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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光を発する少なくとも１つの発光ダイオードと、
　前記少なくとも１つの発光ダイオードが発した光を方向付けるとともに、前記発光ダイ
オードに隣接して配置される光学系と、
　沸騰面を備えた二相冷却系を包含する中空部を有する冷却フィンと、
　隣接する前記冷却フィンの間に配置された少なくとも１つの熱放射板と、を有し、
　前記二相冷却系の前記沸騰面が、前記発光ダイオードからの熱を除去するように前記少
なくとも１つの発光ダイオードに隣接して配置され、前記熱放射板は前記冷却フィンより
も薄く、前記熱放射板と前記冷却フィンは互いに平行に延びる、ライティングアセンブリ
。
【請求項２】
　前記熱放射板は、前記発光ダイオードに取り付けられていない、請求項１に記載のライ
ティングアセンブリ。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本開示は、概して、ライティング又は照明のアセンブリに関する。とりわけ、本開示は
、発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用する、ライティング又は照明のアセンブリに関する。
【背景技術】
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【０００２】
　照明アセンブリは、様々な用途に使用される。従来の照明アセンブリは、白熱灯又は蛍
光灯などの光源を使用してきた。ごく最近では、他のタイプの発光素子、特に発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）が、照明アセンブリで使用されてきている。ＬＥＤは、小さいサイズ、長
い寿命、及びエネルギー効率という利点を有する。ＬＥＤは、これらの利点により、数多
くの多様な用途において有用になっている。
【０００３】
　多くのライティング用途で、必要な光束及び／又は照度を供給する１つ以上のＬＥＤを
有することが望まれる。アレイ状のＬＥＤは、一般に、ＬＥＤをプリント基板上へ実装す
ることにより、相互に及び他の電気システムに接続される。ＬＥＤは、例えば、回路基板
トレース上に構成要素を位置づけ、次いで、手作業のハンダ付け、ウェーブソルダリング
、リフローソルダリング、及び導電接着剤を含む既知の数々の技法のうちの１つを用いて
構成要素を基材に結合するといった電子部品製造の他の分野で一般的な技法によって基材
に装着され得る。
【０００４】
　ＬＥＤは動作中、光のほかに熱も生成する。ＬＥＤによって生成される熱及び光の量は
、電流の流れと概ね比例する。したがって、ＬＥＤが生成する光が多いほど、ＬＥＤはよ
り多くの熱を生成する。残念なことに、ＬＥＤ電流が増すにつれて温度が増し、電流に比
例して光の生成は減少し、ＬＥＤの効率及び寿命の低下を引き起こす。
【０００５】
　ライティングシステムの合計熱を減らす先行技術の試みを図１に概略的に示す。図１の
ライティングシステムは、基材３に取り付けられた複数のＬＥＤ　２を含む。複数の中実
フィン４は基材３に垂直に取り付けられている。それぞれのＬＥＤ　２によって生成され
る熱は基材３及び更に中実フィン４へと拡散される。中実フィン４の周囲の空気流によっ
て、中実フィン４の対流冷却が生じる。
【０００６】
　ライティングシステムの合計熱を減らす別の先行技術の試みを図２に概略的に示す。図
２のライティングシステム５は図１のライティングシステムと同じだが、基材３が事実上
のヒートスプレッダになるように複数のヒートパイプ６が基材３の内部に埋め込まれてい
る又は基材３に取り付けられていることにおいて異なる。ヒートパイプは大量の熱を移送
することができる熱移動装置であり、より熱い接触面とより冷たい接触面との間の非常に
小さい温度差で大量の熱を移動することができる。ヒートパイプは、作業流体又は冷却剤
の蒸発及び凝結によって熱エネルギーを１点から別の点に移動するために蒸発冷却を使用
する。
【０００７】
　図２に示すような平面的ヒートパイプ（又はヒートスプレッダ）６は、作業流体（図示
せず）及び閉ループ毛管式再循環系（図示せず）を包含する密閉された中空容器を含む。
ヒートパイプ６の壁の内側のより熱い接触面（１つ又は複数）で作業流体は蒸気になり、
自然に流れ、より冷たい接触面（１つ又は複数）上で凝結する。液体は熱い接触面に落下
するか又は毛管現象の作用によって移動されて戻り再び蒸発するというサイクルを繰り返
す。熱伝導速度への実際的な制限の１つは、冷たい端でガスが凝結して液体になることが
可能な速度である。ヒートパイプの一端が熱せされると、パイプ内部の作業流体はその端
で蒸発し、ヒートパイプの空洞内の蒸気圧を増加する。作業流体の蒸発によって吸収され
る蒸発潜熱は、パイプの熱い端での温度を低下する。パイプの熱い端で熱い液体の作業流
体にかかる蒸気圧は、パイプの冷たい端で凝結する作業流体にかかる平衡蒸気圧より高く
、この圧力差は、余分な蒸気が凝結してその潜熱を放出し、凝結端への急速な質量移動を
促し、パイプの冷たい端を温める。このようにして、ＬＥＤ　２からの熱はライティング
システム５の全体に放散される。
【０００８】
　ライティングシステムの合計熱を減らす別の先行技術の試みを図３に概略的に示す。図
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３のライティングシステム７は、基材３の下側に取り付けられた複数のＬＥＤ　２を含む
。２つのヒートパイプ６は基材３に取り付けられており、上方に湾曲している。複数の中
実フィン４はそれぞれのヒートパイプ６に取り付けられる。ＬＥＤ　２によって生成され
る熱は基材３へ、次いでヒートパイプ６へ、次いで対流冷却に依存するフィン４へと拡散
する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本特許出願の発明者らは、望まれる低いＬＥＤ温度を維持することができるならばＬＥ
Ｄをより高い輝度（より多くの電流）で動作することができることを認識した。ライティ
ングシステムのそれぞれのＬＥＤのより高い輝度は、より少ないＬＥＤの使用もまた容易
にし、より低コストのライティングシステムをもたらすことができる。したがって、本特
許出願の発明者らは、望まれる低いＬＥＤ温度の維持が、より明度の高いＬＥＤ光を生成
し、電力を節減し、ＬＥＤの寿命を延ばすことを認識した。
【００１０】
　本特許出願の発明者らは、省エネルギーのライティング及び照明のアセンブリを発見し
た。とりわけ、本特許出願のライティングシステム（１つ又は複数）及び／又はアセンブ
リでは、既存の設計と比べてより効率的に熱が熱源から放散されるため、例えば電気的有
効性、寿命、製造費、重量、及びサイズの改善がもたらされる。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　本開示は、ＬＥＤを使用して照明を提供する照明又はライティングのアセンブリ及びシ
ステムに関する。本特許出願の照明又はライティングのシステムは、光の分布が制御され
た高輝度、高明度のシステムを含む。本明細書に開示されている照明アセンブリ及びシス
テムは、例えば、区域を照らすため又は多くの異なるライティング用途に投入するために
適切な光の出力を生成するためなど、一般的なライティング目的に使用されることができ
る。そのようなアセンブリは、例えば、街灯、バックライト（例えば太陽連結バックライ
ト（sun-coupled backlight）を含む）、ウォールウォッシュライト、屋外広告板ライト
、駐車場傾斜路用ライト、ハイベイライト（high bay light）、駐車場ライト、標識点灯
看板（電気看板とも呼ばれる）、静止標識（例えば太陽連結静止標識を含む）、照明され
た標識、及び他のライティング用途に使用されるのに好適である。
【００１２】
　一態様で、本開示は、光を発する１つ以上の発光ダイオードと、発光ダイオードが発し
た光を方向づけるとともに、発光ダイオードに隣接して配置される光学系と、二相冷却系
を有し、二相冷却系が発光ダイオードからの熱を除去するように発光ダイオードに隣接し
て配置される冷却フィンと、を備える、ライティングアセンブリを提供する。
【００１３】
　別の態様で、本開示は、複数のライティングアセンブリを含むライティングシステムを
提供する。
【００１４】
　別の態様で、本開示は、光を発する複数の発光ダイオードと、発光ダイオードが発した
光を方向づけるとともに、発光ダイオードに隣接して配置される光学系と、それぞれが二
相冷却系を含む複数の冷却フィンと、を備え、冷却フィンの内部の二相冷却系が発光ダイ
オードからの熱を除去するように、複数の冷却フィンが発光ダイオードに隣接して配置さ
れる、街灯を提供する。
【００１５】
　別の態様で、本開示は、光を発する発光ダイオードと、発光ダイオードが発した光を方
向づける光学系と、対流冷却面を含む二相冷却系と、を備え、二相冷却系は、二相冷却系
が発光ダイオードから熱を拡散するように発光ダイオードに隣接して配置される、ウォー
ルウォッシュを提供する。
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【００１６】
　別の態様で、本開示は、光を発する発光ダイオードと、発光ダイオードが発した光を方
向づける光学系と、対流冷却面を含む二相冷却系と、を備え、二相冷却系は、二相冷却系
が発光ダイオードから熱を拡散するように発光ダイオードに隣接して配置される、ライテ
ィングシステムを提供する。
【図面の簡単な説明】
【００１７】
【図１】ライティングシステムの合計熱を減らす先行技術の試みを概略的に示す。
【図２】ライティングシステムの合計熱を減らす別の先行技術の試みを概略的に示す。
【図３】ライティングシステムの合計熱を減らす別の先行技術の試みを概略的に示す。
【図４Ａ】光を発するＬＥＤを含むライティングアセンブリの概略断面図。
【図４Ｂ】光を発するＬＥＤを含むライティングアセンブリの概略断面図。
【図５】複数の個々のライティングアセンブリを含むライティングシステムの側面図。
【図６】複数の個々のライティングアセンブリを含むライティングシステムの斜視図。
【図７Ａ】冷却フィンの底に取り付けられた複数のＬＥＤを示す略図。
【図７Ｂ】冷却フィンの側部に取り付けられた複数のＬＥＤを示す略図。
【図７Ｃ】冷却フィンに平行に配置されたウェッジ形状の複数の傾斜したＬＥＤ及び光学
系を示す略図。
【図８】ＬＥＤの発する光が所望のパターンで方向づけられるように傾斜している複数の
冷却フィン３０の略図。
【図９】隣接する冷却フィンの間に配置された１つ以上の放射板を含むライティングシス
テムの概略斜視図。
【図１０】複数の傾斜しているＬＥＤ　１２及び、冷却フィン３０に垂直に配置された光
学系２０として中空のウェッジを示す概略図。
【図１１】本明細書に記述した型式のライティングシステムの様々な実施形態。
【図１２】本明細書に記述した型式のライティングシステムの様々な実施形態。
【図１３】本明細書に記述した型式のライティングシステムの様々な実施形態。
【図１４】本明細書に記述した型式のライティングシステムの様々な実施形態。
【図１５】図１１のライティングシステムを含む街灯。
【図１６】本明細書に記述した型式のライティングシステムを含むウォールウォッシュラ
イト照明器具の概略図。
【図１７】本明細書に記述した型式のライティングシステムを含むウォールウォッシュラ
イト照明器具の概略図。
【図１８】バックライトで使用するための中実又は中空の光ガイドに光を照射することが
できるライティングアセンブリを描く概略図。
【発明を実施するための形態】
【００１８】
　図４Ａ及び４Ｂは、光１４を発するＬＥＤ　１２を含むライティングアセンブリ１０の
断面略図である。図４Ａ及び４ＢでＬＥＤ　１２は例示的に矩形構成で示されているが、
他の既知の構成及び形状もまた知られており、本特許出願のライティングシステム及びア
センブリに使用することができる。簡潔に示すためにＬＥＤとの電気接触は図示されてい
ない。
【００１９】
　例えば金属、ポリマー、有機半導体材料、無機半導体材料等、任意の好適な１つ又は複
数の材料を使用してＬＥＤ　１２を形成することができる。本明細書で使用するとき、用
語「ＬＥＤ」及び「発光ダイオード」は、一般にダイオードに電力を供給するための接触
領域を備えた発光半導体素子を指す。種々の形態の無機半導体発光ダイオードは、例えば
１つ以上の第ＩＩＩ族元素、１つ以上の第Ｖ族元素（ＩＩＩ～Ｖ族半導体）、１つ以上の
第ＩＩ族元素、及び１つ以上の第ＶＩ族元素の組み合わせから形成されてもよい。ＬＥＤ
に使用可能なＩＩＩ～Ｖ族ＬＥＤ材料の例として、ガリウムナイトライド又はインジウム
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ガリウムナイトライドのような窒化物、及びインジウムガリウムホスファイドのようなリ
ン化物が挙げられる。他のタイプのＩＩＩ～Ｖ族材料も使用可能であり、また同様に、周
期表の他の族の無機物質も使用可能である。ＩＩ～ＶＩ族ＬＥＤ材料の例としては、例え
ば、米国特許第７，４０２，８３１号（Ｍｉｌｌｅｒら）又は米国特許出願第ＵＳ２００
６－０１２４９１８号（Ｍｉｌｌｅｒら）又は同第ＵＳ２００６－０１２４９３８号（Ｍ
ｉｌｌｅｒら）に記載されているものが含まれる。
【００２０】
　ＬＥＤは、パッケージ化された形態であっても、又はパッケージ化されていない形態で
あってもよく、例えばＬＥＤダイ、表面実装型ＬＥＤ、チップオンボード型ＬＥＤ、及び
他の構成のＬＥＤが含まれる。チップオンボード型（ＣＯＢ）は、基材に直接装着される
ＬＥＤダイ（すなわちパッケージ化されていないＬＥＤ）を指す。用語「ＬＥＤ」は、蛍
光体とともにパッケージ化された又はこれに関連付けられたＬＥＤをも含み、蛍光体が、
ＬＥＤから放たれる光を異なる波長の光に変換する。ＬＥＤへの電気接続は、例えばワイ
ヤボンディング、テープ自動化ボンディング（ＴＡＢ）、又はフリップチップボンディン
グにより行うことができる。ＬＥＤは、図面において概略的に示されており、例えば非パ
ッケージ化ＬＥＤダイでも、又はパッケージ化されたＬＥＤでもよい。
【００２１】
　ＬＥＤは、例えば米国特許第５，９９８，９２５号（Ｓｈｉｍｉｚｕら）に記述されて
いるような上部発光式であってもよい。ＬＥＤは、例えば米国特許第６，９７４，２２９
号（Ｗｅｓｔら）に記述されているような側部発光式であってもよい。本開示のライティ
ングアセンブリ及びシステムとともに使用するための市販の代表的なＬＥＤとしては、例
えばＬａｍｂｅｒｔｉａｎ　ＬＥＤｓ　Ｃｒｅｅが市販しているようなＸＬａｍｐ　ＬＥ
Ｄ、Ｐｈｉｌｉｐｓ　Ｌｕｍｉｌｅｄｓが市販しているようなＬｕｘｅｏｎ（登録商標）
ＬＥＤＳ、及びＰｈｉｌｉｐｓ　Ｌｕｍｉｌｅｄｓが市販しているものを含む側部発光式
のＬＥＤ、又はコウモリの翼のような形に光を分布するＬＥＤが含まれる。
【００２２】
　ＬＥＤは、赤、緑、青、紫外線、又は赤外線スペクトル領域など、いかなる所望の波長
にても発光するように選定することができる。ＬＥＤの配列において、ＬＥＤのそれぞれ
は、同一スペクトル領域で発光すること、又は異なるスペクトル領域で発光することがで
きる。異なるＬＥＤは、発光素子からの発光色が選定可能である場合に、異なる色を作り
出すように使用されてもよい。異なるＬＥＤの個別制御は、発光の色を制御する能力をも
たらす。更に、白色光が望まれる場合には、異なる色の多数のＬＥＤ発光が提供されても
よく、これらの複合作用は、見る人に白色であると認識される発光をすることである。白
色光を生成するための別の方法は、比較的短波長で発光する１以上のＬＥＤを使用し、放
出された光を蛍光波長変換器（phosphor wavelength converter）を使用して白色光に変
換することである。白色灯は、赤色（一般に、白熱灯と呼ばれる）又は青色（一般に白冷
灯と呼ばれる）に偏る場合がある。
【００２３】
　ライティングアセンブリ１０は１つ以上のＬＥＤ　１２を含むことができる。ライティ
ングアセンブリ１０は、発光ダイオード１２が発する光１４を方向づける光学系２０、及
び二相冷却系を含む冷却フィン３０もまた含む。光学系２０及び冷却フィン３０は、ＬＥ
Ｄ　１２が生成した熱を二相冷却系が除去するように、かつＬＥＤ　１２が発した光１４
を光学系２０が方向づけるように、ＬＥＤ　１２の対向する側部に隣接して配置される。
【００２４】
　図４Ａ及び４Ｂに示した光学系２０は、ＬＥＤ　１２が発する光１４を所望のパターン
に方向づける反射性内面２４を有するウェッジ２２を含む。反射性内面２４は、例えば鏡
面的に又は拡散的に反射性であってもよく、あるいはそれらの組み合わせであってもよい
。いくつかの実施形態で、反射性内面２４は、ミネソタ州の３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙが販売
するＶｉｋｕｉｔｉ（商標）ＥＳＲフィルムのような多層ポリマー反射性フィルムを含む
ことができる。ウェッジ２２の外面２６及び／又は内面２４は、例えば平面、曲面、又は
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波形面を含む、任意の形であってよい。ウェッジ２２の側壁は、好ましくは剛性材料で形
成される。ウェッジ２２に使用するための代表的な剛性材料としては、例えばプラスチッ
ク又は、所望の形を維持することができる、例えばアルミニウム若しくはステンレススチ
ールのような金属が挙げられる。ウェッジ２２の作製に用いられる材料は、フィン３０を
作製するのに用いられる材料と同じであっても異なっていてもよい。図４Ａ及び４Ｂに示
すように、ウェッジ２２は冷却フィン３０と平行であるが、ウェッジ２０はまた冷却フィ
ン３０に垂直に配置されてもよい。ウェッジ２０は、（米国特許刊行物第２００９－００
１６０８号（Ｄｅｓｔａｉｎら）に記述されているように）中実であってもよく、あるい
は中空であってもよい。中実ウェッジは、所望の光学効果を達成するために平面又は非平
面の出口表面を有することができる。
【００２５】
　光学系２０は、所望の光学効果を達成するために追加的又は代替的に、光の分布を制御
又は方向づける任意の要素を単独で又は組み合わせとして含むことができ、例えばレンズ
（例えば、レンズとして使用される成形可能なＵＶ硬化性シリコーンを含む）、デフュー
ザー、偏光器、バッフル、フィルタ、ビームスプリッタ、輝度強化フィルム、リフレクタ
（例えばＥＳＲ）などが含まれる。例えば、一実施形態で、光学系は、市販のＬＥＤの一
部であるレンズ、中実又は中空のウェッジ、及び少なくとも１つ以上のリフレクタを含む
。
【００２６】
　図４Ａ及び４Ｂに示されるように、ＬＥＤ　１２からの熱及び／又はＬＥＤ　１２が生
成する熱を除去する冷却フィン３０は、二相冷却系３２を含む。二相冷却系は、沸騰して
気体又は蒸気を形成することが可能な液体３３を含む。二相冷却とは、熱伝導機構として
の相変化の潜熱の使用を指す。二相冷却は重力によって駆動され得る（すなわち、低密度
の気体が上昇し、重い復水の液滴が壁をつたって降りる）。二相冷却は、例えばポンプの
毛管作用によって駆動されてもよい。二相冷却系は、典型的には熱蒸気を介して熱を冷却
フィン内面に直接伝導し、そこで熱は冷却フィンの壁に奪われ、熱蒸気は凝結し、重力に
よって下がり、流体プールに戻る。熱が蒸発の潜熱として移送されるということは、系の
内部の流体が連続的に流体から蒸気へと相変化して再び戻ることを意味する。液体は熱い
端で蒸発することによってＬＥＤパッケージからの熱を吸収する。冷たい端で、液体は凝
結し、熱はヒートシンク（通常は周囲の空気）へと消散する。
【００２７】
　より具体的には、図４Ａ及び４Ｂに示したライティングアセンブリで、ＬＥＤ　１２は
沸騰面３４と熱接触している。ＬＥＤ　１２が熱を生成するにつれ、熱は沸騰面３４へと
拡散し、熱が液体３３に伝達することによって液体３３が蒸気３５を形成する。次いで、
熱は蒸気３５によって上方へ運ばれ、蒸気は上昇し、液体３３の上の空間を満たす。蒸気
３５はやがて冷却フィン３０の内面３８上で凝結し、その熱を壁３６に与える。次いで、
加熱された壁３６の外面４０は、対流及び冷却フィン３０の外面４０からの放射伝熱によ
って冷却される。沸騰面３４は液体３３の沸騰温度で効果的に維持される（冷却フィン３
０内の圧力に応じて）。沸騰面は、核生成を助け沸騰熱伝導率を高めることによって核沸
騰を補助するために、当業者に既知の様々な有機及び無機のコーティング又は表面修飾を
１つ以上含むことができる。
【００２８】
　冷却フィン３０内の液体３３の量は、いくらかの液体３３が冷却フィン３０内に常に残
るように選択される。ライティングアセンブリに使用される代表的な流体としては、例え
ば水、グリコール、ブライン、アルコール、塩化液、臭化液、ペルフルオロカーボン、シ
リコーン、アルカン炭化水素、アルケン炭化水素、芳香族炭化水素、ヒドロフルオロカー
ボン、ヒドロフルオロエーテル、フルオロケトン、ヒドロフルオロオレフィン、不燃性の
隔離されたＨＦＥが含まれる。水を使用することの１つの利点は、水が比較的安価で広く
入手可能であることだが、水のいくつかの欠点としては、水の使用によってより高価な全
銅製のフィンが必要になり得ること及び凍結の際にフィンがより破裂しやすくなり得るこ



(7) JP 6001705 B2 2016.10.5

10

20

30

40

50

とが挙げられる。また、二相用途に十分な揮発性を有するほとんどのアルコール及び炭化
水素化合物（例えばアルカン、アルケン、芳香族、ケトン、エステルなど）はかなり可燃
性でもある。多くの塩化化合物及び臭化化合物（例えばトリクロロエチレン）は、それら
の毒性のために厳しく規制されているか、あるいはオゾン層を破壊するかのいずれかであ
る（例えばＣＦＣ）。ペルフルオロカーボン流体及び商業的に有意なヒドロフルオロカー
ボン流体は地球温暖化の潜在能力が高い。これらの理由から、フルオロケトン及びヒドロ
フルオロエーテルは、２つの代表的な好ましい作業流体である。ライティングアセンブリ
での使用に好ましい代表的な流体は、約－４０℃～約１００℃の沸点を有する。
【００２９】
　二相冷却のいくつかの代表的な利点としては、（１）蒸発及び凝結の潜熱のために、大
きい熱流束が消散され得ること、（２）ライティングアセンブリ及び／又はシステムの重
量及び体積が低減されること、（３）代替品と比較して小さい伝熱面積であること、（４
）能動的循環であり、表面強化とともに実施されたとき、沸騰面と冷却材との最小の温度
差で高い熱流束を消散できること、及び（５）ＬＥＤと対流壁面との間の最小の温度差を
有することができることが挙げられる。更に、本特許出願は、対流冷却面が二相冷却面と
同じ面であるライティングシステム又はアセンブリに関する。
【００３０】
　少なくともいくつかの実施形態で、ＬＥＤ　１２と沸騰面３４との間の熱経路を最低限
にすることが好ましい。冷却フィン３０のサイズは、ＬＥＤ　１２が生成する熱を消散す
るために必要な面積によって決まる。冷却フィン３０の側壁３６は、内部の凝結表面３８
及び外部の対流冷却表面４０からの熱抵抗を最低限にするために十分に薄いことが好まし
く、内部と外部の圧力差に耐えるために十分に厚いことが好ましい。冷却フィン３０の側
壁３６は、例えば、鋼鉄、アルミニウム、銅、プラスチック、又はステンレススチールの
ような、これらの要件を満たす任意の材料で形成され得る。いくつかの好ましい透明材料
としては、例えばガラス及びプラスチックが含まれる。
【００３１】
　図４Ａ及び４Ｂに示したように、冷却フィン３０の沸騰面３４はＬＥＤ装着面と平行だ
が、ＬＥＤ装着面は傾斜していてもよい。冷却フィン３０の側壁３６は中実でも可撓性で
もよく、したがって冷却フィン３０は可変の体積又は一定の体積を有することができる。
更に、冷却フィン３０の側面３６は、例えば平面、円筒形、又は錐体などを含む、任意の
所望の形であってよい。中空の冷却フィンを使用することの１つの追加的な利点は、それ
が比較的軽量であり、比較的軽量のアセンブリ又はライティングシステムの創出を容易に
することである。しかし、代替実施形態で、１つ以上の冷却フィン３０は中実であっても
よい。いくつかの代替実施形態で、ライティングシステムは複数の冷却フィン３０を含み
、その少なくとも１つは中空であり、その少なくとも１つは中実である。
【００３２】
　図４Ａ及び４Ｂは、冷却フィン３０に直接取り付けられたＬＥＤ　１２を示す。ＬＥＤ
　１２は、中空ウェッジ２０又は冷却フィン３０の１つ又は両方に取り付けられた、例え
ば伝熱性基材を含む基材に取り付けてもよい。この型式のライティングアセンブリの代表
的な実施形態で、基材は、冷却フィン３０に隣接する第１の主面と、光学系２０に隣接す
る第２の主面とを有する。ＬＥＤ　１２は、基材の第１又は第２の主面のいずれかに直接
取り付けることができる。別の代替実施形態では、基材が熱抵抗を増さないように、例え
ば銅被覆ポリイミドである基材を化学エッチング又はレーザーアブレーションしてもよい
。
【００３３】
　本開示のライティングアセンブリは、例えばハンダ付け、圧入、貫通、ネジ止めなど、
数多くの好適な技法を用いて基材に取り付けられるように設計されたＬＥＤを含む。代表
的な基材の１つは、ＬＥＤから伝熱で熱を取り去る伝熱性基材である。いくつかの実施形
態で、基材は導電性であるので、ＬＥＤのための回路を提供することができる（例えば米
国特許刊行物第ＵＳ２００７０２１６２７４号（Ｓｃｈｕｌｔｚら）を参照）。更に、い
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くつかの実施形態で、ライティングアセンブリは、ＬＥＤが発する光の少なくとも一部分
を反射するために、基材の主面に近接して反射層を含む。更に、いくつかの実施形態は、
基材への直接熱接続を提供することが可能なポストを有するＬＥＤを含む（例えば米国特
許第７，２８５，８０２号（Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋら）及び同第７，２９６，９１６号（Ｏ
ｕｄｅｒｋｉｒｋら）を参照）。代表的な実施形態で、この直接熱接続は、ＬＥＤが生成
した熱の一部分を基材の主面に対してほぼ直交する方向にＬＥＤから離れて基材内へ向か
うように方向づけて、それによってＬＥＤから横方向に広がる生成熱の量を減らすことを
可能にする。
【００３４】
　この伝熱性基材は、例えば銅、ニッケル、金、アルミニウム、スズ、鉛、銀、インジウ
ム、ガリウム、酸化亜鉛、酸化ベリリウム、酸化アルミニウム、サファイア、ダイヤモン
ド、窒素化アルミニウム、炭化ケイ素、パイロライト、グラファイト、マグネシウム、タ
ングステン、モリブデン、ケイ素、高分子結合剤、無機結合剤、ガラス結合剤、導電性で
あってもそうでなくてもよい熱伝導性粒子の充填ポリマー、及びそれらの組み合わせなど
、伝熱性の任意の好適な材料（１つ又は複数）を含むことができる。いくつかの実施形態
で、基材は、例えば超音波又は何らかの方法でアルミニウム、銅、セラミック若しくはポ
リマー被覆金属、又は伝熱性充填ポリマーに溶接可能な別の材料に取り付けられてもよい
。基材は任意の好適なサイズ及び形であってよい。いくつかの実施形態で、基材は導電性
であってもよい。そのような導電性基材は、例えば銅、ニッケル、金、アルミニウム、ス
ズ、鉛、銀、インジウム、ガリウム、及びそれらの組み合わせなど、任意の好適な導電材
料を含むことができる。基材は目的の組み合わせを果たすことができ、その目的は、例え
ばＬＥＤ　１２への電気接続を作ること、ＬＥＤ　１２から離れる直接の熱経路を提供す
ること、ＬＥＤ　１２から横方向に離れて広がる熱を提供すること、及び／又は他のシス
テムに電気接続を提供することを含む。
【００３５】
　図５及び６は、それぞれ、複数の個々のライティングアセンブリ１０を含む、ライティ
ングシステム１００の側面図及び斜視図である。任意の好適な数のＬＥＤ　１２及び／又
はライティングアセンブリ１０をライティングシステム１００に含めることができる。図
５及び６に示すように、ライティングシステム１００は複数の冷却フィン３０を含み、少
なくともそれらのいくつかは二相冷却系３２を含み、それらのそれぞれはＬＥＤ　１２に
隣接して配置される。図５及び６は、例えばＬＥＤ　１２、光学系２０、及び／又は冷却
フィン３０のようなライティングアセンブリ１０の少なくとも一部分を収納するハウジン
グ１１０もまた示す。
【００３６】
　隣接するフィン３０の間の距離は、ライティングアセンブリと周囲の環境との間の熱伝
導を最大にするために従来の対流理論に従って選択される。フィンは、十分な空気がフィ
ンを通過して熱を取り去ることを可能にするために十分に間隔を開けて配置されるのが好
ましい。例えば、代表的な一実施形態で、間隔は約１ｍｍ～約１００ｍｍである。代表的
な一実施形態で、間隔は約２５ｍｍである。この間隔は、冷却フィン３０の下から上まで
の空気流のための完全なアクセスのおかげで、効果的な対流冷却を促進する。冷却フィン
３０は、十分な冷却、及び対流空気流を容易にするフィン間隔を提供する区域を有するの
が好ましい。
【００３７】
　ライティングシステム１００は複数の中空ウェッジもまた含み、そのそれぞれがＬＥＤ
　１２の発した光を方向づけ、そのそれぞれがＬＥＤ　１２に隣接して配置される。隣接
する光学系２０の間の距離は、ライティングアセンブリと周囲の環境との間の熱伝導を最
大及び／又は最適にするために、従来の対流理論に従って選択される。光学系は、十分な
空気がフィンを通過して熱を取り去ることを可能にするために十分に間隔を開けて配置さ
れるのが好ましい。この間隔は、光学系２０の下から冷却フィン３０の上までの空気流の
ための完全なアクセスのおかげで、効果的な冷却を促進する。光学系２０は、好ましくは
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、十分な冷却、及び対流空気流を容易にするフィン間隔を提供する形及びサイズを有する
。
【００３８】
　ＬＥＤは冷却フィン３０の底部に又は隣接して配置することができる。図７Ａは、冷却
フィン３０の底部に取り付けられた複数のＬＥＤ　１２を示す略図である。ＬＥＤ　１２
は図７Ａで真下を向いている。図７Ｂは、冷却フィン３０の底部に取り付けられた複数の
ＬＥＤ　１２を示す側面図である。
【００３９】
　また、所望の光の分布を与える方向に向けてＬＥＤ　１２を傾斜してもよい（例えば、
ＬＥＤを、例えば冷却フィン３０に平行の方向又は冷却フィン３０に垂直の方向に傾斜す
ることができる）。ＬＥＤ　１２に隣接する光学系２０は、例えば冷却フィン３０に平行
又は垂直であり得る。図７Ｃは、冷却フィン３０に平行に配置されたウェッジ形状の代表
的な傾斜したＬＥＤ　１２及び光学系を示す略図である。図１０は、複数の傾斜したＬＥ
Ｄ　１２及び、冷却フィン３０に垂直に配置された光学系２０として中空のウェッジを示
す概略図である。図１０の垂直のウェッジ構成を用いる利点としては、光学によって制限
されずに完全に又は主に対流冷却に基づいて冷却フィン分離を選択することを可能にする
ことによってライティングシステムの全体的なサイズを最小限にすることが挙げられる。
加えて、図１０の傾斜したダイオードの構成では個々のモジュール上のＬＥＤ　１２全て
が同じ方向に傾斜されるので、製造面での利点も有する。当業者は、ＬＥＤ傾斜角、選択
される光学素子、及び光学素子の向きの他の組み合わせも本開示に含まれ、所望の光の分
布の達成に有利であり得ることを理解するであろう。
【００４０】
　別の構成で、複数の冷却フィン３０はＬＥＤ　１２が発する光が図８に概略的に示すよ
うに外又は上に向けられるように後に傾斜してもよい。冷却フィン３０は、それぞれの冷
却フィン３０内の二相冷却液がＬＥＤ　１２の取り付け場所を覆うように、及び対流冷却
が冷却フィン３０の凝結面からの熱を運ぶように、ほぼ直立である。更に、複数の冷却フ
ィン３０又はライティングアセンブリ１０を組み合わせて積み重ねされたシステムにし、
機能を維持しながら光出力を増加することができる。
【００４１】
　図９は、隣接する冷却フィン３０の間に配置された１つ以上の熱放射板２０２を含む、
ライティングシステム２００の概略斜視図である。放射板２０２は放射冷却を維持又は増
加するのを助ける。放射板２０２はＬＥＤ　１２に取り付けられないので、冷却フィン３
０より冷たい。結果的に、放射板２０２はそれらが発するより多くの熱放射を近くの冷却
フィン３０から吸収することができる。冷却フィン３０と放射板２０２との間の間隔は、
冷却フィンのみとしてのものと同じ対流冷却の計算によって決まる。しかし、放射板２０
２にＬＥＤ又は光学系が装着されないので、これらの放射板は冷却フィンより薄く、より
安価である。これらは、ライティングシステムの合計対流及び放射表面積を増加すること
により、ＬＥＤから更なる熱を取り除くことができる。
【００４２】
　図１１～１４は、本明細書に記述した型式のライティングシステムの様々な代表的な実
施形態である。
【００４３】
　本明細書に記述したライティングアセンブリ及び／又はライティングシステムは、例え
ば、街灯、バックライト（例えば太陽連結バックライト（sun-coupled backlight）を含
む）、ウォールウォッシュライト、屋外広告板ライト、駐車場傾斜路用ライト、ハイベイ
ライト（high bay light）、駐車場ライト、標識点灯看板（電気看板とも呼ばれる）、静
止標識（例えば太陽連結静止標識を含む）、照明付き標識、及び他のライティング用途を
含む、様々な装置に使用されることができる。例示目的で、図１５は図１１のライティン
グシステムを含む街灯である。
【００４４】
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　図１６～１７は、本明細書に記述した型式のライティングシステムを含む、高仕事率の
ウォールウォッシュ照明器具の概略図である。図１６に示されるように、代表的なウォー
ルウォッシュ照明器具５００はＬＥＤ　５０２と、光学系と、二相冷却系とを含む。図１
６及び１７に示した実施形態で、二相冷却系は光学系の一部である。具体的には、ＬＥＤ
　５０２は、それぞれが上述のような二相冷却系を含む２つのフィン５０４に隣接して配
置される。それぞれのフィンは外面５０６と光学活性面５０８とを含む。フィン５０４の
光学活性面５０８は光学系の少なくとも一部分として作用する（当業者は、光学系は光学
活性面５０８に加えて例えばレンズ、デフューザー、又はＬＥＤ上のリフレクタもまた含
み得ることを理解するであろう）光を所望の分布に分配する光ガイディング空洞を形成す
るために、例えば、光学活性面５０８を例えばＥＳＲで覆うことができる。
【００４５】
　ウォールウォッシュ照明器具の代表的な用途としては、例えば、大型建造物の表面（例
えば建物の外面）又は他の表面（例えば屋外広告板）を上向きに照らすことが含まれる。
【００４６】
　図１８は、バックライト（例えばＬＣＤテレビ、標識、又はディスプレイ）に使用する
ための中実又は中空の光ガイドに光を入射することが可能なライティングアセンブリを描
いた略図である。
【００４７】
　以下の実施例は、本開示に記述した様々な実施形態のライティングアセンブリ及びシス
テムのいくつかの代表的な構成体を記述する。以下の実施例はまた、ライティングアセン
ブリ及びシステムの性能の結果のいくつかを報告する。
【実施例】
【００４８】
　（実施例１）
　図４Ａ及び４Ｂに概ね図示した型式のライティングアセンブリを形成した。ライティン
グアセンブリの冷却フィンはアルミニウム（６０６１アルミニウム）であり、中空の矩形
チャンバを有する（２５０ｍｍ×１５０ｍｍ×７ｍｍの外径及び１ｍｍの壁厚）。放射熱
伝導を高めるために、冷却フィンの外側には高放射率のＵｌｔｒａ　Ｆｌａｔ　Ｂｌａｃ
ｋ塗料（ＲＵＳＴ－ＯＬＥＵＭ）を塗布した。
【００４９】
　ハンダ付けによって、フレックス回路（銅トレースを有する厚さ０．００１”のポリイ
ミド膜）に６つのＬＥＤ（Ｃｒｅｅ　ＸＲＥＷＨＴ－Ｌ１－０００－００Ｄ０１）を直列
に並べて取り付けた。６つのＬＥＤのそれぞれは、熱伝導性エポキシ（３Ｍ（商標）Ｔｈ
ｅｒｍａｌｌｙ　Ｃｏｎｄｕｃｔｉｖｅ　Ｅｐｏｘｙ　Ａｄｈｅｓｉｖｅ　ＴＣ－２８１
０）で銅トレースパッドに熱的及び機械的に取り付け、ハンダで銅トレースパッドに電気
接続した。フレックス回路は、同じ熱伝導性エポキシを用いて冷却フィンの７ｍｍ×２５
０ｍｍの縁に沿って取り付けた。フレックス回路の２つの端に取り付けられた配線を介し
ＬＥＤドライバ（ＬＥＤＤＹＮＡＭＩＣｓ，３０２１－Ｄ－Ｅ－１０００）でライティン
グアセンブリに給電した。
【００５０】
　光学系は、６つのＬＥＤを囲む４９．５ｍｍ×２５０ｍｍ×２ｍｍの２枚のアルミニウ
ムシートから形成した中空光ガイドである。アルミニウムシートは、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎ
ｙが販売するＤｏｕｂｌｅ　Ｃｏａｔｅｄ　Ｔａｐｅ　４００　Ｈｉｇｈ　Ｔａｃｋ　＃
４１５を用いて冷却フィンに取り付けた。中空の光ガイドは、基底幅７ｍｍ、上部幅１４
ｍｍ、高さ３８ｍｍの台形の断面を有する。高放射性フィルム（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙが
販売するＥｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｐｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ　ＥＳＲ）は、空気
放出するように構成された感圧性接着剤でアルミニウムシートの内面に適用した。このよ
うにして、６つのＬＥＤが発する光を方向づける中空の光ガイディング空洞を作製した。
【００５１】
　冷却フィンの上部近くの小さい穴に、約１５ｃｃの流体（１．５ｇｍ／ｃｃの流体密度
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を有する、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙが販売する３Ｍ（商標）Ｎｏｖｅｃ（商標）Ｅｎｇｉｎ
ｅｅｒｅｄ　Ｆｌｕｉｄ　ＨＦＥ－７１００）を投入した。流体のこの量は、６つのＬＥ
Ｄに隣接する冷却フィンの底（沸騰面）を完全に覆うために選択された。流体のこの量は
、脱気手順中の損失を許容するために約５０％の余分量を含む。ＬＥＤを１Ａの電流で動
作し、流体を沸点（６１℃）に熱して脱気した。ＬＥＤを動作することによってまた、シ
ステムを加熱することで空気を強制し、冷却フィンの中空チャンバ排気した。小さい穴を
、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙが販売するアルミニウムフォイルテープ４２５番で封着した。封
着及び冷却されると、部分充填されたチャンバは真空になる。冷却フィン内の流体重量及
び流体密度を用いて、得られる流体体積は６．６ｃｃと算出した。
【００５２】
　冷却フィンの表面温度は、４．５Ｗと１４Ｗとの間の熱負荷の範囲にかけて上部及び底
部の近くで測定し、この「熱負荷」は、付加される合計電力と光出力との間の差として定
義される。上部と底部との間の温度差は０．８℃～１．７℃の範囲であった比較目的のた
めに、同様のサイズの厚さ２ｍｍの中実アルミニウム板上での温度差をモデル化した。結
果を下記表Ｉに示す。
【００５３】
【表１】

【００５４】
　表Ｉは、実施例１のライティングアセンブリの冷却フィンの上部から底部までの温度範
囲が比較例の中実板よりはるかに低いことを示している。
【００５５】
　次に、光出力合計を入力電力で割ることにより、実施例１のライティングアセンブリの
有効性を計算した。ライティングアセンブリを直径１ｍの積分球の内部に置いて、光出力
合計を測定すると同時に入力電力及びＬＥＤ温度をモニターした。測定システムは、Ｏｐ
ｔｒｏｎｉｃ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓが販売するＯＬ－ＩＳ－３９００　１　Ｍｅｔ
ｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ　Ｓｐｈｅｒｅに接続されたＯＬ－７７０　Ｍｕｌｔｉｃ
ｈａｎｎｅｌ　Ｓｐｅｃｔｒｏｒａｄｉｏｍｅｔｅｒ（Ｏｐｔｒｏｎｉｃ　Ｌａｂｏｒａ
ｔｏｒｉｅｓ）を含む。システムのキャリブレーションは、ＮＩＳＴまでトレース可能な
Ｏｐｔｒｏｎｉｃｓ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓが販売するＳｔａｎｄａｒｄ　ｏｆ　Ｔ
ｏｔａｌ　Ｓｐｅｃｔｒａｌ　Ｆｌｕｘ　ａｎｄ　Ｔｏｔａｌ　Ｌｕｍｉｎｏｕｓ　Ｆｌ
ｕｘのモデルＯＬ　２４５－ＴＳＦ、Ｓ／Ｎ　Ｌ－９０９を用いて行った。データは、３
５０ｍＡ、７００ｍＡ、９００ｍＡ、及び１Ａの動作電流で収集した。表ＩＩは、それぞ
れの規定電流でのＬＥＤ仕事率（ワット）、光出力測定値（ＴＬＦ）（ルーメン）、ＬＥ
Ｄ温度（℃）、及び有効性（ルーメン／ワット）を示す。
【００５６】
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【表２】

【００５７】
　表ＩＩは、それぞれの規定電流で高い有効性（ルーメン／ワット）を示す。
【００５８】
　（実施例２）
　ライティングシステムは、実施例１に記述した型式の１０のライティングアセンブリか
ら作製した。ライティングシステムの個々のライティングアセンブリのそれぞれの性能が
実施例１に記述した単一のライティングアセンブリの性能とほぼ同じであることを検証す
るために、表ＩＩＩに示すように、異なる３つの電流レベルで脱気した後に、個々のライ
ティングアセンブリのそれぞれの光出力をライティングアセンブリ内部に残っている流体
の量を用いて測定した。
【００５９】

【表３】

【００６０】
　表ＩＩＩは、個々のライティングアセンブリのそれぞれの性能の一貫性を示す。表ＩＩ
Ｉは、実施例１に記述したライティングアセンブリと比較したときに、１０の個々のライ
ティングアセンブリの全てが期待通りに性能を発揮したこともまた示している。また、こ
れらの結果は、３つの全ての規定ＬＥＤ電流レベルで６．５ｃｃ～１３．４ｃｃの流体体
積範囲についてライティングアセンブリの性能がそれぞれほぼ同じであることも示してい
る。
【００６１】
　下記のように、１０のライティングアセンブリを保持するために正方形の枠構造物を作
製した。アルミニウムチュービングセクションは機械加工し、１０のライティングアセン
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した。このＵ形を２９０ｍｍ×６５ｍｍ×６．４ｍｍの板に溶接して、閉じた矩形構造物
を作製した。組立ての際、器具を装着するために、６１ｍｍ　ＯＤ（外径）のアルミニウ
ムチュービングの７５ｍｍのセクションを板に溶接した。１０のライティングアセンブリ
のそれぞれから装着チューブの隣の配線箱への配線を保護及び案内するために、装飾的な
プラスチックトリムを器具の側部に追加した。１０のライティングアセンブリを枠構造物
に３２ｍｍのピッチ（中心間距離）で装着した。
【００６２】
　組立てたライティングシステムを測定して、システムの有効性を定量化した。組立てた
ユニットを、分光放射計ＯＬ－７７０　Ｍｕｌｔｉｃｈａｎｎｅｌ　Ｓｐｅｃｔｒｏｒａ
ｄｉｏｍｅｔｅｒ（Ｏｐｔｒｏｎｉｃ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）に接続した２ｍ積分
球のＯＬ－ＩＳ－７６００　２　Ｍｅｔｅｒ　Ｉｎｔｅｇｒａｔｉｎｇ　Ｓｐｈｅｒｅ（
Ｏｐｔｒｏｎｉｃ　Ｌａｂｏｒａｔｏｒｉｅｓ）内に置き、合計光出力を製造業者の推奨
に従って測定した。得られたデータを表ＩＶに示す。
【００６３】
【表４】

【００６４】
　表ＩＶは、表ＩＩと同様に、それぞれの規定電流でのライティングシステムの高い有効
性を示す。ライティングシステムからの放射熱伝導は、１０のライティングアセンブリの
並列板構成によって制限された。光学系は冷却フィンの厚さより大きいので、隣接するラ
イティングアセンブリの間の間隔は最適な自然対流のための最小距離より大きくなった。
【００６５】
　（実施例３）
　実施例２のライティングシステムの隣接するライティングアセンブリの間に、放射板（
Ｕｌｔｒａ　Ｆｌａｔ　Ｂｌａｃｋ塗料（ＲＵＳＴ－ＯＬＥＵＭ）を塗布した２３７ｍｍ
×１７０ｍｍ×３ｍｍのアルミニウム）を配置した。放射板は、それぞれのライティング
アセンブリからの対流熱伝導の有意な低下を避けるために配置された。放射板の目的は、
ライティングアセンブリからの放射熱を吸収し、自然対流によって熱を周囲に伝達するこ
とである。放射板は冷却フィンより約２５．４ｍｍ高く、理論的にはこれによってライテ
ィングシステムからの放射熱伝導は増加しなくてはならない。冷却フィン上の塗料は理論
的には冷却フィン表面の放射率を増加しなくてはならない。
【００６６】
　放射板の効果は、組立てたライティングシステムを用いた熱実験を実行することによっ
て測定した。実験は、ＬＥＤ駆動電流Ｉ＝０．５Ａで行った。定常状態の温度を達成した
後、放射板を取り除き、定常状態に達するまでシステムをモニターした。熱伝対を使用し
てライトアセンブリ１、３、及び９の温度をモニターした。熱伝対はライティングアセン
ブリのそれぞれの１つのＬＥＤの基材に取り付けた。３つのライティングアセンブリの定
常状態での、放射板がある場合及びない場合の温度を表Ｖに示す。
【００６７】
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【表５】

【００６８】
　表Ｖは、放射板を用いてより低い動作温度が観察されたことを示しており、放射板の使
用の利点を実証している。
【００６９】
　本明細書のライティングシステム及びアセンブリの利点としては、例えば、低メンテナ
ンス、エネルギー効率、低ライフタイムコスト、競合ライティングシステムと比べ最高２
０％の効率向上、同じ輝度を生成するのに必要なＬＥＤを最高５０％削減、動的制御ディ
ミング、及び光の色の改善が挙げられる。
【００７０】
　本開示の例示的実施形態を検討するとともに本開示の範囲内の可能な変形例を参照して
きた。本開示のこれらの及び他の変形例及び変更例は開示の範囲から逸脱することなく当
業者には明らかであろうとともに、本開示は本明細書に記載された例示的実施形態に限定
されないことは理解されよう。したがって、本開示は、冒頭に提示した「特許請求の範囲
」によってのみ限定される。

【図１】

【図２】
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