１および第２の発光材料の少なくと
も一部を励起すると、固体発光体の前記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグルー
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プ、固体発光体の前記第３のグループ、前記第１の発光材料、および前記第２の発光材料
から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、１９３１ ＣＩＥ色度図上の黒体
軌跡上の少なくとも１点の１０段階マカダム楕円内にある点を定義する１９３１ ＣＩＥ
色度図上のｘ，ｙ座標を有する第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合
照明を有し、
　（ａ）固体発光体の前記第１のグループのそれぞれを照明して前記第１の発光材料の少
なくとも一部を励起すると、固体発光体の前記第１のグループおよび前記第１の発光材料
から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、第５、第６、第７、および第８の
ライン・セグメントで囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第２の領域内にある点を定義
するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループの混合照明を有し、前記第５のライン・セグメ
ントは第５の点を第６の点に接続し、前記第６のライン・セグメントは前記第６の点を第
７の点に接続し、前記第７のライン・セグメントは前記第７の点を第８の点に接続し、前
記第８のライン・セグメントは前記第８の点を前記第５の点に接続し、第５の点はｘ，ｙ
座標０．３６，０．４８を有し、第６の点はｘ，ｙ座標０．４３，０．４５を有し、第７
の点はｘ，ｙ座標０．５１２５，０．４８６６を有し、第８の点はｘ，ｙ座標０．４０８
７，０．５８９６を有し、
　固体発光体の前記第１のグループおよび固体発光体の前記第２のグループのそれぞれを
照明して前記第１および第２の発光材料の少なくとも一部を励起すると、固体発光体の前
記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグループ、前記第１の発光材料、および前記
第２の発光材料から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、第９、第１０、第
１１、第１２、および第１３のライン・セグメントで囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上
の第３の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ・第２のグルー
プの混合照明を有し、前記第９のライン・セグメントは第９の点を第１０の点に接続し、
前記第１０のライン・セグメントは前記第１０の点を第１１の点に接続し、前記第１１の
ライン・セグメントは前記第１１の点を第１２の点に接続し、前記第１２のライン・セグ
メントは前記第１２の点を第１３の点に接続し、前記第１３のライン・セグメントは前記
第１３の点を前記第９の点に接続し、前記第９の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有
し、前記第１０の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、前記第１１の点はｘ，ｙ座
標０．４３，０．４５を有し、前記第１２の点はｘ，ｙ座標０．４２，０．４２を有し、
前記第１３の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．３８を有し、または、
　（ｂ）固体発光体の前記第１のグループのそれぞれを照明して前記第１の発光材料の少
なくとも一部を励起すると、固体発光体の前記第１のグループおよび前記第１の発光材料
から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、第１４、第１５、第１６、および
第１７のライン・セグメントで囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第４の領域内にある
点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループの混合照明を有し、前記第１４のライ
ン・セグメントは第１４の点を第１５の点に接続し、前記第１５のライン・セグメントは
前記第１５の点を第１６の点に接続し、前記第１６のライン・セグメントは前記第１６の
点を第１７の点に接続し、前記第１７のライン・セグメントは前記第１７の点を前記第１
４の点に接続し、前記第１４の点はｘ，ｙ座標０．４１，０．４５５を有し、前記第１５
の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、前記第１６の点はｘ，ｙ座標０．４０８７
，０．５８９６を有し、前記第１７の点はｘ，ｙ座標０．４７８８，０．５２０２を有し
、また、
　固体発光体の前記第１のグループおよび固体発光体の前記第２のグループのそれぞれを
照明して前記第１および第２の発光材料の少なくとも一部を励起すると、固体発光体の前
記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグループ、前記第１の発光材料、および前記
第２の発光材料から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、第１８、第１９、
第２０、および第２１のライン・セグメントで囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第５
の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ・第２のグループの混
合照明を有し、前記第１８のライン・セグメントは第１８の点を第１９の点に接続し、前
記第１９のライン・セグメントは前記第１９の点を第２０の点に接続し、前記第２０のラ
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イン・セグメントは前記第２０の点を第２１の点に接続し、前記第２１のライン・セグメ
ントは前記第２１の点を前記第１８の点に接続し、前記第１８の点はｘ，ｙ座標０．３２
，０．４０を有し、前記第１９の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．３８を有し、前記第２０
の点はｘ，ｙ座標０．４１，０．４５５を有し、前記第２１の点はｘ，ｙ座標０．３６，
０．４８を有する、
照明デバイス。
【請求項２】
　請求項１記載の照明デバイスであって、固体発光体の前記第１のグループ、固体発光体
の前記第２のグループ、および固体発光体の前記第３のグループのそれぞれは発光ダイオ
ードである、照明デバイス。
【請求項３】
　請求項１または２記載の照明デバイスであって、少なくとも１つの電力線を更に含み、
固体発光体の前記第１および第２のグループ全体は、照明すると、４３０ｎｍから４８０
ｎｍの範囲内にピーク波長を有する光を放射する全ての固体発光体を含み、また電力を前
記少なくとも１つの電力線に供給すると固体発光体の前記第１および第２のグループのそ
れぞれは照明する、照明デバイス。
【請求項４】
　請求項３記載の照明デバイスであって、前記第１の発光材料はルミファの第１のグルー
プ内に含まれ、また前記第２の発光材料はルミファの第２のグループ内に含まれ、またル
ミファの前記第１および第２のグループ全体は、励起すると、約５５５ｎｍから約５８５
ｎｍの範囲内に主波長を有する光を放射する前記照明デバイス内のルミファの全てを含み
、また電力を前記少なくとも１つの電力線に供給するとルミファの前記第１のグループお
よび第２のグループのそれぞれは励起する、照明デバイス。
【請求項５】
　請求項１－４のいずれか一項記載の照明デバイスであって、前記第１の発光材料はルミ
ファの第１のグループ内に含まれ、また前記第２の発光材料はルミファの第２のグループ
内に含まれ、また固体発光体の前記第１および第２のグループ内の前記固体発光体の全て
を照明すると、ルミファの前記第１および第２のグループ内の前記ルミファのそれぞれは
前記固体発光体の少なくとも１個から放射される光により励起する、照明デバイス。
【請求項６】
　請求項１－５のいずれか一項記載の照明デバイスであって、前記照明デバイス内の全て
の固体発光体を照明すると、
　前記第１のグループ・第２のグループの混合照明は１９３１ ＣＩＥ色度図上の前記第
３の領域または１９３１ ＣＩＥ色度図上の前記第５の領域内にある点を定義するｘ，ｙ
色座標を有し、
　前記第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明は、１９３１ ＣＩ
Ｅ色度図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０段階マカダム楕円内にある点を定義する
１９３１ ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有する、
照明デバイス。
【請求項７】
　請求項１－６のいずれか一項記載の照明デバイスであって、前記照明デバイスは更に少
なくとも１つの電力線を含み、電力を前記少なくとも１つの電力線に供給すると、
前記第１のグループ・第２のグループの混合照明は１９３１ ＣＩＥ色度図上の前記第３
の領域または１９３１ ＣＩＥ色度図上の前記第５の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色
座標を有し、
　前記第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明は、１９３１ ＣＩ
Ｅ色度図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０段階マカダム楕円内にある点を定義する
１９３１ ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有する、
照明デバイス。
【請求項８】
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　請求項１－７のいずれか一項記載の照明デバイスであって、前記照明デバイスは、第１
のワット数の電気を供給すると、少なくとも６０ルーメン／ワットの有効性の出力光を放
射する、照明デバイス。
【請求項９】
　請求項８記載の照明デバイスであって、前記出力光は少なくとも３００ルーメンの明る
さである、照明デバイス。
【請求項１０】
　請求項１－９のいずれか一項記載の照明デバイスであって、前記第１のグループ・第２
のグループの混合照明は黒体軌跡上の任意の点からやはり少なくとも０．０３にある１９
３１ ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ色座標を有する、照明デバイス。
【請求項１１】
　請求項１－１０のいずれか一項記載の少なくとも１個の照明デバイスを含む照明器具。
【請求項１２】
　請求項１－１１のいずれか一項記載の照明デバイスであって、固体発光体の前記第１の
グループおよび固体発光体の前記第２のグループのそれぞれは、照明すると、４３０ｎｍ
から４８０ｎｍの範囲内にピーク波長を有する光を放射し、
　前記第１の発光材料および前記第２の発光材料は、励起すると、約５５５ｎｍから約５
８５ｎｍの範囲内に主波長を有する光を放射し、
　固体発光体の前記第３のグループのそれぞれは、照明すると、６００ｎｍから６３０ｎ
ｍの範囲内に主波長を有する光を放射する、
照明デバイス。
【請求項１３】
　請求項１２記載の照明デバイスであって、固体発光体の前記第１および第２のグループ
全体は、照明すると、４３０ｎｍから４８０ｎｍの範囲内にピーク波長を有する光を放射
する前記照明デバイス内の前記固体発光体の全てを含み、
　前記第１および第２の発光材料全体は、励起すると、約５５５ｎｍから約５８５ｎｍの
範囲内に主波長を有する光を放射する前記照明デバイス内の前記発光材料の全てを含み、
また、
　固体発光体の前記第３のグループは、照明すると、６００ｎｍから６３０ｎｍの範囲内
に主波長を有する光を放射する前記照明デバイス内の前記固体発光体の全てを含む、
照明デバイス。
【請求項１４】
　照明方法であって、
　少なくとも１個の固体発光体の第１のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体
の第２のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体の第３のグループからの光、第
１の発光材料からの光、および第２の発光材料からの光を混合して第１のグループ・第２
のグループ・第３のグループの混合照明を形成することを含み、ここで、
　固体発光体の前記第２のグループおよび前記第２の発光材料から放射される光の混合は
、追加の光が全くないとき、第１、第２、第３、および第４のライン・セグメントで囲ま
れる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第１の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する
第２のグループの混合照明を有し、前記第１のライン・セグメントは第１の点を第２の点
に接続し、前記第２のライン・セグメントは前記第２の点を第３の点に接続し、前記第３
のライン・セグメントは前記第３の点を第４の点に接続し、前記第４のライン・セグメン
トは前記第４の点を前記第１の点に接続し、前記第１の点はｘ、ｙ座標０．３２、０．４
０を有し、前記第２の点はｘ、ｙ座標０．３６、０．３８を有し、前記第３の点はｘ、ｙ
座標０．３０、０．２６を有し、前記第４の点はｘ、ｙ座標０．２５、０．２９を有し、
　固体発光体の前記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグループ、固体発光体の前
記第３のグループ、前記第１の発光材料、および前記第２の発光材料から放射される光の
混合は、追加の光が全くないとき、１９３１ ＣＩＥ色度図上の黒体軌跡上の少なくとも
１点の１０段階マカダム楕円内にある点を定義する１９３１ ＣＩＥ色度図上のｘ、ｙ座
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標を有する第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明を有し、
　（ａ）固体発光体の前記第１のグループおよび前記第１の発光材料から放射される光の
混合は、追加の光が全くないとき、第５、第６、第７、および第８のライン・セグメント
で囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第２の領域内にある点を定義するｘ、ｙ色座標を
有する第１のグループの混合照明を有し、前記第５のライン・セグメントは第５の点を第
６の点に接続し、前記第６のライン・セグメントは前記第６の点を第７の点に接続し、前
記第７のライン・セグメントは前記第７の点を第８の点に接続し、前記第８のライン・セ
グメントは前記第８の点を前記第５の点に接続し、第５の点はｘ，ｙ座標０．３６、０．
４８を有し、第６の点はｘ、ｙ座標０．４３、０．４５を有し、第７の点はｘ、ｙ座標０
．５１２５、０．４８６６を有し、第８の点はｘ、ｙ座標０．４０８７、０．５８９６を
有し、
　固体発光体の前記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグループ、前記第１の発光
材料、および前記第２の発光材料から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、
第９、第１０、第１１、第１２、および第１３のライン・セグメントで囲まれる１９３１
 ＣＩＥ色度図上の第３の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグルー
プ・第２のグループの混合照明を有し、前記第９のライン・セグメントは第９の点を第１
０の点に接続し、前記第１０のライン・セグメントは前記第１０の点を第１１の点に接続
し、前記第１１のライン・セグメントは前記第１１の点を第１２の点に接続し、前記第１
２のライン・セグメントは前記第１２の点を第１３の点に接続し、前記第１３のライン・
セグメントは前記第１３の点を前記第９の点に接続し、前記第９の点はｘ、ｙ座標０．３
２、０．４０を有し、前記第１０の点はｘ、ｙ座標０．３６、０．４８を有し、前記第１
１の点はｘ、ｙ座標０．４３、０．４５を有し、前記第１２の点はｘ、ｙ座標０．４２、
０．４２を有し、前記第１３の点はｘ、ｙ座標０．３６、０．３８を有し、または、
　（ｂ）固体発光体の前記第１のグループおよび前記第１の発光材料から放射される光の
混合は、追加の光が全くないとき、第１４、第１５、第１６、および第１７のライン・セ
グメントで囲まれる１９３１ ＣＩＥ色度図上の第４の領域内にある点を定義するｘ，ｙ
色座標を有する第１のグループの混合照明を有し、前記第１４のライン・セグメントは第
１４の点を第１５の点に接続し、前記第１５のライン・セグメントは前記第１５の点を第
１６の点に接続し、前記第１６のライン・セグメントは前記第１６の点を第１７の点に接
続し、前記第１７のライン・セグメントは前記第１７の点を前記第１４の点に接続し、前
記第１４の点はｘ、ｙ座標０．４１、０．４５５を有し、前記第１５の点はｘ、ｙ座標０
．３６、０．４８を有し、前記第１６の点はｘ、ｙ座標０．４０８７、０．５８９６を有
し、前記第１７の点はｘ、ｙ座標０．４７８８、０．５２０２を有し、また、
　固体発光体の前記第１のグループ、固体発光体の前記第２のグループ、前記第１の発光
材料、および前記第２の発光材料から放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、
第１８、第１９、第２０、および第２１のライン・セグメントで囲まれる１９３１ ＣＩ
Ｅ色度図上の第５の領域内にある点を定義するｘ、ｙ色座標を有する第１のグループ・第
２のグループの混合照明を有し、前記第１８のライン・セグメントは第１８の点を第１９
の点に接続し、前記第１９のライン・セグメントは前記第１９の点を第２０の点に接続し
、前記第２０のライン・セグメントは前記第２０の点を第２１の点に接続し、前記第２１
のライン・セグメントは前記第２１の点を前記第１８の点に接続し、前記第１８の点はｘ
、ｙ座標０．３２、０．４０を有し、前記第１９の点はｘ、ｙ座標０．３６、０．３８を
有し、前記第２０の点はｘ、ｙ座標０．４１、０．４５５を有し、前記第２１の点はｘ、
ｙ座標０．３６、０．４８を有する、
照明方法。
【請求項１５】
　請求項１４記載の照明方法であって、少なくとも１個の固体発光体の前記第１のグルー
プのそれぞれからおよび少なくとも１個の固体発光体の前記第２のグループのそれぞれか
らの光は４３０ｎｍから４８０ｎｍの範囲内にピーク波長を有し、
前記第１の発光材料からの光および前記第２の発光材料からの光は約５５５ｎｍから約５
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８５ｎｍの範囲内に主波長を有する、
照明方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
（関連出願の相互参照）
　本出願は米国暫定特許出願第６０／８６８，９８６号、２００６年１２月７日出願の利
益の権利を主張し、この出願全体をここに援用する。
【０００２】
　本発明の主題は照明デバイスに関し、特に、１個以上の固体発光体（例えば発光ダイオ
ード）および１個以上の発光材料（例えば１個以上の蛍光体）を含むデバイスに関する。
本発明の主題は照明方法にも関する。
【背景技術】
【０００３】
　毎年米国内で生成される電気の多くの部分（或る推定によると２５％も）が照明に用い
られている。したがって、エネルギー効率のよい照明を提供する必要がある。周知のよう
に、白熱電球は非常にエネルギー効率の悪い光源である。消費電力の約９０％は光ではな
く熱として放出される。蛍光灯は白熱電球より効率がよい（約１０倍）が、発光ダイオー
ドなどの固体発光体に比べるとまだ効率が低い。
　また、固体発光体の通常の寿命に比べると、白熱電球は比較的寿命が短くて、一般に約
７５０－１０００時間である。これに比べて、例えば発光ダイオードの一般的な寿命は５
０，０００から７０，０００時間である。蛍光灯は白熱灯に比べると寿命は長い（例えば
１０，０００－２０，０００時間）が、色の再生があまり良くない。
【０００４】
　色の再生は一般に演色評価数（Ｃｏｌｏｒ　Ｒｅｎｄｅｒｉｎｇ　Ｉｎｄｅｘ，ＣＲＩ
　Ｒａ）を用いて測定する。ＣＲＩ　Ｒａは、８つの基準色を照明したときの或る照明シ
ステムの演色性と或る基準放射体の演色性とを比較した相対的測度の修正された平均であ
る。すなわち、或るランプで照明したときの物体の表面色のずれの相対的測度である。そ
の照明システムが照明した一組のテスト色の色座標と、基準放射体が照らした同じテスト
色の座標とが同じ場合は、ＣＲＩ　Ｒａは１００である。昼光は高いＣＲＩを有し（Ｒａ
は約１００）、白熱電球もこれにかなり近く（Ｒａは９５より高い）、蛍光灯は精度が少
し低い（一般にＲａは７０－８０）。或るタイプの特殊な照明のＣＲＩは非常に低い（例
えば、水銀蒸気灯またはナトリウム・ランプのＲａは約４０またはそれ以下である）。ナ
トリウム灯は、例えば高速道路を照明するのに用いられている。しかし、ＣＲＩ　Ｒａ値
が低くなると、運転者の応答時間が大幅に低下する（任意の所定の明るさにおいて、ＣＲ
Ｉ　Ｒａが低くなるに従って可読度が低下する）。
【０００５】
　従来の照明器具が直面するもう１つの問題は、照明デバイス（例えば電球など）を定期
的に交換しなければならないことである。この問題が特に大きいのは、近づきにくいとこ
ろ（例えば、アーチ形天井、橋、高層ビル、トンネル）および／または交換のためのコス
トが非常に高いところである。従来の器具の一般的な寿命は約２０年で、これは発光デバ
イスを少なくとも約４４，０００時間使うことに相当する（２０年間に毎日６時間使うと
して計算）。発光デバイスの寿命は一般にこれよりはるかに短いので、定期的な交換が必
要になる。
【０００６】
　したがってこれらの理由から、多くの応用において、白熱灯や蛍光灯やその他の光生成
デバイスの代わりに固体発光体を用いる方法の開発が行われてきた。また、固体発光体が
すでに用いられている所では、例えば、エネルギー効率、演色評価数（ＣＲＩ　Ｒａ）、
コントラスト、有効性（ｅｆｆｉｃａｃｙ）（ｌｍ／Ｗ）、および／または使用期間に関
して改善された固体発光体を提供するための努力が続けられている。
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　発光ダイオードは、電流を光に変換する周知の半導体素子である。種々の発光ダイオー
ドが増々広範囲の目的で益々多くの新しい分野で用いられている。
【０００７】
　より詳しく述べると、発光ダイオードは半導体素子で、ｐ－ｎ接合構造の両端に電圧を
印加すると光（紫外線、可視線、赤外線）を放射する。発光ダイオードおよび多くの関連
する構造物を作るための多くの周知の方法があり、本発明の主題は任意のかかる素子を用
いてよい。例えば、Ｓｚｅの「半導体デバイスの物理」（Ｐｈｙｓｉｃｓ　ｏｆ　Ｓｅｍ
ｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒ　Ｄｅｖｉｃｅｓ）」（第２版、１９８１年）の第１２－１４章、
およびＳｚｅの「現代半導体デバイス物理」（Ｍｏｄｅｒｎ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏ
ｒ　Ｄｅｖｉｃｅ　Ｐｈｙｓｉｃｓ）」（１９９８年）の第７章は、発光ダイオードを含
む種々の光素子について述べている。
　例えば電子部品販売店で販売されている周知でかつ市販の発光ダイオード（ＬＥＤ）は
多数の部品から成る「パッケージ化」デバイスである。かかるパッケージ化デバイスは一
般に、米国特許第４，９１８，４８７号（特許文献１）、第５，６３１，１９０号（特許
文献２）、および第５，９１２，４７７号（特許文献３）に記述されているような（ただ
し、これらに限定されない）半導体ベースの発光ダイオード、種々の配線接続、および発
光ダイオードを封入するパッケージを含む。
【０００８】
　周知のように、発光ダイオードは半導体の活性（発光）層の伝導帯と価電子帯との間の
禁止帯の幅を越えて電子を励起することにより光を生成する。電子が遷移すると禁止帯の
幅に依存する波長の光を生成する。このように、発光ダイオードが放射する光の色（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。
　固体発光体（例えば発光ダイオード）の開発は照明業界に多くの点で革命をもたらした
が、固体発光体の特性にはいくつかの問題があり、その一部はまだ完全には解決されてい
ない。例えば、任意の特定の発光ダイオードの発光スペクトルは一般に或る１つの波長（
発光ダイオードの組成および構造により決まる）の付近に集中している。これは或る応用
には望ましいが、別の応用には望ましくない（例えば、照明するときのかかる放射スペク
トルのＣＲＩ　Ｒａは非常に低い）。
【０００９】
　白色と知覚される光は必ず２つ以上の色（すなわち波長）の光の混合なので、１個で白
色を作る発光ダイオード接合はまだ開発されていない。すでに作られている或る「白色」
発光ダイオード・ランプはそれぞれ赤色、緑色、青色の発光ダイオードで形成される１つ
の発光ダイオード画素／クラスタを有する。別の「白色」発光ダイオード・ランプは（１
）青色光を生成する発光ダイオードと（２）この発光ダイオードが放射する光による励起
に応じて黄色光を放射する発光材料（例えば蛍光体）とを含み、青色光と黄色光とを混合
して白色光と知覚される光を作る。
　一般に、１９３１　ＣＩＥ色度図（Ｃｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ　Ｄｉａｇｒａｍ）（１
９３１年に制定された原色の国際標準）および１９７６　ＣＩＥ色度図（１９３１年の図
と同様であるが、図上の同じ距離が同じと知覚される色の差になるように修正されたもの
）は、色の重みつき和として色を定義するのに有用な基準である。
【００１０】
　種々の発光材料（および、例えば米国特許第６，６００，１７５号（特許文献４）（こ
の特許全体をここに援用する）に開示されているルミファ（ｌｕｍｉｐｈｏｒ）または発
光団媒体（ｌｕｍｉｎｏｐｈｏｒｉｃ　ｍｅｄｉａ）として知られる発光材料を含む構造
）が当業者に周知でありまた利用可能である。例えば、蛍光体は励起放射線源で励起する
と応答放射線（例えば可視線）を放射する発光材料である。多くの場合、応答放射線は励
起放射線の波長とは異なる波長を有する。発光材料の別の例としては、シンチレータ、日
中光テープ（ｄａｙ　ｇｌｏｗ　ｔａｐｅ）、および紫外光で照明すると可視スペクトル
内で光るインクなどがある。
　発光材料は、ダウン変換型（すなわち、光子をより低いエネルギー・レベル（より長い
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波長）に変換する材料）と、アップ変換型（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）とに分類することができる。
　発光材料をＬＥＤデバイス内に含めるには、上に説明したように、発光材料を透明また
は半透明の封入材料（例えば、エポキシ・ベース、シリコン・ベース、ガラス・ベース、
または金属酸化膜ベースの材料）に、例えば混合または被覆により加える方法が行われて
いる。
【００１１】
　例えば、米国特許第６，９６３，１６６号（特許文献５）は従来技術の発光ダイオード
・ランプを開示している。これは、発光ダイオード・チップ、発光ダイオード・チップを
カバーする弾丸形の透明なハウジング、発光ダイオード・チップに電流を供給するリード
線、および発光ダイオード・チップの放射を均一な方向に反射するカップ反射器を含み、
発光ダイオード・チップは第１の樹脂部分と共に封入し、更にこれを第２の樹脂部分と共
に封入する。特許文献５によると、第１の樹脂部分を得るには、カップ反射器に樹脂材料
を充填し、発光ダイオード・チップをカップ反射器の底部に取り付けた後に硬化させ、次
にそのカソード電極とアノード電極とをワイヤでリード線に電気的に接続する。特許文献
５によると、蛍光体を第１の樹脂部分内に分散させて、発光ダイオード・チップから放射
される光Ａで励起すると、励起された蛍光体は光Ａより長い波長を有する蛍光（光Ｂ）を
生成し、光Ａの一部は蛍光体を含む第１の樹脂部分を透過するので、光Ａと光Ｂの混合光
として得られる光Ｃを照明に用いる。
【００１２】
　上に述べたように、白色白熱ランプに代わるものとして「白色ＬＥＤランプ」（すなわ
ち、白色またはほぼ白色と知覚される光）が研究されてきた。白色ＬＥＤランプの代表例
は、窒化インジウム・ガリウム（ＩｎＧａＮ）または窒化ガリウム（ＧａＮ）で作ってＹ
ＡＧなどの蛍光体で被覆した青色発光ダイオード・チップのパッケージを含む。かかるＬ
ＥＤランプでは、青色発光ダイオード・チップは青色放射を作り、蛍光体はその放射を受
けて黄色蛍光を作る。例えば或る設計では、白色発光ダイオード・ランプは青色光を放射
する半導体発光ダイオードの出力面上にセラミック蛍光体層を形成することにより製作す
る。
【００１３】
　発光ダイオード・チップから放射される青色光の一部は蛍光体を透過するが、発光ダイ
オード・チップから放射される青色光の一部は蛍光体に吸収され、蛍光体は励起されて黄
色光を放射する。発光ダイオードが放射する青色光の一部は蛍光体を透過して、蛍光体が
放射する黄色光と混合する。人は青色光と黄色光との混合を白色光と知覚する。別のタイ
プは青色または紫色の発光ダイオード・チップを用い、これを赤色または橙色と緑色また
は黄色がかった緑色の光を作る蛍光体材料と結合する。かかるランプでは、発光ダイオー
ド・チップが放射する青色または紫色の光の一部は蛍光体を励起し、これにより蛍光体は
赤色または橙色と黄色または緑色の光を放射する。これらの光と青色または紫色の光とを
結合すると、白色の知覚を作ることができる。
【００１４】
　上に述べたように、別のタイプのＬＥＤランプでは、紫外線を放射する発光ダイオード
・チップと赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の光線を作る蛍光体材料とを組み合わせ
る。かかる「ＲＧＢ　ＬＥＤランプ」では、発光ダイオード・チップから放射された紫外
線は蛍光体を励起し、これにより蛍光体は赤色、緑色、青色の光線を放射し、これらを混
合すると人の目は白色光と知覚する。したがって、白色光はこれらの光線の混合として得
ることもできる。
　既存のＬＥＤ構成要素パッケージと他の電子回路とを組み立てて器具を作る設計が行わ
れている。かかる設計では、パッケージ化ＬＥＤを回路基板にまたは直接にヒート・シン
クに取り付け、回路基板をヒート・シンクに取り付け、ヒート・シンクを必要な駆動電子
回路と共に器具のハウジングに取り付ける。多くの場合、追加の光学系（パッケージ部品
にとって二次的なもの）も必要である。
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【００１５】
　固体発光体を他の光源（例えば白熱電球）の代わりに用いるとき、パッケージ化ＬＥＤ
は従来の器具（例えば、空洞レンズおよびレンズに取り付けられたベース・プレートを含
む器具）と共に用いられている。ベース・プレートは電源に電気的に結合する１個以上の
接点を持つ従来のソケット・ハウジングを有する。例えば、従来製作されているＬＥＤ電
球の構成は、電気回路基板、回路基板に取り付けられた複数のパッケージ化ＬＥＤ、およ
び接続ポストを含む。接続ポストは回路基板に取り付けられて光器具のソケット・ハウジ
ングに接続される。これにより、電源により複数のＬＥＤを照明することができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１６】
【特許文献１】米国特許第４，９１８，４８７号
【特許文献２】米国特許第５，６３１，１９０号
【特許文献３】米国特許第５，９１２，４７７号
【特許文献４】米国特許第６，６００，１７５号
【特許文献５】米国特許第６，９６３，１６６号
【特許文献６】米国特許出願第１１／６１３，６９２号
【特許文献７】米国特許出願第１１／６１４，１８０号
【特許文献８】米国特許出願第１１／６２４，８１１号
【特許文献９】米国特許出願第１１／６２６，４８３号
【特許文献１０】米国特許出願第１１／７４３，７５４号
【特許文献１１】米国特許出願第１１／７５１，９８２号
【特許文献１２】米国特許出願第１１／７５１，９９０号
【特許文献１３】米国特許出願第１１／７５３，１０３号
【特許文献１４】米国特許出願第１１／７５５，１５３号
【特許文献１５】米国特許出願第１１／７５５，１６２号
【特許文献１６】米国特許出願第１１／８４３，２４３号
【特許文献１７】米国特許出願第１１／８５４，７４４号
【特許文献１８】米国特許出願第１１／８５６，４２１号
【特許文献１９】米国特許出願第１１／８５９，０４８号
【特許文献２０】米国特許出願第６０／７５２，７５３号
【特許文献２１】米国特許出願第６０／７５３，１３８号
【特許文献２２】米国特許出願第６０／７９４，３７９号
【特許文献２３】米国特許出願第６０／７９８，４４６号
【特許文献２４】米国特許出願第６０／８０２，６９７号
【特許文献２５】米国特許出願第６０／８０８，７０２号
【特許文献２６】米国特許出願第６０／８０８，９２５号
【特許文献２７】米国特許出願第６０／８０９，５９５号
【特許文献２８】米国特許出願第６０／８０９，６１８号
【特許文献２９】米国特許出願第６０／８０９，９５９号
【特許文献３０】米国特許出願第６０／８３９，４５３号
【特許文献３１】米国特許出願第６０／８４４，３２５号
【特許文献３２】米国特許出願第６０／８４５，４２９号
【特許文献３３】米国特許出願第６０／８４６，２２２号
【特許文献３４】米国特許出願第６０／８５１，２３０号
【特許文献３５】米国特許出願第６０／８５７，３０５号
【特許文献３６】米国特許出願第６０／８５８，５５８号
【特許文献３７】米国暫定特許出願第６０／８６８，９８６号
【非特許文献】
【００１７】
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【非特許文献１】Ｓｚｅ著、「半導体デバイスの物理」（第２版、１９８１年）
【非特許文献２】Ｓｚｅ著、「現代半導体デバイスの物理」（１９９８年）
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１８】
　固体発光体（例えば発光ダイオード）を用いて、エネルギー効率が高く、演色評価数（
ＣＲＩ　Ｒａ）が優れ、有効性（ｌｍ／Ｗ）が良く、および／または使用期間が長い白色
光を種々の応用に提供する方法が絶えず求められている。
【課題を解決するための手段】
【００１９】
　「白色」ＬＥＤ光源であって、効率は比較的高いが演色性が不十分で（一般にＣＲＩ　
Ｒａ値が７５以下）、特に赤色の演色性に欠陥があり、緑色でもかなり欠陥があるものが
ある。これは、一般的な人の顔色、食料品、ラベル、絵画、ポスター、標識、衣装、家の
装飾、植物、花、自動車などを含む多くのものが、白熱灯または自然光で照明する場合に
比べて変なあるいは違う色を示すことを意味する。一般に、かかる白色ＬＥＤランプは約
５０００Ｋの色温度を有する。これは一般に普通の照明では見た目には快くないが、商業
的な製品または広告や印刷物の照明には望ましいことがある。
【００２０】
　いわゆる「温白色」ＬＥＤランプの中には、室内で用いるのに一層適した色温度（一般
に２７００Ｋから３５００Ｋ）を有し、またある特殊な場合には良いＣＲＩ　Ｒａを有す
るものがある（黄色および赤色の蛍光体混合の場合はＲａ＝９５もある）が、その効率は
標準の「冷白色」ＬＥＤランプに比べて一般に非常に低い。
　色付き物体をＲＧＢ　ＬＥＤランプで照明すると真の色に見えないことがある。例えば
、白色光で照明すると黄色光だけを反射するので黄色に見える物体は、ＲＧＢ　ＬＥＤ器
具の赤色および緑色のＬＥＤで作られる見かけが黄色の光で照明すると非飽和で灰色がか
って見えることがある。したがって、かかるランプは、特に一般的な照明などのように種
々の背景を照明するときや、特に自然の風景においては、優れた演色性が得られないと考
えられる。また、現在利用可能な緑色ＬＥＤは効率が比較的低いので、かかるランプの効
率には限界がある。
【００２１】
　種々の色合いを有するＬＥＤを用いると、同様に必然的に種々の効率（低い効率も含む
）を有するＬＥＤを用いることになるので、かかるシステムの効率が低くなり、多くの異
なるタイプのＬＥＤを制御しまた光の色バランスを保つために、回路が非常に複雑になり
またコストが大幅に増加する。
　したがって、許容できる色温度および良い演色評価数を持つ白色ＬＥＤランプの効率お
よび長寿命（すなわち、比較的効率の悪い光源を使うのを避ける）と、広い全領域と、簡
単な制御回路とを組み合わせた、効率の高い白色光源が必要である。
【００２２】
　本発明の主題において、次の方法により非常に高いＣＲＩ　Ｒａが得られると共に非常
に高い有効性が得られることが思いがけなくも発見された。すなわち、
（Ａ）少なくとも１個の固体発光体の第１のグループからの光、少なくとも１個の固体発
光体の第２のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体の第３のグループからの光
、少なくとも１個のルミファの第１のグループからの光、および少なくとも１個のルミフ
ァの第２のグループからの光を混合して第１のグループ・第２のグループ・第３のグルー
プの混合照明を形成し、ここで、
　固体発光体の第１のグループおよびルミファの第１のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、ｘ，ｙ座標（０．３６，０．４８）、（０．４３，０．４
５）、（０．５１２５，０．４８６６）、（０．４０８７，０．５８９６）を有する一組
の点で定義される（後で詳細に説明する）１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を
定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループの混合照明を有し、　
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【００２３】
　固体発光体の第２のグループおよびルミファの第２のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、ｘ，ｙ座標（０．３２，０．４０）、（０．３６，０．３
８）、（０．３０，０．２６）、（０．２５，０．２９）を有する一組の点で定義される
１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第２のグル
ープの混合照明を有し、
　固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第１のグルー
プ、およびルミファの第２のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないと
き、ｘ，ｙ座標（０．３２，０．４０）、（０．３６，０．４８）、（０．４３，０．４
５）、（０．４２，０．４２）、（０．３６，０．３８）を有する一組の点で定義される
１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグル
ープ・第２のグループの混合照明を有し、
　第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明は、１９３１　ＣＩＥ色
度図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０個のマカダム（ＭａｃＡｄａｍ）楕円内（ま
た或る実施の形態では、７個のマカダム楕円内）にある点を定義するｘ，ｙ座標を１９３
１　ＣＩＥ色度図上に有し、または
【００２４】
（Ｂ）少なくとも１個の固体発光体の第１のグループからの光、少なくとも１個の固体発
光体の第２のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体の第３のグループからの光
、少なくとも１個のルミファの第１のグループからの光、および少なくとも１個のルミフ
ァの第２のグループからの光を混合して第１のグループ・第２のグループ・第３のグルー
プの混合照明を形成し、ここで、
　固体発光体の第１のグループおよびルミファの第１のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、ｘ，ｙ座標（０．４１，０．４５５）、（０．３６，０．
４８）、（０．４０８７，０．５８９６）、（０．４７８８，０．５２０２）を有する一
組の点で定義される１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標
を有する第１のグループの混合照明を有し、
【００２５】
　固体発光体の第２のグループおよびルミファの第２のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、ｘ，ｙ座標（０．３２，０．４０）、（０．３６，０．３
８）、（０．３０，０．２６）、（０．２５，０．２９）を有する一組の点で定義される
１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第２のグル
ープの混合照明を有し、
　固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第１のグルー
プ、およびルミファの第２のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないと
き、ｘ，ｙ座標（０．３２，０．４０）、（０．３６，０．３８）、（０．４１，０．４
５５）、（０．３６，０．４８）を有する一組の点で定義される１９３１　ＣＩＥ色度図
上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ・第２のグループの
混合照明を有し、
　第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明は、１９３１　ＣＩＥ色
度図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０個のマカダム楕円内（また或る実施の形態で
は、７個のマカダム楕円内）にある点を定義するｘ，ｙ座標を１９３１　ＣＩＥ色度図上
に有する。
【００２６】
　したがって、本発明の主題の第１の態様では、固体発光体の第１のグループ、ルミファ
の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第２のグループ、および固
体発光体の第３のグループを含む照明デバイスを提供する。本発明の主題のこの第１の態
様では、
　固体発光体の第１のグループのそれぞれを照明してルミファの第１のグループのそれぞ
れを励起すると、固体発光体の第１のグループおよびルミファの第１のグループから放射
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される光の混合は、追加の光が全くないとき、第１、第２、第３、および第４のライン・
セグメントで囲まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座
標を有する第１のグループの混合照明を有し、第１のライン・セグメントは第１の点を第
２の点に接続し、第２のライン・セグメントは第２の点を第３の点に接続し、第３のライ
ン・セグメントは第３の点を第４の点に接続し、第４のライン・セグメントは第４の点を
第１の点に接続し、第１の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、第２の点はｘ，ｙ
座標０．４３，０．４５を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．５１２５，０．４８６６を有
し、第４の点はｘ，ｙ座標０．４０８７，０．５８９６を有し、
【００２７】
　固体発光体の第２のグループのそれぞれを照明してルミファの第２のグループのそれぞ
れを励起すると、固体発光体の第２のグループおよびルミファの第２のグループから放射
される光の混合は、追加の光が全くないとき、第５、第６、第７、および第８のライン・
セグメントで囲まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座
標を有する第２のグループの混合照明を有し、第５のライン・セグメントは第５の点を第
６の点に接続し、第６のライン・セグメントは第６の点を第７の点に接続し、第７のライ
ン・セグメントは第７の点を第８の点に接続し、第８のライン・セグメントは第８の点を
第５の点に接続し、第５の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第６の点はｘ，ｙ
座標０．３６，０．３８を有し、第７の点はｘ，ｙ座標０．３０，０．２６を有し、第８
の点はｘ，ｙ座標０．２５，０．２９を有し、
【００２８】
　固体発光体の第１のグループおよび固体発光体の第２のグループのそれぞれを照明して
ルミファの第１のグループおよびルミファの第２のグループのそれぞれを励起すると、固
体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第１のグループ、
およびルミファの第２のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、
第９、第１０、第１１、第１２、および第１３のライン・セグメントで囲まれる１９３１
　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ・第
２のグループの混合照明を有し、第９のライン・セグメントは第９の点を第１０の点に接
続し、第１０のライン・セグメントは第１０の点を第１１の点に接続し、第１１のライン
・セグメントは第１１の点を第１２の点に接続し、第１２のライン・セグメントは第１２
の点を第１３の点に接続し、第１３のライン・セグメントは第１３の点を第９の点に接続
し、第９の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第１０の点はｘ，ｙ座標０．３６
，０．４８を有し、第１１の点はｘ，ｙ座標０．４３，０．４５を有し、第１２の点はｘ
，ｙ座標０．４２，０．４２を有し、第１３の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．３８を有し
、
【００２９】
　固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、および固体発光体の第３
のグループのそれぞれを照明してルミファの第１のグループおよびルミファの第２のグル
ープのそれぞれを励起すると、固体発光体の各第１のグループ、固体発光体の第２のグル
ープ、固体発光体の第３のグループ、ルミファの第１のグループ、およびルミファの第２
のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、１９３１　ＣＩＥ色度
図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０個のマカダム楕円内（また或る実施の形態では
、７個のマカダム楕円内、または別の実施の形態では、８個のマカダム楕円内、６個のマ
カダム楕円内、４個のマカダム楕円内、および／または２個のマカダム楕円内）にある点
を定義する１９３１　ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有する第１のグループ・第２のグル
ープ・第３のグループの混合照明を有する。
【００３０】
　本発明の主題の第２の態様では、固体発光体の第１のグループ、ルミファの第１のグル
ープ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第２のグループ、および固体発光体の第
３のグループを含む照明デバイスを提供する。本発明の主題のこの第２の態様では、
　固体発光体の第１のグループのそれぞれを照明してルミファの第１のグループのそれぞ
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れを励起すると、固体発光体の第１のグループおよびルミファの第１のグループから放射
される光の混合は、追加の光が全くないとき、第１、第２、第３、および第４のライン・
セグメントで囲まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座
標を有する第１のグループの混合照明を有し、第１のライン・セグメントは第１の点を第
２の点に接続し、第２のライン・セグメントは第２の点を第３の点に接続し、第３のライ
ン・セグメントは第３の点を第４の点に接続し、第４のライン・セグメントは第４の点を
第１の点に接続し、第１の点はｘ，ｙ座標０．４１，０．４５５を有し、第２の点はｘ，
ｙ座標０．３６，０．４８を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．４０８７，０．５８９６を
有し、第４の点はｘ，ｙ座標０．４７８８，０．５２０２を有し、
【００３１】
　固体発光体の第２のグループのそれぞれを照明してルミファの第２のグループのそれぞ
れを励起すると、固体発光体の第２のグループおよびルミファの第２のグループから放射
される光の混合は、追加の光が全くないとき、第５、第６、第７、および第８のライン・
セグメントで囲まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座
標を有する第２のグループの混合照明を有し、第５のライン・セグメントは第５の点を第
６の点に接続し、第６のライン・セグメントは第６の点を第７の点に接続し、第７のライ
ン・セグメントは第７の点を第８の点に接続し、第８のライン・セグメントは第８の点を
第５の点に接続し、第５の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第６の点はｘ，ｙ
座標０．３６，０．３８を有し、第７の点はｘ，ｙ座標０．３０，０．２６を有し、第８
の点はｘ，ｙ座標０．２５，０．２９を有し、
【００３２】
　固体発光体の第１のグループおよび固体発光体の第２のグループのそれぞれを照明して
ルミファの第１のグループおよびルミファの第２のグループのそれぞれを励起すると、固
体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第１のグループ、
およびルミファの第２のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、
第９、第１０、第１１、および第１２のライン・セグメントで囲まれる１９３１　ＣＩＥ
色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ・第２のグル
ープの混合照明を有し、第９のライン・セグメントは第９の点を第１０の点に接続し、第
１０のライン・セグメントは第１０の点を第１１の点に接続し、第１１のライン・セグメ
ントは第１１の点を第１２の点に接続し、第１２のライン・セグメントは第１２の点を第
９の点に接続し、第９の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第１０の点はｘ，ｙ
座標０．３６，０．３８を有し、第１１の点はｘ，ｙ座標０．４１，０．４５５を有し、
第１２の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、
【００３３】
　固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、および固体発光体の第３
のグループのそれぞれを照明してルミファの第１のグループおよびルミファの第２のグル
ープのそれぞれを励起すると、固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグルー
プ、固体発光体の第３のグループ、ルミファの第１のグループ、およびルミファの第２の
グループから放射される光の混合は、追加の光が全くないとき、１９３１　ＣＩＥ色度図
上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０個のマカダム楕円内（また或る実施の形態では、
７個のマカダム楕円内、または別の実施の形態では、８個のマカダム楕円内、６個のマカ
ダム楕円内、４個のマカダム楕円内、および／または２個のマカダム楕円内）にある点を
定義する１９３１　ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有する第１のグループ・第２のグルー
プ・第３のグループの混合照明を有する。
【００３４】
　１９３１　ＣＩＥ色度図上の黒体軌跡の近傍（マカダム楕円内）に関してここに述べた
任意の混合光に関して、本発明の主題は更に、色温度２７００Ｋ，３０００Ｋ，または３
５００Ｋを有する黒体軌跡上の光の近傍のかかる混合光に関する。すなわち、
　混合光であって、第１、第２、第３、第４、および第５のライン・セグメントで囲まれ
る１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有し、第１のラ
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イン・セグメントは第１の点を第２の点に接続し、第２のライン・セグメントは第２の点
を第３の点に接続し、第３のライン・セグメントは第３の点を第４の点に接続し、第４の
ライン・セグメントは第４の点を第５の点に接続し、第５のライン・セグメントは第５の
点を第１の点に接続し、第１の点はｘ，ｙ座標０．４５７８，０．４１０１を有し、第２
の点はｘ，ｙ座標０．４８１３，０．４３１９を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．４５６
２，０．４２６０を有し、第４の点はｘ，ｙ座標０．４３７３，０．３８９３を有し、第
５の点はｘ，ｙ座標０．４５９３，０．３９４４（すなわち２７００Ｋの近く）を有する
混合光、または、
【００３５】
　混合光であって、第１、第２、第３、第４、および第５のライン・セグメントで囲まれ
る１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有し、第１のラ
イン・セグメントは第１の点を第２の点に接続し、第２のライン・セグメントは第２の点
を第３の点に接続し、第３のライン・セグメントは第３の点を第４の点に接続し、第４の
ライン・セグメントは第４の点を第５の点に接続し、第５のライン・セグメントは第５の
点を第１の点に接続し、第１の点はｘ，ｙ座標０．４３３８，０．４０３０を有し、第２
の点はｘ，ｙ座標０．４５６２，０．４２６０を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．４２９
９，０．４１６５を有し、第４の点はｘ，ｙ座標０．４１４７，０．３８１４を有し、第
５の点はｘ，ｙ座標０．４３７３，０．３８９３（すなわち３０００Ｋの近く）を有する
混合光、または、
【００３６】
　混合光であって、第１、第２、第３、第４、および第５のライン・セグメントで囲まれ
る１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有し、第１のラ
イン・セグメントは第１の点を第２の点に接続し、第２のライン・セグメントは第２の点
を第３の点に接続し、第３のライン・セグメントは第３の点を第４の点に接続し、第４の
ライン・セグメントは第４の点を第５の点に接続し、第５のライン・セグメントは第５の
点を第１の点に接続し、第１の点はｘ，ｙ座標０．４０７３，０．３９３０を有し、第２
の点はｘ，ｙ座標０．４２９９，０．４１６５を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．３９９
６，０．４０１５を有し、第４の点はｘ，ｙ座標０．３８８９，０．３６９０を有し、第
５の点はｘ，ｙ座標０．４１４７，０．３８１４（すなわち３５００Ｋの近く）を有する
混合光。
【００３７】
　本発明の主題の第３の態様では照明の方法を提供する。すなわち、
　少なくとも１個の固体発光体の第１のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体
の第２のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体の第３のグループからの光、少
なくとも１個のルミファの第１のグループからの光、および少なくとも１個のルミファの
第２のグループからの光を混合して第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの
混合照明を形成することを含み、ここで、
【００３８】
　固体発光体の第１のグループおよびルミファの第１のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、第１、第２、第３、および第４のライン・セグメントで囲
まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１
のグループの混合照明を有し、第１のライン・セグメントは第１の点を第２の点に接続し
、第２のライン・セグメントは第２の点を第３の点に接続し、第３のライン・セグメント
は第３の点を第４の点に接続し、第４のライン・セグメントは第４の点を第１の点に接続
し、第１の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、第２の点はｘ，ｙ座標０．４３，
０．４５を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．５１２５，０．４８６６を有し、第４の点は
ｘ，ｙ座標０．４０８７，０．５８９６を有し、
【００３９】
　固体発光体の第２のグループおよびルミファの第２のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、第５、第６、第７、および第８のライン・セグメントで囲
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まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第２
のグループの混合照明を有し、第５のライン・セグメントは第５の点を第６の点に接続し
、第６のライン・セグメントは第６の点を第７の点に接続し、第７のライン・セグメント
は第７の点を第８の点に接続し、第８のライン・セグメントは第８の点を第５の点に接続
し、第５の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第６の点はｘ，ｙ座標０．３６，
０．３８を有し、第７の点はｘ，ｙ座標０．３０，０．２６を有し、第８の点はｘ，ｙ座
標０．２５，０．２９を有し、
【００４０】
　固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第１のグルー
プ、およびルミファの第２のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないと
き、第９、第１０、第１１、第１２、および第１３のライン・セグメントで囲まれる１９
３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ
・第２のグループの混合照明を有し、第９のライン・セグメントは第９の点を第１０の点
に接続し、第１０のライン・セグメントは第１０の点を第１１の点に接続し、第１１のラ
イン・セグメントは第１１の点を第１２の点に接続し、第１２のライン・セグメントは第
１２の点を第１３の点に接続し、第１３のライン・セグメントは第１３の点を第９の点に
接続し、第９の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第１０の点はｘ，ｙ座標０．
３６，０．４８を有し、第１１の点はｘ，ｙ座標０．４３，０．４５を有し、第１２の点
はｘ，ｙ座標０．４２，０．４２を有し、第１３の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．３８を
有し、
【００４１】
　第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明は、１９３１　ＣＩＥ色
度図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０マカダム楕円内（また或る実施の形態では、
７個のマカダム楕円内、または別の実施の形態では、８個のマカダム楕円内、６個のマカ
ダム楕円内、４個のマカダム楕円内、および／または２個のマカダム楕円内）にある点を
定義する１９３１　ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有する。
【００４２】
　本発明の主題の第４の態様では照明の方法を提供する。すなわち、
　少なくとも１個の固体発光体の第１のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体
の第２のグループからの光、少なくとも１個の固体発光体の第３のグループからの光、少
なくとも１個のルミファの第１のグループからの光、および少なくとも１個のルミファの
第２のグループからの光を混合して第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの
混合照明を形成することを含み、ここで、
【００４３】
　固体発光体の第１のグループおよびルミファの第１のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、第１、第２、第３、および第４のライン・セグメントで囲
まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１
のグループの混合照明を有し、第１のライン・セグメントは第１の点を第２の点に接続し
、第２のライン・セグメントは第２の点を第３の点に接続し、第３のライン・セグメント
は第３の点を第４の点に接続し、第４のライン・セグメントは第４の点を第１の点に接続
し、第１の点はｘ，ｙ座標０．４１，０．４５５を有し、第２の点はｘ，ｙ座標０．３６
，０．４８を有し、第３の点はｘ，ｙ座標０．４０８７，０．５８９６を有し、第４の点
はｘ，ｙ座標０．４７８８，０．５２０２を有し、
【００４４】
　固体発光体の第２のグループおよびルミファの第２のグループから放射される光の混合
は、追加の光が全くないとき、第５、第６、第７、および第８のライン・セグメントで囲
まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第２
のグループの混合照明を有し、第５のライン・セグメントは第５の点を第６の点に接続し
、第６のライン・セグメントは第６の点を第７の点に接続し、第７のライン・セグメント
は第７の点を第８の点に接続し、第８のライン・セグメントは第８の点を第５の点に接続
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し、第５の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第６の点はｘ，ｙ座標０．３６，
０．３８を有し、第７の点はｘ，ｙ座標０．３０，０．２６を有し、第８の点はｘ，ｙ座
標０．２５，０．２９を有し、
【００４５】
　固体発光体の第１のグループ、固体発光体の第２のグループ、ルミファの第１のグルー
プ、およびルミファの第２のグループから放射される光の混合は、追加の光が全くないと
き、第９、第１０、第１１、および第１２のライン・セグメントで囲まれる１９３１　Ｃ
ＩＥ色度図上の領域内にある点を定義するｘ，ｙ色座標を有する第１のグループ・第２の
グループの混合照明を有し、第９のライン・セグメントは第９の点を第１０の点に接続し
、第１０のライン・セグメントは第１０の点を第１１の点に接続し、第１１のライン・セ
グメントは第１１の点を第１２の点に接続し、第１２のライン・セグメントは第１２の点
を第９の点に接続し、第９の点はｘ，ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第１０の点はｘ
，ｙ座標０．３６，０．３８を有し、第１１の点はｘ，ｙ座標０．４１，０．４５５を有
し、第１２の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、
【００４６】
　第１のグループ・第２のグループ・第３のグループの混合照明は、１９３１　ＣＩＥ色
度図上の黒体軌跡上の少なくとも１点の１０個のマカダム楕円内（また或る実施の形態で
は、７個のマカダム楕円内、または別の実施の形態では、８個のマカダム楕円内、６個の
マカダム楕円内、４個のマカダム楕円内、および／または２個のマカダム楕円内）にある
点を定義する１９３１　ＣＩＥ色度図上のｘ，ｙ座標を有する。
【００４７】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１、第２、および／または第
３のグループ内の固体発光体の１個以上は発光ダイオードである。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、
　　固体発光体の第１および第２のグループ内の各固体発光体は、照明すると、４３０ｎ
ｍから４８０ｎｍの範囲内にピーク波長を有する光を放射し、
　　ルミファの第１および第２のグループ内の各ルミファは、励起すると、約５５５ｎｍ
から約５８５ｎｍの範囲内に主波長を有する光を放射し、
　　固体発光体の第３のグループそれぞれは、照明すると、６００ｎｍから６３０ｎｍの
範囲内に主波長を有する光を放射する。
【００４８】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、照明デバイス内の全ての固体発光体が照明す
ると、照明デバイスは上に定義した１９３１　ＣＩＥ色度図上の各領域内にｘ，ｙ色座標
を有する光を放射する。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、照明デバイスは更に少なくとも１つの電力線
を含み、電力を少なくとも１つの電力線のそれぞれに供給すると、照明デバイスは上に定
義したＣＩＥ色度図上の各領域内にｘ，ｙ色座標を有する光を放射する。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、照明デバイスは更に、照明すると飽和光を放
射する少なくとも１個の固体発光体を含む固体発光体の追加のグループを含む。
【００４９】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、照明デバイスは、第１のワット数の電気を供
給すると、少なくとも６０ルーメン／ワット（或る実施の形態では少なくとも７０ルーメ
ン／ワット、また或る実施の形態では少なくとも８０ルーメン／ワット）の有効性の出力
光を放射する。或る実施の形態では、出力光の明るさは少なくとも３００ルーメンであり
、或る実施の形態では少なくとも５００ルーメンである。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１のグループおよび固体発光
体の第２のグループのそれぞれを照明してルミファの第１のグループおよびルミファの第
２のグループのそれぞれを励起すると、第１のグループ・第２のグループの混合照明は、
黒体軌跡上の任意の点からやはり少なくとも０．０３の距離（或る実施の形態では、少な
くとも０．０４５の距離）のｘ，ｙ座標を１９３１　ＣＩＥ色度図上に有する。
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【００５０】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１および第２のグループ全体
は、照明すると、約４３０ｎｍから約４８０ｎｍの範囲内にピーク波長を有する光を放射
する照明デバイス内の固体発光体の全てを含みまたルミファの第１および第２のグループ
全体は、励起すると、約５５５ｎｍから約５８５ｎｍの範囲内に主波長を有する光を放射
する照明デバイス内のルミファの全てを含む。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、照明デバイスは更に少なくとも１つの電力線
を含み、また固体発光体の第１および第２のグループ全体は少なくとも１つの電力線に直
接にまたは切替え可能に電気的に接続する全ての固体発光体を含み、照明すると、４３０
ｎｍから４８０ｎｍの範囲内にピーク波長を有する光を放射する。
【００５１】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、ルミファの第１および第２のグループ全体は
、少なくとも１つの電力線に電力を供給すると照明される全てのルミファを含み、また電
力を少なくとも１つの電力線に供給すると、ルミファの第１および第２のグループ内のル
ミファのそれぞれは励起する。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１および第２のグループ内の
全ての固体発光体が照明すると、ルミファの第１および第２のグループ内のルミファのそ
れぞれは、固体発光体の少なくとも１個から放射される光により励起する。
【００５２】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１および第２のグループ内の
固体発光体のそれぞれは封入要素内に埋め込まれ、この封入要素内にルミファの第１およ
び第２のグループの少なくとも１個も埋め込まれる。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１および第２のグループ全体
は少なくとも５個の固体発光体を含み、またルミファの第１および第２のグループ全体は
少なくとも５個のルミファを含む。
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１および第２のグループ全体
は少なくとも１０個の固体発光体を含み、またルミファの第１および第２のグループ全体
は少なくとも１０個のルミファを含む。
【００５３】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の第１および第２のグループ全体
は少なくとも２５個の固体発光体を含み、またルミファの第１および第２のグループ全体
は少なくとも２５個のルミファを含む。
　本発明の主題は照明される囲い（その容積は均一にまたは不均一に照明され）に更に関
し、この囲いは閉空間と、本発明の主題に係る少なくとも１個の照明デバイスとを含み、
照明デバイスは囲いの少なくとも一部を照明する（均一にまたは不均一に）。
　別の態様では、本発明の主題は１つの表面と、上に述べた少なくとも１個の照明デバイ
スとを含む発光要素に関する。照明デバイスが照明すると、照明デバイスは表面の少なく
とも一部を照明する。
　別の態様では、本発明の主題は上に述べた少なくとも１個の照明デバイスを含む照明器
具に関する。
【００５４】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、照明デバイスに第１のワット数の電気を供給
すると、少なくとも１個の固体発光体（６００ｎｍから７００ｎｍの範囲の外に主波長を
有する光を放射する）の１つから放射された照明デバイスから出る全ての光と、少なくと
も１個のルミファ（６００ｎｍから７００ｎｍの範囲の外に主波長を有する光を放射する
）の１つから放射された照明デバイスから出る全ての光との混合は、第１、第２、第３、
第４、および第５のライン・セグメントで囲まれる１９３１　ＣＩＥ色度図上の領域内に
ある点を定義するｘ，ｙ色座標を有し、第１のライン・セグメントは第１の点を第２の点
に接続し、第２のライン・セグメントは第２の点を第３の点に接続し、第３のライン・セ
グメントは第３の点を第４の点に接続し、第４のライン・セグメントは第４の点を第５の
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点に接続し、第５のライン・セグメントは第５の点を第１の点に接続し、第１の点はｘ，
ｙ座標０．３２，０．４０を有し、第２の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．４８を有し、第
３の点はｘ，ｙ座標０．４３，０．４５を有し、第４の点はｘ，ｙ座標０．４２，０．４
２を有し、第５の点はｘ，ｙ座標０．３６，０．３８を有する。
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】１９３１　ＣＩＥ色度図を示す。
【図２】１９７６　ＣＩＥ色度図を示す。
【図３】黒体軌跡を詳細に示すための、１９７６　色度図の拡大部を示す。
【図４】本発明の主題に係る照明デバイスの第１の実施の形態を示す。
【図５】本発明の主題に係るデバイス内に用いてよいパッケージ化ＬＥＤの代表的な例を
示す。
【発明を実施するための形態】
【００５６】
　本発明の主題について、本発明の主題の実施の形態を示す添付の図を参照して以下に詳
細に説明する。しかし本発明の主題はここに示す実施の形態に限定されるものではない。
むしろかかる実施の形態は、この開示を完全なものにし、かつ本発明の主題の範囲を当業
者に十分に伝えるために提供するものである。各図を通して同じ番号は同じ要素を指す。
ここで用いる「および／または」という用語は関連する記載項目の１つ以上の任意のおよ
び全ての組合せを含む。
【００５７】
　ここに用いる用語は特定の実施の形態だけを記述するためのものであり、本発明の主題
を限定するものではない。ここで用いる単数の形式「或る」および「その」は、文脈が明
らかに他のものを示すのでなければ複数の形式も含むものとする。また理解されるように
、この明細書で用いる用語「含む」または「含んでいる」は、述べられた特徴、整数値（
ｉｎｔｅｇｅｒｓ）、ステップ、操作、要素、および／または構成要素が存在することを
述べるが、１つ以上の他の特徴、整数値、ステップ、操作、要素、構成要素、および／ま
たはそのグループの存在または追加を妨げない。
【００５８】
　層、領域、または基板などの要素が別の要素の「上に」ある、または「その上に」伸び
る、とここで述べた場合は、別の要素の上に直接にある、またはその上に直接に伸びても
よいが、介在する要素が存在してもよい。対照的に、或る要素が別の要素の「上に直接に
」ある、または「その上に直接に」伸びる、とここで述べた場合は、介在する要素は存在
しない。また、或る要素が別の要素に「接続する」または「結合する」とここで述べた場
合は、別の要素に直接に接続する、または結合してもよいが、介在する要素が存在しても
よい。対照的に、或る要素が別の要素に「直接に接続する」または「直接に結合する」と
ここで述べた場合は、介在する要素は存在しない。
【００５９】
　「第１の」、「第２の」などの用語をここで用いて種々の要素、構成要素、領域、層、
セクション、および／またはパラメータを記述することがあるが、これらの要素、構成要
素、領域、層、セクション、および／またはパラメータはこれらの用語により限定すべき
ではない。これらの用語は１つの要素、構成要素、領域、層、またはセクションと別の領
域、層、またはセクションとを区別するためだけに用いられる。したがって、以下に述べ
る第１の要素、構成要素、領域、層、またはセクションを第２の要素、構成要素、領域、
層、またはセクションと述べても本発明の主題の教示から外れるものではない。
【００６０】
　また、「下の方の」（ｌｏｗｅｒ）または「底部」（ｂｏｔｔｏｍ）および「上の方の
」（ｕｐｐｅｒ）または「頂部」（ｔｏｐ）などの関係を示す用語は、ここでは各図に示
す１つの要素と別の要素との関係を述べるのに用いてよい。かかる関係を示す用語は、各
図に示す方向に加えて素子の異なる方向を含むものである。例えば、各図内の素子の向き
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を逆にすると、別の要素の「下の方の」側にあると述べた要素は別の要素の「上の方の」
側になる。したがって、例示の「下の方の」という用語は図の特定の向きに従って、「下
の方の」と「上の方の」の両方の向きを含むことがある。同様に、図の１つの素子の向き
を逆にすると、別の要素「より下に」（ｂｅｌｏｗ）または「の下に」（ｂｅｎｅａｔｈ
）あると述べた要素は別の要素「より上に」（ａｂｏｖｅ）になる。したがって、例示の
「より下に」または「の下に」という用語は「より上に」と「より下に」の両方の向きを
含むことがある。
【００６１】
　固体発光体を参照するときにここで用いる「照明」（または「照明した」）という表現
は、少なくとも或る量の電流を固体発光体に供給することにより、固体発光体が少なくと
も或る光を放射することを意味する。「照明した」という表現は、固体発光体が連続的に
または光を連続的に放射していると人の目が知覚する速度で断続的に光を放射する場合、
または光を連続的に放射していると人の目が知覚するように同じ色または異なる色の複数
の固体発光体が断続的にまたは交互に（「オン」の時間が重なりまたは重ならずに）光を
放射する場合（また、異なる色をこれらの色の混合として放射する場合）の状態を含む。
【００６２】
　ルミファを参照するときにここで用いる「励起する」という表現は、ルミファに接触す
る少なくとも或る電磁放射線（例えば、可視光、ＵＶ光、または赤外光）により、ルミフ
ァが少なくとも或る光を放射することを意味する。「励起する」という表現は、ルミファ
が連続的にまたは光を連続的に放射していると人の目が知覚する速度で断続的に光を放射
する場合、または光を連続的に放射していると人の目が知覚するように同じ色または異な
る色の複数のルミファが断続的にまたは交互に（「オン」の時間が重なりまたは重ならず
に）光を放射する場合（また、異なる色をこれらの色の混合として放射する場合）の状態
を含む。
【００６３】
　ここで用いる「照明デバイス」という表現は、デバイスが光を放射する能力を有するこ
とを示す以外に制限はない。すなわち、照明デバイスは、或る面積または容積（例えば、
構造物、水泳プールまたは温泉、部屋、倉庫、指示器、道路、駐車場、車両、信号（例え
ば、道路標識）、広告掲示板、船、玩具、鏡、器、電子装置、ボート、航空機、スタジア
ム、コンピュータ、リモート・オーディオ装置、リモート・ビデオ装置、携帯電話、樹木
、窓、ＬＣＤディスプレイ、洞窟、トンネル、操車場、街灯柱）を照明するデバイス、ま
たは囲いを照明するデバイスまたはデバイスのアレイ、またはエッジやバックの照明（例
えば、バックライト・ポスター、信号、ＬＣＤディスプレイ）、電球の交換（例えば、交
流白熱灯、低電圧灯、蛍光灯などの交換）、戸外の照明に用いる光、安全照明に用いる光
、住宅の外部照明（壁取付け、門柱／支柱取付け）、天井器具／壁燭台、戸棚下部照明、
ランプ（床および／またはテーブルおよび／または机）、風景照明、トラック照明、業務
用照明、特殊照明、天井ファン照明、古文書／美術品の展示照明、高い振動／効果の照明
（作業光など）、鏡／化粧台の照明に用いるデバイス、または任意の他の発光デバイスで
よい。
【００６４】
　或るデバイス内の２個の構成要素を「電気的に接続する」というここの表現は、２つの
構成要素の間には、挿入することにより、デバイスが提供する機能に実質的に影響を与え
る電気的な構成要素がないことを意味する。例えば、２個の構成要素は、デバイスが提供
する機能に実質的に影響を与えることのない小さな抵抗体をその間に有していても（実際
に、２個の構成要素を接続するワイヤは小さな抵抗体と考えてよい）電気的に接続されて
いると言ってよい。同様に、２個の構成要素は、そのデバイスに追加の機能を実行する能
力を与える追加の電気的構成要素をその間に有していても、デバイス（追加の構成要素を
含むことを除けば全く同じ）が提供する機能に実質的に影響を与えない場合は、電気的に
接続していると言ってよい。同様に、互いに直接に接続する場合、またはワイヤまたは回
路板上の配線パターンまたは他の媒体の反対側の両端に直接に接続する場合は、２個の構
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成要素は電気的に接続する。
【００６５】
　ここで用いる「飽和する」という表現は少なくとも８５％の純度を有することを意味す
る。「純度」という用語の意味は当業者に周知であり、また純度を計算する手続きは当業
者に周知である。
　別に定義されない限り、ここで用いる全ての用語（技術用語および科学用語を含む）は
、本発明の主題が属する当業者が共通に理解するものと同じ意味を有する。更に理解され
るように、普通の辞書に定義されている用語は、関連技術およびこの開示の文脈における
意味と矛盾しない意味を有し、ここにそのように明示的に定義しない限り、理想化された
または過度に形式的な意味に解釈しないものとする。また当業者に理解されるように、別
の特徴に「隣接して」置かれた構造または特徴に言及した場合は、それらはその隣接した
特徴に重なるまたは下にある部分を有してよい。
【００６６】
　本発明の主題に係るデバイスに用いられる固体発光体および本発明の主題に係るデバイ
スに用いられるルミファは、当業者に周知の任意の固体発光体およびルミファの中から選
択してよい。種々のかかる固体発光体およびルミファは当業者が容易に入手できるしまた
周知のものであって、どれを用いてもよい。
　かかる固体発光体のタイプの例として無機および有機の発光ダイオードがあり、種々の
これらのものは当業者に周知である。
【００６７】
　固体発光体は任意の望ましい方法で設置し、グループ化および／またはパッケージ化し
てよく、多くの種類が可能である。例えば、各固体発光体は別々に設置し、パッケージ内
に随意に含まれて（例えば、パッケージ化ＬＥＤの形で）よく、またはそれぞれが複数の
固体発光体を有する１個以上の要素として提供してよい（例えば、単一パッケージ内に含
めた複数の固体発光体の形であって、米国特許出願第６０／８０８，７０２号、２００６
年５月２６日出願、「照明デバイス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ｇ
ｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理
人書類番号９３１＿００９ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５１，９８２号、２
００７年５月２２日出願、この出願全体をここに援用する。）。
【００６８】
　例えばデバイスは、固体発光体の第１のグループの少なくとも５個および固体発光体の
第２のグループの少なくとも５個を含む第１のパッケージを含んでよい（かかるデバイス
では、（１）第１のパッケージ内の固体発光体のそれぞれは別々にアドレス指定すること
ができる、または（２）第１のパッケージ内に含まれる第１のグループの５個の固体発光
体のそれぞれは直列／並列アレイとしてアドレス指定することができ、また第１のパッケ
ージ内に含まれる第１のグループの５個の固体発光体のそれぞれは直列／並列アレイとし
てアドレス指定することができる）。「直列／並列」アレイという表現は発光体の複数の
部分集合が存在する配置を含むがこれに限定されない。部分集合は直列に電気的に接続さ
れ、各部分集合は並列に電気的に接続された複数の発光体を含む。
【００６９】
　１個以上の発光材料は任意の望ましい発光材料でよい。１個以上の発光材料はダウン変
換またはアップ変換が可能であり、または両方のタイプの組合せを含んでよい。例えば、
１個以上の発光材料は蛍光体、シンチレータ、日中光タイプ、紫外光で照明すると可視ス
ペクトルで輝くインクなどの中から選んでよい。
　１つ以上の発光材料は任意の望ましい形で提供してよい。例えば、発光要素はシリコン
材料、エポキシ材料、ガラス材料、または金属酸化膜材料などの樹脂（すなわち、高分子
マトリックス）内に埋め込んでよい。
【００７０】
　１個以上のルミファは個々に任意のルミファでよく、上に述べたように、種々のものが
当業者に周知である。例えば、ルミファ（のそれぞれ）は１個以上の蛍光体を含んでよい
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（または大部分が構成されてもよく、またはそれで構成されてもよい）。１個以上のルミ
ファ（のそれぞれ）は、必要であれば、１個以上の透過性の高い（例えば、透明な、また
は実質的に透明な、または多少散乱する）バインダ（例えば、エポキシ、シリコン、ガラ
ス、金属酸化膜、または任意の他の適当な材料で作ったもの）を更に含んでよい（または
大部分が構成されてもよく、またはそれで構成されてもよい）（例えば、１個以上のバイ
ンダを含む任意の所定のルミファでは、１個以上の蛍光体を１個以上のバインダ内に分散
してよい）。例えば、ルミファが厚いほど、一般に蛍光体の重量百分率は低くてよい。
　１個以上のルミファ（のそれぞれ）は更に、任意の数の周知の添加剤（例えば、拡散材
、散乱材、網点（ｔｉｎｔｓ）など）を独立に含んでよい。
【００７１】
　適当なＬＥＤの代表的な例（固体発光体として用いられるもの）は以下に記述されてい
る。
（１）米国特許出願第６０／７５３，１３８号、２００５年１２月２２日出願、「照明デ
バイス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅ
ｙ、代理人書類番号９３１＿００３ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／６１４，１８
０号、２００６年１２月２１日出願、この出願全体をここに援用する。
（２）米国特許出願第６０／７９４，３７９号、２００６年４月２４日出願、「ルミファ
・フィルムを空間的に分離することによるＬＥＤ内のスペクトル内容のシフト（Ｓｈｉｆ
ｔｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｎ　ＬＥＤｓ　ｂｙ　Ｓｐａｔｉａｌ
ｌｙ　Ｓｅｐａｒａｔｉｎｇ　Ｌｕｍｉｐｈｏｒ　Ｆｉｌｍｓ）」、（発明者：Ｇｅｒａ
ｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人書類
番号９３１＿００６ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／６２４，８１１号、２００７
年１月１９日出願、この出願全体をここに援用する。
【００７２】
（３）米国特許出願第６０／８０８，７０２号、２００６年５月２６日出願、「照明デバ
イス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ
、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人書類番号９３１＿００９ＰＲ
Ｏ）、および米国特許出願第１１／７５１，９８２号、２００７年５月２２日出願、この
出願全体をここに援用する。
（４）米国特許出願第６０／８０８，９２５号、２００６年５月２６日出願、「固体発光
デバイスおよびその製造方法（Ｓｏｌｉｄ　Ｓｔａｔｅ　Ｌｉｇｈｔ　Ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　Ｍａｋｉｎｇ　Ｓａｍｅ）」（発明者：
Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、Ｎｅａｌ　Ｈｕｎｔｅｒ、代理人書類番号９３１＿０
１０ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５３，１０３号、２００７年５月２４日出
願、この出願全体をここに援用する。
【００７３】
（５）米国特許出願第６０／８０２，６９７号、２００６年５月２３日出願、「照明デバ
イスおよび製造方法（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ａｎｄ　Ｍｅｔｈｏｄ　ｏｆ　
Ｍａｋｉｎｇ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人書類番号９３１＿
０１１ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５１，９９０号、２００７年５月２２日
出願、この出願全体をここに援用する。
（６）米国特許出願第６０／８３９，４５３号、２００６年８月２３日出願、「照明デバ
イスおよび照明方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　Ｍ
ＥＴＨＯＤ）」（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、Ｇｅｒａｌ
ｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人書類番号９３１＿０３４ＰＲＯ）、および米国特許出願第
１１／８４３，２４３号、２００７年８月２２日出願、この出願全体をここに援用する。
【００７４】
（７）米国特許出願第６０／８５７，３０５号、２００６年１１月７日出願、「照明デバ
イスおよび照明方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　Ｍ
ＥＴＨＯＤ）」（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、Ｇｅｒａｌ
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ｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人書類番号９３１＿０２７ＰＲＯ）、この出願全体をここに
援用する。
（８）米国特許出願第６０／８５１，２３０号、２００６年１０月１２日出願、「照明デ
バイスおよびその製造方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　
ＯＦ　ＭＡＫＩＮＧ　ＳＡＭＥ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人
書類番号９３１＿０４１ＰＲＯ）、この出願全体をここに援用する。
【００７５】
　本発明の主題の或る実施の形態では更に、各電力線の１つに電気的に接続する１個以上
のスイッチを用いる。このスイッチは各電力線の固体発光体への電流をオンおよびオフに
選択的に切り替える。
　本発明の主題に係る或る照明デバイスでは更に、照明デバイス内の１個以上の固体発光
体の少なくとも１個を通る電流を供給しまた制御するための１個以上の回路構成要素（例
えば、駆動電子回路）を含む。当業者は固体発光体を通る電流を供給しまた制御するため
の種々の方法を熟知しており、任意のかかる方法を本発明の主題のデバイスに用いてよい
。例えば、かかる回路は少なくとも１個の接触子、少なくとも１個のリードフレーム、少
なくとも１個の電流調整器、少なくとも１個の電力制御、少なくとも１個の電圧制御、少
なくとも１個のブースト、少なくとも１個のコンデンサ、および／または少なくとも１個
のブリッジ整流器を含んでよく、当業者はかかる構成要素を熟知しており、またあらゆる
望ましい電流特性を満たすための適当な回路を容易に設計することができる。例えば、本
発明の主題を実施するのに用いてよい回路は以下に記述されている。
【００７６】
（１）米国特許出願第６０／７５２，７５３号、２００５年１２月２１日出願、「照明デ
バイス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅ
ｙ、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、Ｎｅａｌ　Ｈｕｎｔｅｒ、代理人
書類番号９３１＿００２ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／６１３，６９２号、２０
０６年１２月２０日出願、この出願全体をここに援用する。
（２）米国特許出願第６０／７９８，４４６号、２００６年５月５日出願、「照明デバイ
ス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　
ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人書類番号９３１＿００８ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７
４３，７５４号、２００７年５月３日出願、この出願全体をここに援用する。
【００７７】
（３）米国特許出願第６０／８０９，９５９号、２００６年６月１日出願、「冷却付き照
明デバイス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　Ｃｏｏｌｉｎｇ）」（発明者
：Ｔｈｏｍａｓ　Ｇ．Ｃｏｌｅｍａｎ、Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、Ａｎｔｏｎｙ
　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人書類番号９３１＿００７ＰＲＯ）、および米
国特許出願第１１／６２６，４８３号、２００７年１月２４日出願、この出願全体をここ
に援用する。
（４）米国特許出願第６０／８０９，５９５号、２００６年５月３１日出願、「照明デバ
イスおよび照明方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤ　ＯＦ　
ＬＩＧＨＴＩＮＧ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人書類番号９３
１＿０１８ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５５，１６２号、２００７年５月３
０日出願、この出願全体をここに援用する。
【００７８】
（５）米国特許出願第６０／８４４，３２５号、２００６年９月１３日出願、「ローサイ
ドＭＯＳＦＥＴ電流制御付きブースト／フライバック電力供給トポロジ（ＢＯＯＳＴ／Ｆ
ＬＹＢＡＣＫ　ＰＯＷＥＲ　ＳＵＰＰＬＹ　ＴＯＰＯＬＯＧＹ　ＷＩＴＨ　ＬＯＷ　ＳＩ
ＤＥ　ＭＯＳＦＥＴ　ＣＵＲＲＥＮＴ　ＣＯＮＴＲＯＬ）」（発明者：Ｐｅｔｅｒ　Ｊａ
ｙ　Ｍｙｅｒｓ、代理人書類番号９３１＿０２０ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／
８５４，７４４号、２００７年９月１３日出願、この出願全体をここに援用する。
【００７９】
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　本発明の主題は更に、照明される囲い（ｅｎｃｌｏｓｕｒｅ）に関する。これは囲まれ
た空間と、本発明の主題に係る少なくとも１個の照明デバイスとを含み、照明デバイスは
囲まれた空間の少なくとも一部を照明する。
　本発明の主題は更に、照明される表面に関する。これは表面と、本発明の主題に係る少
なくとも１個の照明デバイスとを含み、照明デバイスは表面の少なくとも一部を照明する
。
　本発明の主題は更に、照明される領域に関する。これは、ここに述べた少なくとも１個
の照明デバイスをその中または上に取り付けた、例えば、構造物、水泳プールまたは温泉
、部屋、倉庫、指示器、道路、駐車場、車両、信号（例えば、道路標識）、広告掲示板、
船、玩具、鏡、器、電子装置、ボート、航空機、スタジアム、コンピュータ、リモート・
オーディオ装置、リモート・ビデオ装置、携帯電話、樹木、窓、ＬＣＤディスプレイ、洞
窟、トンネル、操車場、街灯柱などを含むグループの中から選択された少なくとも１個の
項目を含む。
【００８０】
　更に、当業者は多くの異なるタイプの照明のための種々の取付け構造物を熟知しており
、任意のかかる構造物を本発明の主題に従って用いてよい。例えば、図４は本発明の主題
に係る照明デバイスの第１の実施の形態を示す。
　発明の主題に係る実施の形態を、ここでは本発明の主題の理想的な実施の形態の略図で
ある断面図（および／または平面図）を参照して説明する。例えば製造技術および／また
は許容誤差のためにこの図の形が変わることが予想される。したがって、本発明の主題の
実施の形態はここに示す部分の特定の形に限定されるものではなく、例えば製造の結果起
こる形のずれを含むものとする。例えば、長方形として図示しまた記述する成型部分は一
般に丸みまたは曲線を有する。このように図に示す部分は概略であり、その形はデバイス
の部分の正確な形を示すものではなく、また発明の主題の範囲を限定するものではない。
【００８１】
　図４の照明デバイスは、熱発散要素１１（アルミニウム製）、絶縁領域１２（熱伝導性
があって電気伝導性がない任意の望ましい材料を含み、例えば、炭化珪素、ダイアモンド
、立方晶窒化ホウ素、アルミナなどを随意に充填たしたセラミック、エポキシまたはシリ
コンなどの種々のものが当業者に周知である）、高反射表面１３（アルミニウム熱発散要
素の表面を磨いて形成し、または日本企業のＦｕｒｕｋａｗａが販売するＭＣＰＥＴ（登
録商標）で作る）、銅で形成する導電配線パターン１４、銀メッキ銅（または銀メッキ軟
鋼）で形成するリードフレーム１５、パッケージ化ＬＥＤ１６、拡散光散乱面を持つ反射
コーン１７（日本企業のＦｕｒｕｋａｗａが販売するＭＣＰＥＴ（登録商標）で作る）、
および拡散要素１８（拡散要素１８は光を散乱させる）を含む。
　熱発散要素１１の厚さは約３．０ｍｍである。
　反射コーン１７の厚さは約１ｍｍである。
　拡散要素１８の厚さは約３．０ｍｍであり、表面機能を持つガラスまたはプラスチック
製である。
　図４に示す素子は更に、導電配線パターン１４を持つプリント回路板（ＰＣＢ）２８を
含む。ＰＣＢの厚さは約１．６ｍｍで、ＦＲ４である。
【００８２】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では、固体発光体の１個以上をルミファの１個以上
と共にパッケージ内に含めてよく、またパッケージ内の１個以上のルミファは、パッケー
ジ内の１個以上の固体発光体から空間を開けて、光取出し効率を高めてよい。これは（１
）米国特許出願第６０／７５３，１３８号、２００５年１２月２２日出願、「照明デバイ
ス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、
代理人書類番号９３１＿００３ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／６１４，１８０号
、２００６年１２月２１日出願に述べられており、この出願全体をここに援用する。
【００８３】
　図５は本発明の主題に係るデバイス内で用いることができるパッケージ化ＬＥＤの代表
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的な一例を示す。図５のパッケージ化ＬＥＤ１６は、青色発光ダイオード・チップ３１（
すなわち、約４５０ｎｍから約４６５ｎｍの波長範囲と２４ｍＷより大きい光パワーとを
持つＣｒｅｅＸＴ　ＬＥＤ（Ｃ４６０ＸＴ２９０）ダイ）、反射面３２を有するリードフ
レーム１５、銅ワイヤ３３、封入領域３４、および広幅スペクトル放射ルミファ３５を含
む。反射面３２は銀製である。封入領域３４はＨｙｓｏｌ　ＯＳ４００またはＧＥ／Ｔｏ
ｓｈｉｂａ　Ｉｎｖｉｓｉｌ　５３３２で作る。ルミファ３５は、Ｈｙｓｏｌ　ＯＳ４０
０またはＧＥ／Ｔｏｓｈｉｂａ　５３３２で作るバインダ内で分散するＰｈｏｓｐｈｏｒ
　Ｔｅｃｋ－ＵＫ製のＱＭＫ５８／Ｆ－Ｕ１　ＹＡＧ：Ｃｅから成る発光材料を含む。
【００８４】
　発光材料は、バインダおよび発光材料の全重量に基づいて、約１０から約１２重量パー
セントの範囲内の量をバインダ内に加える。発光材料粒子の粒子サイズは約１．６マイク
ロメートルから約８．６マイクロメートルの範囲内で、平均粒子サイズは約４マイクロメ
ートルから約５マイクロメートルの範囲内である。ルミファ３５は約１００マイクロメー
トルから約７５０マイクロメートル（例えば、約５００マイクロメートルから約７５０マ
イクロメートル、例えば、約７５０マイクロメートル）の範囲内の距離だけチップ３１か
ら間隔をあける。青色チップ３１は約４５０ｎｍから約４６５ｎｍの範囲内にピーク波長
を有する光を放射する。
【００８５】
　本発明の主題に係る或る実施の形態では２個以上のルミファを提供する。２個以上のル
ミファは互いから間隔をあける。これは、米国特許出願第６０／７９４，３７９号、２０
０６年４月２４日出願、「ルミファ・フィルムを空間的に分離することによるＬＥＤ内の
スペクトル内容のシフト（Ｓｈｉｆｔｉｎｇ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｃｏｎｔｅｎｔ　ｉｎ
　ＬＥＤｓ　ｂｙ　Ｓｐａｔｉａｌｌｙ　Ｓｅｐａｒａｔｉｎｇ　Ｌｕｍｉｐｈｏｒ　Ｆ
ｉｌｍｓ）」、（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　
ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人書類番号９３１＿００６ＰＲＯ）、および米国特許出願第
１１／６２４，８１１号、２００７年１月１９日出願に述べられており、この出願全体を
ここに援用する。
【００８６】
　本発明の主題に係る或る照明デバイスでは更に、１個以上の電源、例えば１個以上の電
池および／または太陽電池、および／または１個以上の標準ＡＣ電力プラグを含む。
　本発明の主題に係る照明デバイスは任意の望ましい数の固体発光体およびルミファを含
んでよい。例えば、本発明の主題に係る照明デバイスは１個以上の発光ダイオード、５０
個以上の発光ダイオード、または１００個以上の発光ダイオードなどを含んでよい。
【００８７】
　本発明の主題に係る照明デバイス内の可視光源は任意の望ましい方法で配置し、取り付
け、また電気を供給してよく、また任意の望ましいハウジングまたは器具に取り付けてよ
い。当業者は種々の配置、取付け方法、電源機器、ハウジングおよび器具を熟知しており
、また任意のかかる配置、方法、機器、ハウジング、器具を本発明の主題に関して用いて
よい。本発明の主題の照明デバイスは任意の望ましい電源に電気的に接続（または選択的
に接続）してよく、当業者は種々のかかる電源を熟知している。
【００８８】
　可視光源の配置、取付け構造物、可視光源を取り付ける方法、可視光源に給電する機器
、可視光源のハウジング、可視光源の器具、可視光源の電源、および完全な照明組立体な
ど、本発明の主題の照明デバイスに適する全てのものの代表的な例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、「照明デ
バイス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅ
ｙ、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、Ｎｅａｌ　Ｈｕｎｔｅｒ、代理人
書類番号９３１＿００２ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／６１３，６９２号、２０
０６年１２月２０日出願、この出願全体をここに援用する。
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（２）米国特許出願第６０／７９８，４４６号、２００６年５月５日出願、「照明デバイ
ス（Ｌｉｇｈｔｉｎｇ　Ｄｅｖｉｃｅ）」（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　
ｄｅ　Ｖｅｎ、代理人書類番号９３１＿００８ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７
４３，７５４号、２００７年５月３日出願、この出願全体をここに援用する。
（３）米国特許出願第６０／８４５，４２９号、２００６年９月１８日出願、「照明デバ
イス、照明組立体、器具、およびその使用方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥＳ，Ｌ
ＩＧＨＴＩＮＧ　ＡＳＳＥＭＢＬＩＥＳ，ＦＩＸＴＵＲＥＳ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　
ＯＦ　ＵＳＩＮＧ　ＳＡＭＥ）」（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖ
ｅｎ、代理人書類番号９３１＿０１９ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／８５６，４
２１号、２００７年９月１７日出願、この出願全体をここに援用する。
【００９０】
（４）米国特許出願第６０／８４６，２２２号、２００６年９月２１日出願、「照明組立
体、その設置方法、および光の交換方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＡＳＳＥＭＢＬＩＥＳ，Ｍ
ＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ　ＩＮＳＴＡＬＬＩＮＧ　ＳＡＭＥ，ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ
　ＲＥＰＬＡＣＩＮＧ　ＬＩＧＨＴＳ）」（発明者：Ａｎｔｏｎｙ　Ｐａｕｌ　ｖａｎ　
ｄｅ　Ｖｅｎ、Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人書類番号９３１＿０２１ＰＲＯ
）、および米国特許出願第１１／８５９，０４８号、２００７年９月２１日出願、この出
願全体をここに援用する。
（５）米国特許出願第６０／８０９，６１８号、２００６年５月３１日出願、「照明デバ
イスおよび照明方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ　ＡＮＤ　ＭＥＴＨＯＤＳ　ＯＦ
　ＬＩＧＨＴＩＮＧ）」（発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、Ａｎｔｏｎｙ　Ｐ
ａｕｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｖｅｎ、Ｔｈｏｍａｓ　Ｇ．Ｃｏｌｅｍａｎ、代理人書類番号９
３１＿０１７ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５５，１５３号、２００７年５月
３０日出願、この出願全体をここに援用する。
【００９１】
（６）米国特許出願第６０／８５８，５５８号、２００６年１１月１３日出願、「照明デ
バイス、照明付き囲い、および照明方法（ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＤＥＶＩＣＥ，ＩＬＬＵＭ
ＩＮＡＴＥＤ　ＥＮＣＬＯＳＵＲＥ　ＡＮＤ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＭＥＴＨＯＤＳ）」（
発明者：Ｇｅｒａｌｄ　Ｈ．Ｎｅｇｌｅｙ、代理人書類番号９３１＿０２６ＰＲＯ）、こ
の出願全体をここに援用する。
【００９２】
　ここに述べた照明デバイスの任意の２つ以上の構造部分を統合してよい。ここに述べた
照明デバイスの任意の構造部分を２つ以上の部分として提供してよい（必要であれば、こ
れを合体してよい）。
　また、要素の特定の組合せを参照して本発明の主題のいくつかの実施の形態を示したが
、種々の他の組合せを用いても本発明の主題の教示から外れることはない。このように、
本発明の主題はここに記述しまた各図に示した特定の例示の実施の形態に限定されるもの
ではなく、種々の図示した実施の形態の組合せも含んでよい。
【００９３】
　この開示の利益に鑑み、本発明の主題の精神および範囲から外れることなく当業者は多
くの変更や修正を行ってよい。したがって、図示した実施の形態は例示だけの目的で提示
されたものであること、また以下のクレームで定義される本発明の主題を限定するもので
はないことを理解すべきである。したがって、以下のクレームは、文字通り提示された要
素の組合せだけでなく、実質的に同じ機能を実質的に同じ方法で実行して実質的に同じ結
果を得るための全ての同等の要素を含むと解釈すべきである。このように、クレームはこ
れまで特定して図示し説明したもの、概念的に同等のもの、および本発明の主題の本質的
な考え方を組み込んだものを含むと理解すべきである。
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