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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
照明装置であって、
　少なくとも１つの固体発光素子からなる第１グループの固体発光素子であって、該第１
グループの固体発光素子のおのおのは、(1) １９７６年ＣＩＥ色度図上の第１グループの
点から、該第１グループの点に対するΔｕ’,ｖ’が、前記１９７６年ＣＩＥ色度図上で
０．０１５以下の距離だけ離れている点に対応する照明を有し、かつ、(2) 第１グループ
順方向電圧温度依存性の５％以内である順方向電圧温度依存性を有する、第１グループの
固体発光素子と、
　少なくとも１つの第１グループの参照固体発光素子であって、(1) 前記１９７６年ＣＩ
Ｅ色度図上の前記第１グループの点から、該第１グループの点に対するΔｕ’,ｖ’が、
前記１９７６年ＣＩＥ色度図上で０．０１５以下の距離だけ離れている点に対応する照明
を有し、かつ、(2) 前記第１グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である順方向電圧
温度依存性を有する第１グループの参照固体発光素子と、
　前記第１グループの参照固体発光素子の強度を検出する第１の参照センサーと
を備えていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
請求項１に記載の照明装置において、該装置はさらに、少なくとも１つの他の発光素子を
備えることを特徴とする照明装置。
【請求項３】
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照明方法であって、
　少なくとも１つの固体発光素子からなる第１グループの固体発光素子に第１の電流振幅
の電流を供給するステップであって、該第１グループの固体発光素子のおのおのは、(1) 
１９７６年ＣＩＥ色度図上の第１グループの点から、該第１グループの点に対するΔｕ’
,ｖ’が、前記１９７６年ＣＩＥ色度図上で０．０１５以下の距離だけ離れている点に対
応する照明を有し、かつ、(2) 第１グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である順方
向電圧温度依存性を有している、ステップと、
　前記第１の電流振幅の電流を、第１グループの参照固体発光素子に供給するステップで
あって、該第１グループの参照固体発光素子は、(1) １９７６年ＣＩＥ色度図上の前記第
１グループの点から、該第１グループの点に対するΔｕ’,ｖ’が、前記１９７６値ＣＩ
Ｅ色度図上で０．０１５以下の距離だけ離れている点に対応する照明を有し、かつ、(2) 
前記第１グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である順方向電圧温度依存性を有する
、ステップと、
　前記第１グループの参照固体発光素子からの光の強度を検出するステップと
を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項４】
請求項３に記載の方法において、該方法はさらに、前記第１グループの固体発光素子及び
第１グループの参照固体発光素子に供給される電流を、第２の電流振幅に調整するステッ
プを含んでいることを特徴とする方法。
【請求項５】
請求項４に記載の方法において、該方法はさらに、前記第２の電流振幅を検出するステッ
プを含んでいることを特徴とする方法。
【請求項６】
請求項３～５いずれかに記載の方法において、該方法はさらに、
　第２の電流振幅の電流を、少なくとも１つの固体発光素子からなる第２グループの固体
発光素子に供給するステップであって、該第２のグループの固体発光素子は、(1) 前記１
９７６年ＣＩＥ色度図上の第２グループの点から、該第２グループの点に対するΔｕ’,
ｖ’ が、前記１９７６年ＣＩＥ色度図上で０．０１５以下の距離だけ離れている点に対
応する照明を有し、かつ、(2) 第２グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である順方
向電圧温度依存性を有する、ステップと、
　前記第２の電流振幅の電流を、第２グループの参照固体発光素子に供給するステップで
あって、前記第２グループの参照固体発光素子は、(1) 前記１９７６年ＣＩＥ色度図上の
第２グループの点から、該第２グループの点に対するΔｕ’,ｖ’が、前記１９７６年Ｃ
ＩＥ色度図上で０．０１５以下の距離だけ離れている点に対応する照明を有し、かつ、(2
) 第２グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である順方向電圧温度依存性を有する、
ステップと
を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項７】
請求項３～６いずれかに記載の方法において、該方法はさらに、前記第１グループの参照
固体発光素子から前記第１の参照センサーに届く紫外光の強度を減少させるステップを含
んでいることを特徴とする方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連する出願への相互参照
　この出願は、２００６年５月３１日に出願された米国仮特許出願第６０／８０９，４６
１号の利益を主張する、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、照明装置に、特に、光出力の色、および、光出力の強度を、維持し、かつ／
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または、調整する照明装置に、関係する。特に、本発明は、１つ、またはそれ以上の固体
発光素子よりなる照明装置において、このような色制御を与えることに、関係する。本発
明は、また、１つ、またはそれ以上の固体発光素子よりなる照明装置において、このよう
な色制御を与える照明方法に、向けられている。
【背景技術】
【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、たとえば、発行ダイオード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、発光ダイオードは、たとえば、５０，０００時間と、７０，０００時間の間の代表的
な寿命を、持つ。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、演色評価指数（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、すなわち、それは、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。該ＣＲＩ Ｒ
ａ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ＣＲＩ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）。ナトリウムランプは、たとえば
、光高速道路に用いられるが、－ドライバー応答時間は、しかしながら、より低いＣＲＩ
 Ｒａの値とともに、実質的に低下する（任意の与えられた輝度に対して、視認性は、よ
り低いＣＲＩ Ｒａとともに、減少する。
【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
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】
　したがって、これらの、および、他の理由により、それにより、発光ダイオード、およ
び、他の固体発光素子を、短広い範囲の応用において、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、演色評価指数（ＣＲＩ Ｒａ）、コントラスト、有効性（ｌ
ｍ／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。
【０００８】
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　種々の固体発光素子が、よく知られている。たとえば、固体発光素子の１つのタイプは
、発光ダイオードである。
　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。
【０００９】
　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
、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。
【００１０】
　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”）を言及するのに使用される。共通に認識され、商業的に入手可能な“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５，９１２，４
７７号明細書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含む。
【００１１】
　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。
【００１２】
　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
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。
【００１３】
　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、白色を生成することのできる単一の発光ダイオード接合は、まだ、開発
されていない。“白色”ＬＥＤランプは、各赤、緑、および青の発光ダイオードにより形
成された発光ダイオードピクセル／クラスターを持って、製造されてきた。他の、“白色
”ＬＥＤランプは、(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。
【００１４】
　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ＣＩＥ色度図（１９３１年図に類似している
が、該図上の同様の距離は、同様の感受される色の差を表すよう修整されている）は、色
を、主要色の重み付けされた和として定義するための、役にたつ参照を与える。
【００１５】
　効率的な白色ＬＥＤランプのＣＲＩ Ｒａは、一般に、白熱電球（１００のＣＲＩ Ｒａ
）に比べて低い（６５－７５の範疇囲内）。さらに、ＬＥＤの色温度は、一般に、“より
冷たく”（～５５００Ｋ）、かつ、白熱電球、または、ＣＣＦＬバルブ（～２７００Ｋ）
の色温度より望ましくない。ＬＥＤにおけるこれらの欠陥の両者は、選択された飽和され
た色の他のＬＥＤまたはルミファーの付加により改善されることができる。上記したよう
に、本発明による光源は、特定の（ｘ、ｙ）色度座標の光源の特定の色の“ブレンディン
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グ”を利用することができる（米国特許出願第６０／７５２，５５５号、２００５年１２
月２１日出願、名称“照明装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァ
ンデヴェン、およびジェラルド　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、参照）。たとえば、付加的な選択された飽和した源からの光を、非飽和の広
スペクトラム源と混合して、均一な照明を、脱カラー化の任意の領域なしに、与えるよう
にすることができる；かつ、もし、望まれれば、化粧的な理由により、該個々の発光素子
は、該照明源または、開口が、直接見られるときは、離散的なデバイス、または色領域と
は見られないように、することができる。
【００１６】
　発光ダイオードは、このように、ここに、または任意の結合において、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、フィルタとともに用いて、任意の所望の（白を含む）感受された色の光を、生
成することができる。したがって、現存する光源を、発光ダイオード光源により、たとえ
ば、エネルギー効率、演色評価指数（ＣＲＩ Ｒａ）、有効性（ｌｍ／Ｗ）、および／ま
たは、サービス期間、に関して改善するために置き換えるよう、努力がなされつづけてい
る領域は、任意の特定の色の光、あるいは色のブレンドの光に、限定されるものではない
。
【００１７】
　広い多種多様性のルミネッセント材料（たとえば、その全体が参照によりここに組み入
れられる、米国特許第６，６００，１７５号明細書に開示されているように、ルミファー
、あるいはルミノフォリック材料としても知られている）は、公知であり、当業者にとっ
て入手可能である。例えば、リン発光体は、たとえば、励起放射源により励起されたとき
、反応性の放射（例えば、可視光線）を発するルミネッセント材料である。多くの場合、
応答する放射は、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、シンチレーター、昼日グローテープ、および紫外線を照射されると可視スペクトル内
において輝くインクを含む。
【００１８】
　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、フォトンをより低いエ
ネルギーレベル（より長い波長）に変換する材料である、あるいは、アップコンバートす
るもの、すなわち、フォトン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
料である、ものとして分類されることができる。
【００１９】
　ルミネッセント材料を、ＬＥＤ装置内に含むことは、上記したように、ルミネッセント
材料を、清浄な収容材料（たとえば、エポキシ系、またはシリコーン系材料）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。
【００２０】
　たとえば、米国特許第６，９６３，１６６号明細書（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、
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照明として用いられる。
【００２１】
　種々のタイプの固体発光素子は、時間とともに劣化する。たとえば、発光ダイオードが
時間とともに劣化することは、よく知られている。これは、時間とともに、それらは、輝
度を、たとえば、約５０，０００時間の後に、半分の輝度にまで、低下させる。異なるタ
イプ（色）の発光ダイオードは、異なるタイプの劣化メカニズムを持ち、かつ、異なる劣
化の速度を持つ。もし、照明装置が、異なる速度で劣化する異なるタイプの発光ダイオー
ドから作られていれば、該発光ダイオードが劣化するとき、該照明装置により出射される
光の色は、発光ダイオードの異なるタイプ、または色のおのおのの比が、変化するにつれ
、変化する。
【００２２】
　さらに、雰囲気温度は、１つ、または、それ以上の固体発光素子を含む照明装置から出
射される光の色の変化を、生じ得る。たとえば、一般に、雰囲気温度が増大するとき、発
光ダイオードにより出射される光の量は、低減される。これは、特に、ＡｌＩｎＧａＰ材
料システムよりなる赤発光ダイオードに、特に、重要である。ルミナンスの低下は、温度
増加の１度につき、０．５％となり得る。
【００２３】
　さらに、いくらかの固体発光素子は、包囲体の褐色化による劣化を経験する。たとえば
、多くのＬＥＤは、一般に、その包囲体がその透明性を失うことにより、時間とともに劣
化する。
【００２４】
　照明装置により出射される光を、モニターし、かつ、該光の色、およびルミナンスを、
測定し、そののち、異なる色の光源の相対強度を、該色を、白（または、特定の色温度の
白色光を含む、任意の他の特定の色）にまで“バランス”させ、要求された輝度の量を、
維持するよう、調整するために、センサーを用いることは、よく知られている。たとえば
、このような配列は、ＬＥＤビデオディスプレイにおいて、および、発光ダイオードを発
光素子として用いるＬＣＤディスプレイにおいて、使用されてきた。
【００２５】
　したがって、それにより、１つ、またはそれ以上の固体発光素子を含む照明装置から出
射される光の色（たとえば、白色光の色温度）が、１つ、またはそれ以上の異なるタイプ
の固体発光素子が、時間とともに、その輝度劣化を生じたとしても、維持され、および／
または、調整されることのできる、デバイス、および方法、に対する要求がある。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００２６】
【特許文献１】米国特許第４，９１８，４８７号明細書
【特許文献２】米国特許第５，６３１，１９０号明細書
【特許文献３】米国特許第５，９１２，４７７号明細書
【特許文献４】米国特許第６，６００，１７５号明細書
【特許文献５】米国特許第６，９６３，１６６号明細書
【特許文献６】米国特許第７，２１３，９４０号明細書
【特許文献７】米国特許出願第６０／７５２，５５５号
【特許文献８】米国特許出願第６０／７５２，７５３号
【特許文献９】米国特許出願第６０／７５３，１３８号
【特許文献１０】米国特許出願第６０／７６１，３１０号
【特許文献１１】米国特許出願第６０／７９３，５２４号
【特許文献１２】米国特許出願第６０／７９３，５３０号
【特許文献１３】米国特許出願第６０／７９３，５１８号
【特許文献１４】米国特許出願第６０／７９８，４４６号
【特許文献１５】米国特許出願第６０／８０２，６９７号
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【特許文献１６】米国特許出願第６０／８０８，７０２号
【特許文献１７】米国特許出願第６０／８０８，９２５号
【特許文献１８】米国特許出願第６０／８６８，１３４号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００２７】
　発明の簡単なサマリー
　本発明は、そのようなデバイス、および方法、すなわち、１つ、またはそれ以上の固体
発光素子を含む照明装置から出射される光の色（たとえば、白色光の色温度）、および／
または、出力ルミナンス（または、強度）が、１つ、またはそれ以上の異なるタイプの固
体発光素子が、時間とともにその輝度劣化を生じるときでも、維持、および／または、調
整されることのできるデバイス、および方法に向けられている。
【００２８】
　本発明によれば、該固体発光素子の（たとえば、１つのカラータイプの）サブセット、
およびセンサーが、光の中に、置かれる。
　本発明のいくらかの実施形態においては、参照固体発光素子、および対応する、輝いて
いる固体発光素子が、熱的に伝導性の基板（たとえば、比較的に低い熱抵抗を持つ要素）
上に、マウントされている。
【００２９】
　本発明の第１の側面において、第１のグループの固体発光素子、少なくとも１つの第１
のグループの参照固体発光素子、および第１の参照センサーよりなる照明装置が、与えら
れる。
【００３０】
　本発明のこの側面においては、第１のグループの固体発光素子は、少なくとも１つの第
１のグループの固体発光素子よりなる。該第１のグループの固体発光素子、および第１の
グループの参照固体発光素子は、(1) おのおの、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、第１グル
ープの点から、該第１グループの点に対するΔｕ’ ,ｖ’ が、１９７６色度図上で０．
０１５より大きくない、かつ、いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．０１０より
大きくない、かつ、いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．００５より大きくない
よう、離れて配置された点に対応する照明をもち、かつ／または、(2) おのおの、第１グ
ループ順方向電圧温度依存性の５％以内である、順方向電圧温度依存性を、持つ。
【００３１】
　本発明の第２の側面においては、以下のことよりなる照明方法が、与えられる：
　第１のグループの固体発光素子に、第１の電流大きさの電流を、供給すること、
　実質的に前記第１の電流大きさの電流を、第１グループの参照固体発光素子に供給する
こと、および、
　前記第１グループ参照固体発光素子からの光の強度を検出すること。
【００３２】
　本発明のこの側面において、該第１の固体発光素子は、少なくとも１つの第１のグルー
プの固体発光素子よりなる。該第１のグループの固体発光素子、および、第１のグループ
の参照固体発光素子は、(1) おのおの、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、第１グループの点
から、該第１グループの点に対するΔｕ’ ,ｖ’ が、１９７６色度図上で０．０１５よ
り大きくない、かつ、いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．０１０より大きくな
い、かつ、いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．００５より大きくないような距
離だけ離れている点に対応する照明をもつ、かつ／または、(2) おのおの、第１グループ
順方向電圧温度依存性の５％以内である、順方向電圧温度依存性を持つ。
【００３３】
　本発明のこの側面によるいくらかの実施形態において、該方法は、さらに、第２のグル
ープの固体発光素子に供給される電流を、たとえば、センサーにより検出される、第１グ
ループ参照固体発光素子の強度が低下したときに、第２電流大きさに調整することよりな



(8) JP 5237266 B2 2013.7.17

10

20

30

40

50

る。
【００３４】
　本発明のこの側面によるいくらかの実施形態においては、該方法は、さらに、該第２電
流大きさを検出すること、および、もし該第２電流大きさが、特定の値（たとえば、第１
グループ参照固体発光素子が置き換えられることを必要とすることを示す）に到達すれば
、信号を発すること、よりなる。
【００３５】
　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。
【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１】図１は、本発明による照明装置１０の第１の実施形態を示す。
【図２】図２は、本発明による第２の実施形態の電気的模式図を示す。
【図３】図３は、本発明による第３の実施形態の電気的模式図を示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　発明の詳細な記述
　上記したように、本発明の種々の側面において、１つ、またはそれ以上のグループの固
体発光素子、該、または各グループの固体発光素子のための少なくとも１つの参照固体発
光素子、および各グループのための参照センサー、よりなる照明装置が、与えられる。
【００３８】
　表現“グループ”は、ここで、特定の色、またはタイプの固体発光素子を指定するため
に使用される。すなわち、参照固体発光素子が、特定のグループの固体発光素子のための
ものであると言及されるところでは、その参照固体発光素子、およびそれらの（または、
その）固体発光素子は、特定の色、またはタイプのものであり、すなわち、それらは、特
定の範囲内にあるカラー座標（たとえば、１９７６年ＣＩＥ色度図上の）を持つ光を、発
する。このようにして、本発明の利点は、与えられることができる、つまり、該色、また
はタイプの固体発光素子における任意の劣化、または強度の低下は、同じ（または、同様
の）色、またはタイプの参照固体発光素子により同様に経験され、かつ、このような劣化
、または低下は、そのグループのための参照センサーにより、正確に、かつ信頼性よく、
検出されるであろう。同様に、特定のグループのためのものであると言及される参照セン
サーは、そのグループの参照固体発光素子により出射される光の強度を検出するのに用い
られる。
【００３９】
　各グループにつき、該１つ、およびそれ以上の固体発光素子、および該参照固体発光素
子は、おのおの、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、第１グループの点から、該第１グループ
の点に対するΔｕ’ ,ｖ’ が、１９７６色度図上で０．０１５より大きくない、かつ、
いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．０１０より大きくない、かつ、いくらかの
場合には、１９７６色度図上で０．００５より大きくないよう離れて配置された点に対応
する照明をもち、および／または、(2) おのおの、第１グループ順方向電圧温度依存性の
５％以内である、順方向電圧温度依存性を、持つ。本発明のいくらかの実施形態において
、特定のグループの、１つ、またはそれ以上の固体発光素子、および、そのグループのた
めの参照固体発光素子が、設けられる。
【００４０】
　固体発光素子（または、任意の他の発光素子）が、特定の色のものであると記述されて
いる（あるいは、特定の色）の光を発するものと記述されている）ところでは、この様な
記述は、その発光素子より出射された光は、１９７６ＣＩＥ色度図上の、特定の点に相当
する（または、このような点に対して、たとえば、０．０１５、０．０１０、または、０
．００５以上ではなく、特定のΔｕ’, ｖ’ 内にある）ことを、すなわち、このような
発光素子からの色は、飽和されることができ、あるいは、飽和されない、ことができる、
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ことを意味する。発光ダイオードから出射される光に言及するときに、ここで使用される
表現“イルミネーション”は、少なくともいくらかの電流が、該発光ダイオードに供給さ
れて、該発光ダイオードをして、少なくともいくらかの光を発光させることを、意味する
。
【００４１】
　該表現“照明（イルミネーション）”は、該発光ダイオードが、人間の目が、それを光
を連続的に発していると感じるようなレートで、光を連続的に、または間欠的に発光して
いる、あるいは、同じ色、または異なる色の複数の発光ダイオードが、人間の目が、それ
らを光を連続的に発していると感じるような方法で（かつ、異なる色が出射される場合に
は、それらの色の混合物として）、光を間欠的に、および／または、交互に（“ｏｎ”に
おいてオーバーラップありで、またはなしで）発している状況をカバーしている。
【００４２】
　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いる（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）
。
【００４３】
　各発光素子は、互いに類似であってよく、互いに、異なっていてもよく、あるいは、任
意の結合であってよい（すなわち、１つのタイプの複数の固体発光素子があってよく、あ
るいは、２つ、またはそれ以上のタイプのおのおのの、１つ、またはそれ以上の固体発光
素子があってよい）。
【００４４】
　上記したように、用いることのできる固体発光素子の１つのタイプは、ＬＥＤである。
このようなＬＥＤは、任意の発光ダイオード（それの、広い範囲の種々のものは、容易に
獲得可能であり、当業者によく知られており、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。）のうちから選択することができる。たとえば、発光ダイオードのタイプの例は、無
機の、および有機の、発光ダイオードを含み、そのおのおのの種々のものは、当業者に、
よく知られている。このようなデバイスは、ルミファー、包囲体、リードフレーム、およ
び／または、任意の広い範囲の種々の他の構造の、任意のものを、含むことができ、その
おのおのは、技術においてよく知られており、かつ、当業者は、容易に、このような要素
を、デバイス内に組み込むことができる。たとえば、本発明に従って使用されるに適切な
ＬＥＤの代表的な例は、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）、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み、それにおいては、発光ダイオードは
、１つ、またはそれ以上のルミファーとともに、パッケージ内に含まれており、かつ、該
１つ、またはそれ以上のルミファーは、該１つ、またはそれ以上の発光ダイオードから、
改善された光抽出効率を達成するために、離されている。本発明に従って使用されるに適
切なＬＥＤのさらなる代表的な例は、米国特許出願第６０／７６１，３１０号、２００６
年１月２３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　ヴァンデヴェン）、その全体が参照によりここに組み入れられる、に記述
されたものを含み、それにおいては、２つ、またはそれ以上のルミファーが設けられ、該
ルミファーは、相互に離されている。本発明に従って使用されるに適切なＬＥＤ（および
、他の個体発光素子）のさらなる代表的な例は、以下に記述されたものを、含む：(1) 特
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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）、その全
体が参照によりここに組み入れられる（代理人ドケット番号９３１＿００９）；(2) 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）、その全体が参照によりここに組み
入れられる(代理人ドケット番号９３１＿０１１）；および、(3) 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”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびニール　ハンター）、その全体
が参照によりここに組み入れられる（代理人ドケット番号９３１＿０１０）。
【００４５】
　各グループの固体発光素子は、任意の所望の数の固体発光素子よりなる。
　参照固体発光素子よりの光の強度を、検出することのできる広い種々の範囲のセンサー
は、よく知られており、かつ、当業者により入手可能であり、かつ、このようなセンサー
の任意のものは、本発明によるデバイス、および方法において、用いることができる。た
とえば、ピンダイオードは、参照固体発光素子よりの光の強度を検出することのできるよ
く知られたセンサーである（同様に、光電セル、および他のデバイスは、それらの代わり
に、使用されることができる）。
【００４６】
　特定のグループの参照固体発光素子の、たとえば、雰囲気温度の変化、包囲体の透明度
のロス等、による輝度の変化は、センサー、たとえばピンダイオードにより検出されるこ
とができ、かつ、このような減少された輝度は、より多くの電流が、そのグループの固体
発光素子を通って流れるのを許すフィードバックシステムにより、そのグループのための
輝度を通常値にまで回復させるよう、補償される。
【００４７】
　センサー、たとえば、ピンダイオード、あるいは発光ダイオードは、連続的に、熱、紫
外光、および／または、青色光、に露出される結果、劣化する可能性がある。センサーの
寿命を、長くするために、本発明によるいくらかの実施形態においては、該センサーは、
熱的に、その上に固体発光素子および参照固体発光素子がマウントされている熱的に伝導
性のある基板から絶縁されており、かつ、該センサーは、任意に、ヒートシンク上に接続
されることができる。
【００４８】
　さらに、いくらかの発光素子（たとえば、青、および白ＬＥＤランプ、および、青色ダ
イを持つリン発光体を用いたＬＥＤを用いる発光素子）は、いくらかの青色光、およびい
くらかの紫外光を、発するので、本発明によるいくらかの実施形態においては、該参照固
体発光素子の発光面と該参照センサーとの間に、光学フィルタを、該参照センサーに達す
るＵＶおよび深い青色放射の量を減衰させる（あるいは、削減する）ために、含むことが
できる。いくらかの実施形態においては、該光学フィルタは４８０ｎｍと６３０ｎｍの間
で実質的に透明であり、一方、この範囲の外では、減衰する － 当業者は、このような光
学フィルタをよく知っており、かつ、アクセスできる。ここで使用される、表現“実質的
に透明である”は、実質的に透明であると特徴付けられる構造が、該固体発光素子により
出射される範囲内の波長を持つ光の少なくとも９０％の通過を許すことを、意味する。
【００４９】
　本発明の１つの実施形態の代表的な例において、発光ダイオードの２つのグループ、グ
ループ１（黄色のルミファーを持つ、青の発光ダイオード）、および、グループ２（赤の
発光ダイオード）の発光ダイオードが、用いられ、第１、および第２の電源線が、設けら
れる；該第１の電源線は、直列に配列されてなる、グループ１の発光ダイオード、および
グループ１の参照発光ダイオードを、含む；かつ、第１の電源線は、直列に配列されてな
る、グループ１の発光ダイオード、およびグループ１の参照発光ダイオードを、含む；か
つ、第２の電源線は、直列に配列されてなる、グループ２の発光ダイオード、およびグル
ープ２の参照発光ダイオードを、含む。このような実施形態において、もし、グループ１
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の参照発光ダイオードの輝度が、第１のパーセントだけ減少したことが検出されれば、該
第２の電源線を通って流れる電流は、グループ１の発光ダイオードの輝度の見かけの減少
を補償するために減少されることができる。あるいは、結合された色を、所望の色合いに
まで、必ずしも全体の輝度をもともとの輝度にまで戻してしまうことなく、調整するため
に、第１の電源線における電流を調整する、および／または、第２の電源線における電流
を調整することが、可能であろう。この配列において、センサーは、発光素子または参照
発光素子のグループの１つにより出射される光のみを、選択的に検出するよう）選択され
ることができる。
【００５０】
　付加的なグループの固体発光素子（たとえば、第３のグループの発光ダイオード、たと
えば、シアン領域に主要波長を持つもの、および、任意に、第４の、および/または、第
５のグループ、等）は、該照明装置に含まれることができ、かつ、各グループのすべてか
らの該放射の色、および／または輝度は、類似の方法で、調整、および／または、維持さ
れることができる。
【００５１】
　上記したように、付加的なグループの固体発光素子は、該照明装置に含まれることがで
き、かつ、該放射の該色、および／または輝度は、類似の方法で、調整、および／または
、維持されることができる。
【００５２】
　上記したように、本発明のいくらかの実施形態においては、参照固体発光素子は、該照
明装置の照明部における対応する固体発光素子と構成において実質的に同一であり、かつ
、それらは、実質的に同じ電流量で動作する。さらに、本発明によるいくつかの実施形態
においては、参照固体発光素子、および、対応する輝く固体発光素子は、ともに熱的に伝
導性の基板（すなわち、相対的に低い熱抵抗を持つ要素）上にマウントされており、かつ
／または、該参照固体発光素子は、該輝く固体発光素子と直列に接続されている。本発明
によるいくらかの実施形態において、参照固体発光素子の劣化が、輝く固体発光素子のそ
れと整合することを保証するために、該参照固体発光ダイオードは、対応する輝く固体発
光ダイオードと同じ製造バッチからのものである。
【００５３】
　ここで使用される、表現“上にマウントされ”は、第２の構造“上”にある第１の構造
が、該第２の構造と接触していることができる、あるいは、該第２の構造から、１つ、ま
たはそれ以上の中間構造（対向するサイドのうちの、該第１の構造、該第２の構造、また
は、中間構造のうちの１つ、と接触している、各サイド）だけ、該第２の構造から、分離
されることができることを、意味する。
【００５４】
　表現“参照固体発光素子は、照明装置の照明部における対応する固体発光素子に構成に
おいて実質的に同じである”は、参照固体発光素子、および固体発光素子が、同じ活性層
よりなり、ある場合には、(1) 各発光素子の要素のすべては、同じ材料よりなり、(2) 各
発光素子は、同じ製造業者により製造され、(3) 各発光素子は、同じバッチからのもので
あり、(4) 各発光素子は、おのおの、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、第１の点から、該第
１の点に対するΔｕ’ ,ｖ’ が、１９７６色度図上で０．０１５より大きくない、かつ
ある場合には、０．０１０より大きくない、かつある場合には、０．００５より大きくな
いような距離だけ離れている点に対応する照明をもつ、かつ／または、(5) 各発光素子が
、おのおの、第１グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である、順方向電圧温度依存
性を持つ、ことを、意味する。
【００５５】
　表現“実質的に同じ電流量で動作する”は、各電流量が、もしあっても、５％より大き
くないだけ異なること、あるいは、電流が、該１つの電流におけるパーセント変動が、プ
ラスまたはマイナス５％より大きくないだけ、該他のものにおけるパーセントと整合して
いる（かつ、もし電灯設備への電力入力が、特定の量、たとえば５０％だけ、減少すれば
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、各電流量は、まだ、５％以上は異ならないであろう）、ことを意味する。
【００５６】
　本発明によるいくつかの実施形態においては、（特定のタイプの）１つ、またはそれ以
上の参照固体発光素子、および（そのグループのための）１つ、またはそれ以上の対応す
る参照センサーは、その（あるいは、それらの）１つ、またはそれ以上の参照固体発光素
子とは異なる任意の要素により出射される光から実質的に分離されている参照チャンバー
内に位置する。
【００５７】
　いくらかのこのような実施形態において、該参照チャンバーは、高度に、非吸収性であ
る。当業者は、広い範囲の種々のこのようなチャンバーを、よく知っており、入手し、か
つ作ることができる。たとえば、このようなチャンバーは、集積する球（このようなもの
は、当業者によく知られている）、および／または、ＭＣＰＥＴ（登録商標）の下に、日
本の会社、古河電工により市販されている材料でコートされた（あるいは構成された）壁
、ＴｉＯ2、バリウム硫化物、または種々のセラミック形成体をロードされた紙、を含む
ことができる。
【００５８】
　上記したように、本発明によるいくらかの実施形態においては、特定のグループの１つ
、またはそれ以上の固体発光素子と、そのグループのための該１つ、またはそれ以上の対
応する参照センサーとの間に位置する少なくとも１つのＵＶ光低減要素が、設けられてお
り、これにより、もしＵＶ光が該参照固体発光素子により出射されれば、該参照センサー
に達するＵＶ光の強度は、（該参照固体発光素子により出射されるＵＶ光の強度に比し）
低減される。当業者は、広い種々の範囲のこのようなＵＶ光低減要素をよく知っており、
アクセスできる。いくらかのこのような実施形態において、該ＵＶ光低減要素（または、
光学フィルタ）は、４８０ｎｍと６３０ｎｍとの間で実質的に透明であり、一方、この範
囲以外では減衰する－当業者は、このような要素をよく知っており、かつ入手可能である
。
【００５９】
　本発明によるいくらかの実施形態においては、１つ、またはそれ以上の参照センサーは
、センサーマウント構造上にマウントされている。当業者は、このようなマウント構造の
ために用いることのできる種々の構造をよく知っている。いくらかの実施形態においては
、該センサーマウント構造は、１つ、またはそれ以上のグループの（非参照）固体発光素
子により生成される熱から、熱的に絶縁されている。
【００６０】
　本発明によるいくらかの実施形態において、少なくとも１つの参照センサーと熱的に通
信する少なくとも１つの熱放散構造が、与えられる。当業者は、種々の熱放散構造、およ
び、材料をよく知っており、かつ、容易に適切な構造、および材料を、選択することがで
きる。たとえば、該熱放散構造は、１つ、またはそれ以上の突起（たとえば、フィン）を
、備えることができる。いくらかのこのような実施形態において、１つ、またはそれ以上
の参照センサーは、センサーマウント構造上にマウントされており、かつ、該熱放散構造
は、該センサーマウント構造上にマウントされている。
【００６１】
　本発明によるいくらかの実施形態において、第１の参照センサー、および第２の参照セ
ンサー（第１の参照センサーから絶縁されることができる）は、ともに、単一のセンサー
マウント構造上にマウントされている。
【００６２】
　本発明によるいくらかの実施形態において、第１の参照センサーは、センサーマウント
構造の第１の側上にマウントされており、かつ、熱放散構造は、該センサーマウント構造
の第２の側上にマウントされている。いくらかの実施形態において、該センサーマウント
構造の第１の側は、該センサーマウント構造の第２の側に対向している。
【００６３】
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　本発明によるいくらかの実施形態において、１つ（または、それ以上の）参照固体発光
素子は、１つの発光素子マウント構造上にマウントされており、かつ、１つ（または、そ
れ以上の）対応する固体発光素子は、また、該発光素子マウント構造上にマウントされて
いる。いくらかのこのような実施形態において、該参照固体発光素子は、該発光素子マウ
ント構造の第１の側上にマウントされており、かつ、該固体発光素子は、該発光素子マウ
ント構造の第２の側上にマウントされている（いくらかのこのようなデバイスにおいては
、該発光素子マウント構造の第１側は、該発光素子マウント構造の第２側に対向している
）。
【００６４】
　当業者は、発光素子マウント構造としての使用に適切な種々の材料をよく知っている。
いくらかの実施形態において、該発光素子構造は、相対的に低い熱抵抗、たとえば、５０
０度Ｃ／Ｗより大きくない、を持つ。
【００６５】
　本発明の照明装置は、任意の所望の態様で配列され、マウントされ、かつ、電気を供給
されることができ、かつ、任意の所望のハウジング、またはフィクスチャー上にマウント
されることができる。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、ハウジングおよびフィクスチャーをよく知っており、かつ、任意のこ
のような配列、スキーム、および、ハウジングおよびフィクスチャーは、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。
【００６６】
　本発明によるいくらかの実施形態において、電源は、該１つ、またはそれ以上の固体発
光素子、および／または、該１つ、またはそれ以上の参照固体発光素子に、１つ、または
それ以上の電源線を介して供給される。
【００６７】
　たとえば、本発明による代表的な実施形態は、第１のグループの固体発光素子、第２の
グループの固体発光素子、第１のグループの参照固体発光素子、および第２のグループの
参照固体発光素子を含む。該デバイスは、１つの第１の電源線、および１つの第２の電源
線を含む。該第１の電源線は、第１の数の第１のグループの固体発光素子、および第２の
数の第２のグループの固体発光素子に、直接、または選択的に電気的に接続されている。
たとえば、第１のグループの固体発光素子、および第１のグループの参照固体発光素子の
すべては、該第１の電源線に電気的に接続されており（前記第２のグループの固体発光素
子、および前記第２のグループの参照固体発光素子のいずれも、該第１の電源線には接続
されていない）、かつ、第２のグループの固体発光素子、および第２のグループの参照固
体発光素子のすべては、該第２の電源線に電気的に接続されている（前記第１のグループ
の固体発光素子、および前記第１のグループの参照固体発光素子のいずれも、該第２の電
源線には接続されていない）。
【００６８】
　２つの要素が、“電気的に接続されている”、すなわち、電源線が、１つ、またはそれ
以上の固体発光ダイオードに直接、または選択的に電気的に接続されている、という文章
は、電流が、電源線を介して、固体発光ダイオードに供給されることができることを意味
する（あるいは、本発明の照明装置が、任意の所望の電源に電気的に接続されている（ま
たは、選択的に接続されている）という文章は、電流が、該電源から照明装置に供給され
ることができることを意味する。上記表現における用語“選択的に”は、電気的接続が、
選択的に、たとえば電源線内のスイッチを開けることにより、破断され得ることを、意味
する。“電気的に接続された”、または“選択的に電気的に接続された”のいずれの表現
も、スイッチ、または他のデバイスが、該デバイス、または該デバイスの一部に流れ込む
電流の多さを調整するよう、調整されることができる、すなわち、単に、電源を、オン、
またはオフするのみでない、ことを意味する。
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【００６９】
　照明装置の配列、照明装置をマウントするスキーム、照明装置に電気を供給する装置、
照明装置のためのハウジング、照明装置のためのフィクスチャー、および照明装置のため
の電源、の代表的な例であって、すべて本発明の照明装置に適切なものは、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　Ｈ．ネグレイ、アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびニール　ハン
ター）、その全体が参照によりここに組み入れられる、および、米国特許出願第６０／７
９８，４４６号、２００６年５月５日出願、名称“照明装置”（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＿００８）、その全体が参照により
ここに組み入れられる、に記述されている。
【００７０】
　本発明による照明装置のいくらかの実施形態においては、さらに、該（または該おのお
のの）固体発光素子を通って流れることのできる電流の最大量を、オーバーヒート、また
はカタストロフィー的な失敗を妨げる、または避けるために、限定する、１つ、またはそ
れ以上の電流制限装置が、さらに含まれる。このような電流制限デバイスは、複数固体発
光素子に接続された複数の電源線のおのおの内に位置することができる、あるいは、各固
体発光素子に接続された複数の個々の電源線を供給する電源線内に位置することができる
。当業者は、電流を制限するために用いることのできる種々の構成要素、たとえば、抵抗
をよく知っており、任意のこのような構成要素は、本発明によるデバイスにおいて用いる
ことができる。
【００７１】
　本発明による照明装置のいくらかの実施形態において、さらに、１つ、またはそれ以上
の前記固体発光素子に供給される電流を、それが（あるいは、そのおのおのが）検出する
少なくとも１つの電流センサーが、含まれる。上記したように、時間の経過を通じて、該
固体発光素子は、輝度の低下を生じる傾向を持つ。本発明にしたがって、このような低下
は、検出され、多くの場合、影響を受けた固体発光素子に供給される電流を増大させるこ
とにより、正確に、補償することができる。１つ、またはそれ以上の固体発光素子に供給
される電流を検出することにより、１つ、またはそれ以上の固体発光素子が、１つ、また
はそれ以上の理由により、該（または、それらの）固体発光素子を置き換えることが望ま
しいであろう、向上した電流を要求していることを、検出することができる。本発明によ
るいくらかの実施形態においては、さらに、もしこのような検出された電流が、適切な固
体発光素子を置き換えることが望まれることを示す閾値（すなわち、少なくとも最小電流
値）に達すれば、信号を与える信号要素が、設けられる。
【００７２】
　本発明による照明装置は、任意の所望の色の主要波長を持つ光を出射する単一のグルー
プの固体発光素子を含むことができ、かつ／または、異なる色の、および／または、異な
る相関色温度の、複数のグループの固体発光素子を含む。さらに、任意の他の発光素子は
、本発明による照明装置内に、付加的に含まれることができる。さらに、本発明による照
明装置は、任意のタイプの発光素子（すなわち、白熱電球、蛍光灯、等を含む）を含む任
意の他の所望の照明装置と結合して、使用されることができる。
【００７３】
　上記したように、本発明による照明装置は、光源の色の、たとえば、所望の（ｘ、ｙ）
カラー色度座標の“ブレンディング”において、該光のすべて、または一部を与えること
ができる。たとえば、本発明による照明装置は、以下に記述されるブレンディングにおい
て、含まれる該光のすべて、または、一部を与えることができる：
　(1) ２００５年１２月２１日に出願された米国特許出願第６０／７５２，５５５号、名
称“照明装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およ
びジェラルド　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;
　(2) ２００６年４月２０日に出願された米国特許出願第６０／７９３，５２４号、名称
“照明装置、および照明方法”(発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、および
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ジェラルド　Ｈ．ネグレイ)、その全体が参照によりここに組み入れられる；
　(3) ２００６年４月２０日に出願された米国特許出願第６０／７９３，５１８号、名称
“照明装置”(発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラルド　Ｈ．
ネグレイ)、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６０／７９３，５３０号、２００６年４月２０日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラ
ルド　Ｈ．ネグレイ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
　(5) 米国特許第７，２１３，９４０号明細書、２００７年８月５日発行、名称“照明装
置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　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＿０３５ＮＰ）、その全体が参照によりこ
こに組み入れられる； および、
　(6) 米国特許出願第６０／８６８，１３４号、２００６年１月１２日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　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＿０３５ＰＲＯ）、その全体が参照によ
りここに組み入れられる。
【００７４】
　色の特定の結合のさらなる代表的な例は、以下を含む：
　(7) 黄色がかった－白発光ダイオードランプ、および赤発光ダイオードを含む照明装置
；
　(8) 緑がかった－白発光ダイオードランプ、および赤発光ダイオードを含む照明装置；
　(9) 白発光ダイオードランプ、シアン発光ダイオード、および赤発光ダイオードを含む
照明装置； および、
　(10) 赤発光ダイオード、緑発光ダイオード、および青発光ダイオードを含む照明装置
。
【００７５】
　ここで使用される表現“照明装置”は、それが、光を発光できることを除いて、制限さ
れない。すなわち、照明装置は、ある領域、または堆積（たとえば、部屋、水泳プール、
倉庫、表示器、道路、車両、道路標識、広告用掲示板、船、ボート、航空機、スタジアム
、木、窓、庭、等、）を照明するデバイス、表示灯、あるいは、包囲体を照明するデバイ
スまたはデバイスアレイ、または、エッジまたはバック照明のためのデバイス（たとえば
、後方光投射器、サイン標識、ＬＣＤディスプレイ）、または、任意の他の発光デバイス
、であることができる。
【００７６】
　本発明は、さらに、照明された包囲体（その体積は、均一に、または不均一に、照明さ
れることができる）に関係しており、１つの閉じた空間、および、少なくとも１つの本発
明による照明装置よりなり、ここで、該照明装置は、該表面の少なくとも一部を照明する
。
【００７７】
　上記したように、本発明の第２の側面においては、以下のものよりなる照明方法が、与
えられる：
　第１のグループの固体発光素子に、第１の電流大きさの電流を、供給すること、
　実質的に前記第１の電流大きさの電流を、第１グループの参照固体発光素子に供給する
こと、および、
　前記第１グループ参照固体発光素子からの光の強度を検出すること。
【００７８】
　表現“実質的に前記第１の電流大きさの電流を供給すること”は、各電流量が、第１の
電流の大きさから、もしあっても、５％より大きくないだけ異なること、あるいは、電流
が、該１つの電流におけるパーセント変動が、プラスまたはマイナス５％より大きくない
だけ、該他のものにおけるパーセントと整合している（かつ、もし、電灯設備への電力入
力が、特定の量、たとえば５０％だけ、減少すれば、各電流量は、まだ、５％以上は異な
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らないであろう）ことを意味する。
【００７９】
　本発明のこの側面において、該第１のグループの固体発光素子は、少なくとも１つの第
１のグループの固体発光素子よりなる。該第１のグループの固体発光素子、および第１の
グループの参照固体発光素子は、(1) おのおの、１９７６年ＣＩＥ色度図上の、第１グル
ープの点から、該第１グループの点に対するΔｕ’ ,ｖ’ が、１９７６色度図上で０．
０１５より大きくない、かつ、いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．０１０より
大きくない、かつ、いくらかの場合には、１９７６色度図上で０．００５より大きくない
、ような距離だけ離れている点に対応する照明をもつ、かつ／または、(2)　おのおの、
第１グループ順方向電圧温度依存性の５％以内である、順方向電圧温度依存性を持つ。
【００８０】
　本発明のこの側面によるいくらかの実施形態においては、該方法は、さらに、第２のグ
ループの固体発光素子に、および第２のグループの参照固体発光素子に、供給される電流
を、たとえば、センサーにより検出された、該第１のグループの参照固体発光素子の強度
が減少したとき、第２の電流大きさに調整すること、よりなる。
【００８１】
　本発明のこの側面によるいくらかの実施形態においては、該方法は、さらに、該第２の
電流大きさを検出し、さらに、もし該第２の電流大きさが、特定の閾値（たとえば、該第
１のグループの参照固体発光素子が置き換えられるべきであることを示す）に達すれば、
信号を出射することよりなる。
【００８２】
　本発明の１つの側面においては、少なくとも１つの第１のグループの固体発光素子、お
よび１つの第２のグループの固体発光素子（各グループは、少なくとも１つの固体発光素
子よりなる）、および、少なくとも１つの第１のグループの参照固体発光素子、および少
なくとも１つの第２のグループの参照固体発光素子、よりなる照明装置が、与えられる。
本発明のこの側面において、該第１のグループの参照固体発光素子、および該第２のグル
ープの参照固体発光素子は、第１グループ－第２グループ結合照明センサーにより検出さ
れる結合された参照照明を、生成する。この側面において、該デバイス内のセンサーの少
なくとも１つは、異なるグループ（色）の固体発光素子の結合を、検出する。たとえば、
いくらかの実施形態においては、同じ電流により制御される単一のグループ（ＬＥＤの“
ピンク”ストリング）ばかりでなく、実質的に同じ色の他のグループ（ストリング）にお
ける赤ＬＥＤおよびＹＧＷ（黄色－緑－白）ＬＥＤを結合するフィクスチャーが、設けら
れる。この場合、関連する参照ＬＥＤグループは、異なるタイプ（色）のＬＥＤの少なく
とも１つのおのおのを含むべきである。該参照グループにおけるＬＥＤの各色からの光の
比が、照明グループにおける色の比に等しいことを確実にするために、減衰フィルタ（た
とえば、中立グレイ色）が、該参照グループにおけるＬＥＤタイプの少なくとも１つのた
めに、設けることができる。１つのタイプの減衰された光と、第２のタイプの光の結合は
、該センサー上に射突し、かつ、該ルミナンスを表すものであり、該光の色は、照明グル
ープによる照明として、出射されるものである。
【００８３】
　図１は、本発明による照明装置１０の第１の実施形態を、示す。図１において、該照明
装置１０は、複数の第１のグループの固体発光素子１１（第１の主要波長のＬＥＤ）、複
数の第２のグループの固体発光素子１２（第２の主要波長のＬＥＤ）、および、複数の第
３のグループの固体発光素子１３（第３の主要波長のＬＥＤ）を、含む。該照明装置１０
は、さらに、第１の参照センサー２０を、含む。
【００８４】
　図２は、本発明による第１の実施形態の電気的模式図である。
【００８５】
　図３は、本発明による第２の実施形態の電気的模式図である。
【００８６】
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　ここ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、集積化され
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。同様に、任意の２つ、またはそれ以上の機能は、同時に行うことができ、かつ／また
は、任意の機能は、一連のステップにおいて行うことができる。

【図１】 【図２】
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