
JP 5036819 B2 2012.9.26

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
照明アセンブリーであって、
　少なくとも一部分が導電性であるコネクタ部と、
　少なくとも１つの第１の発光素子と、
　第１の発光素子を少なくとも部分的に包囲しているケーシングと、
　ケーシングの第１の部分と接触している少なくとも第１の部分を有する少なくとも１つ
の熱転送要素であって、ケーシングの第１の部分がコネクタ部の軸から第１の距離だけ離
間しており、熱転送要素の少なくとも第２の部分がコネクタ部の軸から第１の距離よりも
大きい第２の距離だけ離間している、熱転送要素と
を備え、
　熱転送要素は、バネ荷重されかつ制限体によって制限されており、該制限体が除去され
ると熱転送要素の第２の部分がケーシングから遠くに離れるように移動するよう構成され
ており、
　熱転送要素の第２の部分が該熱転送要素の活性化温度にまで加熱されると、制限体が除
去されるよう構成されている
ことを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項２】
照明アセンブリーであって、
　ハウジングと、
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　該ハウジングによって支持されているソケットと、
　該ソケットの軸から第１の距離だけ離間している少なくとも第１の部分を有する少なく
とも１つの熱転送要素であって、該熱転送要素の少なくとも第２の部分がハウジングの第
１の部分と接触しており、該ハウジングの第１の部分がソケットの軸から第１の距離より
も大きい第２の距離だけ離間している、熱転送要素と
を備え、
　熱転送要素は、バネ荷重されかつ制限体によって制限されており、該制限体が除去され
ると熱転送要素の第１の部分がケーシングから遠くに離れるように移動するよう構成され
ており、
　熱転送要素の第１の部分が該熱転送要素の活性化温度にまで加熱されると、制限体が除
去されるよう構成されている
ことを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項３】
照明アセンブリーであって、
　ハウジングと、
　該ハウジングによって支持されているソケットと、
　少なくとも２つの熱転送要素と、
　照明装置であって、
　　少なくとも１つの第１の発光素子と、
　　該第１の発光素子を少なくとも部分的に包囲しているケーシングと
からなる照明装置と
を備え、
　ハウジングは、ケーシングの全周囲の周りに延在しており、
　２つの熱転送要素それぞれの少なくとも第１の部分はケーシングの第１の部分に常時接
触されており、各熱転送要素の第１の部分は、ソケットの軸に対して当該熱転送要素の最
も内側の部分であり、
　２つの熱転送要素それぞれの少なくとも第２の部分はハウジングの内側表面に常時接触
しており、各熱転送要素の第２の部分は、ソケットの軸に対して当該熱転送要素の最も外
側の部分である
ことを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項４】
照明アセンブリーであって、
　少なくとも１つの第１の発光素子と、
　該第１の発光素子を少なくとも部分的に包囲しているケーシングと、
　ケーシングから熱を転送する熱転送手段であって、該熱転送手段の一部分がバネ荷重さ
れかつ制限体によって制限されており、該制限体が除去されると熱転送要素の一部分が移
動するよう構成されている
ことを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項５】
照明アセンブリーであって、
　ハウジングと、
　該ハウジングに対して少なくとも１つの第１の発光素子を所定位置に保持する保持手段
と、
　保持手段に保持された発光素子から
熱を転送する熱転送手段であって、該熱転送手段の一部分がバネ荷重されかつ制限体によ
って制限されており、該制限体が除去されると熱転送要素の一部分が移動するよう構成さ
れている
ことを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項６】
請求項１－３いずれかに記載の照明アセンブリーにおいて、熱転送要素は、少なくとも１
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つの多数材料構造よりなることを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項７】
請求項１、３及び６いずれかに記載の照明アセンブリーにおいて、発光素子は固体発光素
子であることを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項８】
請求項１－３，６及び７いずれかに記載の照明アセンブリーにおいて、熱転送要素は少な
くとも１つのシリコンラバー化合物よりなることを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項９】
請求項１－３及び６－８いずれかに記載の照明アセンブリーにおいて、熱転送要素はバネ
荷重されていることを特徴とする照明アセンブリー。
【請求項１０】
請求項１、３、４及び６－９いずれかに記載の照明アセンブリーにおいて、ケーシングは
、標準照明装置の外側プロファイルに類似した外側プロファイルを有することを特徴とす
る照明アセンブリー。
【請求項１１】
照明装置を配備する方法であって、
　コネクタ部と、少なくとも１つの発光素子と、ケーシングと、熱転送要素と、制限体と
を備えた照明装置であって、
　　制限体は、解放されるまで、熱転送要素をハウジングと接触状態に保持し、
　　コネクタ部の少なくとも１部分が導電性であり、
　　ケーシングが発光素子を少なくとも部分的に取り囲んでおり、
　　熱転送要素の少なくとも第１の部分はケーシングの第１の部分と接触する
よう構成された照明装置のコネクタ部を、ハウジングを有する取付体のソケットに接続す
るステップと、
　発光素子を照明して発生された熱により制限体を解放して、熱転送要素の少なくとも第
２の部分がハウジングと接触するように移動させるステップと
を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項１２】
照明装置を配備する方法であって、
　コネクタ部と、少なくとも１つの発光素子と、ケーシングと、熱転送要素と、制限体と
を備えた照明装置であって、
　　制限体は、解放されるまで、熱転送要素をハウジングと接触状態に保持し、
　　コネクタ部の少なくとも１部分が導電性であり、
　　ケーシングが発光素子を少なくとも部分的に取り囲んでおり、
　　熱転送要素の少なくとも第１の部分はケーシングと接触する
よう構成された照明装置のコネクタ部を、ハウジングを有する取付体のソケットに接続す
るステップと、
　発光素子を照明して発生された熱により制限体を解放して、熱転送要素の少なくとも第
２の部分がケーシングと接触するように移動させるステップと
を含んでいることを特徴とする方法。
【請求項１３】
照明装置を配備する方法であって、
　コネクタ部と、少なくとも１つの発光素子と、ケーシングとを備えた照明装置であって
、
　　コネクタ部の少なくとも１部分が導電性であり、
　　ケーシングが発光素子を少なくとも部分的に取り囲む
よう構成された照明装置のコネクタ部を、ケーシングの全周囲を取り囲んでいるハウジン
グを有する取付体のソケットに接続するステップと、
　少なくとも２つの熱転送要素を配備するステップであって、該熱転送要素それぞれの第
１の部分であって、ソケットの軸に関して熱転送要素の最も内側の部分である第１の部分
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がケーシングの第１の部分に常時接触し、かつ、該熱転送要素それぞれの第２の部分であ
って、ソケットの軸に関して熱転送要素の最も外側の部分である第２の部分がハウジング
に常時接触するように、熱転送要素を配備するステップと
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９月１８日に出願された米国仮特許出願第６０／８４５，４２
９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、照明アセンブリー、照明取付体、および、これらを用いる方法に
関し、特に、優秀な熱放散を与えることのできる照明装置、照明アセンブリー、照明取付
体、および、これらのアイテムを用いる方法に関する。１つの側面において、本発明は固
体発光装置、特に、固体発光素子を含み、かつ、改善された熱放散を与える装置に関係す
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。
【０００４】
　広い範囲の種々の応用において、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、開発するために、努力が行われ続けている
。さらに、発光ダイオード（または、他の固体発光素子）が、既に使用されているところ
では、努力は、たとえば、エネルギー効率、演算色評価数（ＣＲＩ　Ｉａ）、コントラス
ト、有効性（ｌｍ／Ｗ）、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、与えるよう行われつづけている。
【０００５】
　種々のタイプの固体発光素子は、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。
【０００６】
　発光ダイオードは、電流を光に変換する半導体装置である。広い種々の発光ダイオード
が、今でも拡張されている目的の範囲にわたるますます増大している広い範囲において、
使用されている。
【０００７】
　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。
【０００８】
　表現“発光ダイオード”は、基本的な半導体ダイオード構造（すなわち、チップ）を、
言及するのにここで用いられる。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
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的に、米国特許第４，９１８，４８７；５，６３１，１９０；および５，９１２，４７７
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。
【０００９】
　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。
【００１０】
　発光ダイオードの発展は、多くの態様で照明産業を改革してきたが、発光ダイオードの
特徴のいくつかは、多くの挑戦を提示してきており、そのいくつかはまだ十分に満たされ
ていない。たとえば、広い範囲の照明装置、特に、ＬＥＤは、高い温度では、それらがよ
り低い温度で信頼性よく動作するようには、信頼性よく動作はしない。ＬＥＤの場合、ヒ
ートシンクがしばしば与えられ、ＬＥＤ接合により生成される熱は、雰囲気空気内に放散
されて、該ＬＥＤの接合温度を低く保つ － 代表的に、７５℃の接合温度が、望ましい最
大値である。このような要件は、しかしながら、該温度要件を満たすのに十分な熱を放散
しながらＬＥＤに対して与えられ得る電力量に対して、厳しい制限を課すものであり、こ
のことは、しばしば、ＬＥＤを含む光バルブは、白熱電球および蛍光灯の対抗馬と比較し
て、鈍いことをしばしば意味する。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１１】
【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６０／７５２，５５６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６０／７９３，５１８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６０／７９４，３７９号
【特許文献１４】米国特許出願第６０／８０２，６９７号
【特許文献１５】米国特許出願第６０／８０８，７０２号
【特許文献１６】米国特許出願第６０／８０８，９２５号
【特許文献１７】米国特許出願第６０／８３９，４５３号
【特許文献１８】米国特許出願第６０／８５１，２３０号
【特許文献１９】米国特許出願第６０／８５７，３０５号
【特許文献２０】米国特許出願第６０／８６８，１３４号
【特許文献２１】米国特許出願第６０／８６８，９８６号
【特許文献２２】米国特許出願第６０／８９１，１４８号
【特許文献２３】米国特許出願第１１／６１３，７１４号
【特許文献２４】米国特許出願第１１／６１３，７３３号
【特許文献２５】米国特許出願第１１／６２４，８１１号
【特許文献２６】米国特許出願第１１／７３６，７６１号
【特許文献２７】米国特許出願第１１／７３６，７９９号
【特許文献２８】米国特許出願第１１／７３７，３２１号
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【特許文献２９】米国特許出願第１１／７５１，９８２号
【特許文献３０】米国特許出願第１１／７５１，９９０号
【特許文献３１】米国特許出願第１１／７５３，１０３号
【発明の概要】
【００１２】
　発明の簡単なサマリー
　ＬＥＤは、大変有効に光を生成するが、しかし、ＬＥＤは、高い温度では、信頼性よく
動作することはできない。ヒートシンクは、該ＬＥＤ接合により生成された熱が、雰囲気
空気に放散されて、該ＬＥＤの接合温度を低く保つように、与えられなければならない。
代表的に、７５℃の接合温度が、所望の最大値である。この要件は、どのような多くの電
力が、該ＬＥＤに印加され得るかについての厳しい制限を与えるものであり、かつ、一般
に、該ＬＥＤバルブは、白熱電球および蛍光灯等のそれらの標準の対応物に比較して鈍い
ことを意味する。
【００１３】
　白熱電灯バルブは、ガラス包囲体内に収容された大変高い温度（何百度Ｃ）で動作する
フィラメントを用いる。これらのバルブは、一般に、電灯設備内に、該バルブが該設備と
接触しないように配置される。
【００１４】
　本発明によれば、動作中に、照明装置、およびハウジングの両者に接続された、かつ／
または、接触する、少なくとも１つの熱転送要素を含み、これが、熱を、該照明装置から
離れて、該ハウジングに伝達するようにする、装置が与えられる。
【００１５】
　本発明による第１の側面によれば、以下のものよりなる照明装置が与えられる：
　コネクタ部、それの少なくとも一部は、電気的に伝導性である；
　少なくとも１つの第１の発光素子；
　前記第１の発光素子を、少なくとも部分的に囲むケーシング；
　少なくとも１つの熱転送要素、該熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシン
グの第１の部分と接触しており、該ケーシングの前記第１の部分は、前記コネクタ部の軸
から第１の距離だけ空間を空けられており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、
前記コネクタ部の前記軸から第２の距離だけ空間を空けられており、前記第２の距離は、
前記第１の距離より大きい。
【００１６】
　本発明の第１の側面によるいくつかの実施形態において、さらに、少なくとも１つの第
１のコンタクトが設けられており、それの少なくとも一部は、電気的に伝導性である。
【００１７】
　本発明による第２の側面によれば、以下のものよりなる照明装置のための取付体が、与
えられる：
　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、該ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素、該熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ソケット
の軸から第１の距離だけ空間を空けられており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分
は、前記ハウジングの第１の部分と接触しており、前記ハウジングの前記第１の部分は、
前記ソケットの軸から第２の距離だけ空間を空けられており、前記第２の距離は、前記第
１の距離より大きい。
【００１８】
　本発明による第３の側面によれば、以下のものからなる照明アセンブリーが、与えられ
る：
　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、該ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素；および、
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　以下のものよりなる照明装置：
　　コネクタ部、該コネクタ部の少なくとも一部は、電気的に伝導性である；
　　少なくとも１つの第１のコンタクト、該第１のコンタクトの少なくとも一部は、電気
的に伝導性である；
　　少なくとも１つの第１の発光素子；および、
　　ケーシング、該ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり
、
　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分に取り付けら
れており、前記ケーシングの前記第１の部分は、前記コネクタ部の軸から第１の距離だけ
空間を空けられており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ハウジングの第
１の部分と接触しており、前記ハウジングの前記第１の部分は、前記コネクタ部の前記軸
から第２の距離だけ空間を空けられており、前記第２の距離は、前記第１の距離より大き
い。
【００１９】
　本発明の第４の側面によれば、以下のものよりなる照明アセンブリーが、与えられる：
　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、該ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素；および、
　以下のものよりなる照明装置：
　　コネクタ部、該コネクタ部の少なくとも一部は、電気的に伝導性である；
　　少なくとも１つの第１のコンタクト、該第１のコンタクトの少なくとも一部は、電気
的に伝導性である；
　　少なくとも１つの第１の発光素子；および、
　　ケーシング、該ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり
、
　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分と接触してお
り、前記ケーシングの前記第１の部分は、前記コネクタ部の軸から第１の距離だけ空間を
空けられており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ハウジングの第１の部
分に取り付けられており、前記ハウジングの前記第１の部分は、前記コネクタ部の軸から
第２の距離だけ空間を空けられており、前記第２の距離は、前記第１の距離より大きい。
【００２０】
　本発明の第５の側面によれば、以下のものよりなる照明アセンブリーが、与えられる：
　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、該ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素；および、
　以下のものよりなる照明装置：
　　少なくとも１つの第１の発光素子；および、
　　ケーシング、該ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり
、
　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分と接触してお
り、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ハウジングの第１の部分と接触して
いる。
【００２１】
　本発明の第６の側面によれば、以下のことよりなる、照明装置を配備する方法が、与え
られる：
　取付体のソケット内に照明装置のコネクタ部を接続すること、該取付体は、ハウジング
よりなり、該照明装置は、前記コネクタ部、少なくとも１つの第１のコンタクト、少なく
とも１つの第１の発光素子、ケーシング、および少なくとも１つの熱転送要素よりなり、
　　前記コネクタ部の少なくとも一部は、電気的に伝導性であり、
　　前記第１のコンタクトの少なくとも一部は、電気的に伝導性であり、
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　　前記ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり、
　　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分と接触して
おり、かつ、そののち、
　前記熱転送装置の少なくとも第２の部分をして、前記ハウジングと接触するよう移動せ
しめること。
【００２２】
　本発明の第７の側面によれば、以下のことよりなる、照明装置を配備する方法が、与え
られる：
　取付体のソケット内に照明装置のコネクタ部を接続すること、該取付体は、ハウジング
、及び少なくとも１つの熱転送要素よりなり、該照明装置は、前記接続部、前記コネクタ
部、少なくとも１つの第１のコンタクト、少なくとも１つの第１の発光素子、およびケー
シングよりなり、
　　前記コネクタ部の少なくとも一部は、電気的に伝導性であり、
　　前記第１のコンタクトの少なくとも一部は、電気的に伝導性であり、
　　前記ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり、
　　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ハウジングと接触しており、かつ、
そののち、
　前記熱転送装置の少なくとも第２の部分をして、前記ケーシングと接触するよう移動せ
しめること。
【００２３】
　本発明の第８の側面によれば、以下のことよりなる、照明装置を配備する方法が、与え
られる：
　取付体のソケット内に照明装置のコネクタ部を接続すること、該取付体は、ハウジング
よりなり、該照明装置は、前記コネクタ部、少なくとも１つの第１のコンタクト、少なく
とも１つの第１の発光素子、およびケーシングよりなり、
　　前記コネクタ部の少なくとも一部は、電気的に伝導性であり、
　　前記第１のコンタクトの少なくとも一部は、電気的に伝導性であり、
　　前記ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり、かつ、そ
ののち、
　熱転送要素を、該照明装置内に、該熱転送要素の少なくとも第１の部分が前記ケーシン
グの第１の部分と接触し、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分が前記ハウジングと接
触するよう、挿入すること。
【００２４】
　本発明の第９の側面によれば、以下のものよりなる照明装置が、与えられる：
　少なくとも１つの第１の発光素子；
　前記第１の発光素子を少なくとも部分的に囲むケーシング；
　少なくとも１つの熱転送素子、該熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシン
グの第１の部分と接触しており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ケーシ
ングから空間を空けられている。
【００２５】
　本発明の第１０の側面によれば、以下のものよりなる照明装置用の取付体が、与えられ
る：
　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、前記ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素、該熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ハウジン
グから空間を空けられており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ハウジン
グの第１の部分と接触している。
【００２６】
　本発明の第１１の側面によれば、以下のものよりなる照明アセンブリーが、与えられる
：
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　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、前記ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素；および、
　以下のものよりなる照明装置：
　　少なくとも１つの第１の発光素子；および、
　　ケーシング、該ケーシングは、前記第１の発光素子を、少なくとも部分的に囲んでお
り、
　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分に取り付けら
れており、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ハウジングの第１の部分と接
触している。
【００２７】
　本発明の第１２の側面によれば、以下のものよりなる照明アセンブリーが、与えられる
：
　ハウジング；
　ソケット、前記ハウジングは、前記ソケットを支持している；
　少なくとも１つの熱転送要素；および、
　以下のものよりなる照明装置：
　　少なくとも１つの第１の発光素子；および、
　　ケーシング、該ケーシングは、前記第１の発光素子を、少なくとも部分的に囲んでお
り、
　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分と接触してお
り、前記熱転送要素の少なくとも第２の部分は、前記ハウジングの第１の部分に取り付け
られている。
【００２８】
　本発明の第１３の側面によれば、以下のことよりなる、照明装置を配備する方法が、与
えられる：
　照明装置のソケット係合部を、取付体のソケット内に位置させること、該取付体は、ハ
ウジング、および少なくとも１つの熱転送要素よりなり、該照明装置は、少なくとも１つ
の第１の発光素子、およびケーシングよりなり、
　　該ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり、
　　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ケーシングの第１の部分と接触して
おり、かつ、そののち、
　前記熱転送要素の少なくとも第２の部分をして、前記ハウジングと接触するよう移動せ
しめること。
【００２９】
　本発明の第１４の側面によれば、以下のことよりなる、照明装置を配備する方法が、与
えられる：
　照明装置のソケット係合部を、取付体のソケット内に位置させること、該取付体は、ハ
ウジング、および少なくとも１つの熱転送要素よりなり、該照明装置は、少なくとも１つ
の第１の発光素子、およびケーシングよりなり、
　　該ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり、
　　前記熱転送要素の少なくとも第１の部分は、前記ハウジングと接触しており、かつ、
そののち、
　前記熱転送要素の少なくとも第２の部分をして、前記ケーシングと接触するよう移動せ
しめること。
【００３０】
　本発明の第１５の側面によれば、以下のことよりなる、照明装置を配備する方法が、与
えられる：
　該照明装置のソケット係合部を、取付体のソケット内に位置させること、該取付体は、
ハウジングよりなり、該照明装置は、少なくとも第１の発光素子、およびケーシングより
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なり、
　　前記ケーシングは、少なくとも部分的に前記第１の発光素子を囲んでおり、かつ、そ
ののち、
　熱転送要素を、前記照明装置内に、該熱転送要素の少なくとも第１の部分が前記ケーシ
ングの第１の部分と接触し、かつ、該熱転送要素の少なくとも第２の部分が前記ハウジン
グと接触するよう、挿入すること。
【００３１】
　本発明は、添付図面、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】
【００３２】
【図１】図１は、本発明による照明アセンブリーの一実施形態を描く。
【図２】図２は、本発明による照明アセンブリーの一実施形態を描く。
【図３】図３は、本発明による照明アセンブリーの一実施形態を描く。
【図４】図４は、本発明による照明アセンブリーの一実施形態を描く。
【図５】図５は、本発明による照明アセンブリーのもう１つの実施形態を描く。
【図６】図６は、本発明による照明アセンブリーのもう１つの実施形態を描く。
【図７】図７は、本発明による照明アセンブリーのもう１つの実施形態を描く。
【図８】図８は、本発明による照明アセンブリーのもう１つの実施形態を描く。
【図９】図９は、本発明による照明装置の１つの実施形態を描く。
【図１０】図１０は、引き込んだ位置で膠ビーズにより保持されているばねの形での複数
の熱転送要素を描く。
【図１１】図１１は、引き込んだ位置で膠ビーズにより保持されているばねの形での複数
の熱転送要素であって、動作の間に、該照明装置からの熱が、該膠ビーズを破壊して前記
ばねが前記ハウジングと接触するもの、を描く。
【発明を実施するための形態】
【００３３】
　発明の詳細な説明
　本発明は、今、本発明の実施形態が示される添付図面を参照して、以下に詳細に記述さ
れる。しかしながら、本発明は、ここで記載される実施形態に限定されるよう解釈される
べきものではない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が完璧で完全であり、かつ、
発明の範囲を当業者に対し十分に運ぶように与えられる。同様の符号は全体を通じて同様
の要素を言及する。ここで使用されるように、用語“および／または”は、関連するリス
トされたアイテムの１つ、またはそれ以上の、任意の、かつすべての結合を含む。
【００３４】
　ここで使用される用語は、特定の実施形態のみを記述するためのものであり、発明を限
定することが意図されているものではない。ここで使用されるように、単一形“a”、“a
n”、および“the”は、文脈が明らかにそうでないことを示していなければ、複数形をも
含むことが意図されている。さらに、用語“comprises”、および／または“comprising
”は、この明細書において使用されるときは、述べられた、特徴、整数、ステップ、動作
、要素、および／または構成要素の存在を特定するが、しかし、その、１つ、またはそれ
以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および／または、それらのグ
ループの存在、または付加を排除するものではない。
【００３５】
　層、領域、または基板等の要素が、ここでもう１つの要素の上に（“on”）ある、ある
いは、の上に（“onto”）伸びている、と言及されるとき、それは該他の要素上に直接あ
る（“directly　on”）、あるいは該他の要素上に直接（“directly　onto”）伸びるこ
ともでき、あるいは中間の要素がまた存在してもよい。対照的に、ある要素がもう１つの
要素の直接上に（“directly　on”）ある、あるいは、の直接上に（“directly　onto”
）伸びている、と言及されるとき、中間の要素は存在しない。また、ある要素がもう１つ
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の要素に接続されている（“connected”）、または結合されている（“coupled”）、と
言及されるとき、それは、該他の要素に直接接続されている、あるいは該他の要素に直接
結合されている、ことができ、あるいは中間の要素がまた存在してもよい。対照的に、あ
る要素がもう１つの要素に直接に接続されている（“directly　connected”）、または
直接に結合されている（“directly　coupled”）と言及されるとき、中間の要素は存在
しない。
【００３６】
　用語“第１の”、“第２の”等は、種々の要素、構成要素、領域、層、および／または
パラメータを記述するためにここで用いられるが、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、これらの用語によって限定されるものではな
い。これらの用語は、単に、１つの要素、構成要素、領域、層、またはセクションを、も
う１つの要素、構成要素、領域、層、またはセクションから区別するためにのみ用いられ
る。このように、以下で議論される、第１の要素、構成要素、領域、層、またはセクショ
ンは、本発明の教えから離れることなく、第２の要素、構成要素、領域、層、またはセク
ションと言われることができる。
【００３７】
　本発明による実施形態は、ここで、本発明の理想的な実施形態の模式的な図解である断
面の（および／または、平面的な）図解を参照して説明される。このように、たとえば、
製造技術，および／または、耐性の結果としての図解の形状からの変形が、予測され得る
。このように、本発明の実施形態は、ここで図解された領域の特定の形状に限定して解釈
されるべきではなく、たとえば、製造から生じる形状の変化をも含むべきである。たとえ
ば、矩形として図解され、記述されたモールドされた領域は、代表的に、丸くされた、ま
たはカーブされた特徴を持つであろう。このように、図面に図解された領域はその性質上
模式的なものであり、それらの形状はデバイスの領域の正確な形状を図示することが意図
されているものではなく、本発明の範囲を限定することが意図されているものではない。
【００３８】
　もし、他の方法でもって定義されなければ、ここで使用される（技術的、および科学的
用語を含む）すべての用語は、発明が属する技術の分野における当業者によって共通に理
解されるのと同じ意味を持つ。共通に使用される辞書において定義されたもの、のような
用語は、関連する技術および本開示の文脈におけるそれらの意味と一環した意味を持つも
のと解釈されるべきであり、理想化された、または過度に形式的な意味には、ここで明確
にそのように定義されたのでなければ、解釈されないことがさらに理解される。さらに、
もう１つの特徴“に隣接して”配置された構造または特徴に対する参照は、該隣接する特
徴を覆う、またはその下にある部分をもつであろう、ことも当業者によって理解されるで
あろう。
【００３９】
　固体発光素子に言及する場合にここで使用される、表現“照明”（または、照明された
“）は、少なくともいくらかの電流が該固体発光素子に供給されていて、該固体発光素子
をしていくらかの光を発光せしめていることを意味する。表現“照明された”は、該固体
発光素子が、光を連続的に、あるいは、人間の目がそれを連続的に光を発していると感じ
るような速度で、光を間欠的に発している状況、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（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）感じるような態様で間欠的に、およ
び／または交互に（“on”時間におけるオーバーラップありで、または、なしで）光を発
している状況を、カバーする。
【００４０】
　ルミファーに言及するときにここで使用される、表現“励起された”は、少なくともい
くらかの電磁放射（たとえば、可視光、紫外光、または赤外光）が、ルミファーと接触し
、該ルミファーをして少なくともいくらかの光を発生せしめることを意味する。表現“励
起された”は、ルミファーが、光を連続的に、あるいは、人間の目が、それを、光を連続
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的に発していると感ずるような速度で間欠的に発している状況、あるいは、同じ色、また
は異なる色の複数のルミファーが、人間の目が、それらを光を連続的に発していると（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）感じるような態様で、
光を間欠的に、および／または、交互に（“on”時間におけるオーバーラップありで、ま
たは、なしで）発している状況を、カバーする。
【００４１】
　本発明の側面のいくらかは、照明アセンブリー（および、このような照明アセンブリー
の個々の構成要素、たとえば、照明装置、および、このような照明アセンブリーの１つ、
またはそれ以上の構成要素を含む取付体）に関係し、該照明アセンブリーは、(1) 少なく
とも１つの照明装置、(2) 少なくとも１つのハウジング、および、(3) 少なくとも１つの
熱転送素子、よりなり、該熱転送要素の第１の部分は、該照明装置のケーシングの一部と
接触しており（および／または、取り付けられており）、かつ、それの第２の部分は、該
ハウジングの一部と接触しており（および／または、取り付けられており）、該熱転送要
素が、前記ケーシングから、前記ハウジングへの熱転送のレートを（もし熱転送要素が存
在しないとしたときに比較し）、増大させるようにしている。
【００４２】
　このような実施形態において、該（または、各）照明装置は、少なくとも１つの発光素
子およびケーシングよりなる。該発光素子は、任意の適切な発光素子であることができ、
その広い範囲の種々のものは、当業者によく知られており、かつ容易に利用可能である。
たとえば、該発光素子は、固体発光素子、白熱電球発光素子、または蛍光発光素子である
ことができる。該照明アセンブリーは、任意の数の発光素子を含むことができる － １つ
以上の発光素子があるところでは、各発光素子は、相互に類似したものでもよく、互いに
異なっているものでもよく、あるいは、任意の結合である（即ち、１つのタイプの複数の
発光素子がある、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
れ以上の発光素子がある）ことができる。
【００４３】
　固体発光素子は、無機の、および有機の発光素子を含む。このような発光素子のタイプ
の例は、広い範囲の種々の発光ダイオード（無機の、または、ポリマー発光ダイオード（
ＰＬＥＤ）を含む有機の）、レーザダイオード、薄膜エレクトロルミネッセンスデバイス
、発光ポリマー（ＬＥＰ）、を含み、そのおのおのの種々のものは、技術においてよく知
られている（それゆえ、そのようなデバイス、および／または、そのようなデバイスがそ
れからつくられる材料を詳細に記述する必要はない。）。ここで使用される、表現“固体
発光素子”は、１つ、またはそれ以上の固体発光素子、または、１つ、またはそれ以上の
固体発光素子、ばかりでなく１つ、またはそれ以上のルミファーを含む構成要素を言及す
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、照明装置は、少なくとも
１つの固体発光素子を含む１つ、またはそれ以上の固体発光素子、および光を発する少な
くとも１つのルミファーを含み、該ルミネッセント要素により出射されるそのような光の
少なくとも一部は、該ルミネッセント要素におけるルミネッセント材料が、前記少なくと
も一つの固体発光素子により出射される光により励起されるのに応答して出射される。
【００４４】
　上記したように、用いることのできる１つのタイプの固体発光素子は、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、容易に入
手可能であり、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。
【００４５】
　このようなＬＥＤの代表的な例は、その多くは、技術において知られているが、リード
フレーム、ルミファー、包囲体領域、等を含むことができる。
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【００４６】
　適切なＬＥＤ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６０／７５３，１３８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＿００３ＰＲ
Ｏ）、その全体は、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１１／
６１４，１８０号、２００６年１２月２１日出願；
　(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、および、米国特許出願第１１／６２４，８１１号、２００７年１月１９日出願；
　（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、および、米国特許出願第１１／７５１，９８２号、２００７年５月２２日出願
、
　(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”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびニ
ール　ハンター；代理人ドケット番号９３１＿０１０ＰＲＯ）、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１１／７５３，１０３号、２００７年５月
２４日出願；
　(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９３
１＿０１１ＰＲＯ）、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１１／７５１，９９０号、２００７年５月２２日出願；
　(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”（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＿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”（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＿０２７ＰＲＯ）、その全体が参照によ
りここに組み入れられる;および、
　(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。
【００４７】
　本発明によるいくらかの実施形態は、少なくとも第１のＬＥＤ、および少なくとも第１
のルミファー、を含む照明装置を含む。いくらかのこのような実施形態においては、第１
のＬＥＤから出射される光は、４３０ｎｍから４８０ｎｍまでの範囲内にピーク波長を持
ち、かつ、該第１のルミファーから出射される光は、約５５５ｎｍから約５８５ｎｍまで
の範囲内に主要波長を持つ。
【００４８】
　本発明によるいくらかの実施形態は、少なくとも第１のＬＥＤ、少なくとも第１のルミ
ファー、および少なくとも第２のＬＥＤ、を含む照明装置を含む。いくらかのこのような
実施形態においては、第１のＬＥＤから出射される光は、４３０ｎｍから４８０ｎｍまで
の範囲内にピーク波長を持ち、該第１のルミファーから出射される光は、約５５５ｎｍか
ら約５８５ｎｍまでの範囲内に主要波長を持ち、該第２のＬＥＤから出射される光は、６
００ｎｍから６３０ｎｍまでの範囲内にピーク波長を持つ。
【００４９】
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　本発明によるいくらかの実施形態は、少なくとも１つの第１の固体発光素子を含む照明
装置（それは、いくらかの実施形態においては、少なくとも第１のＬＥＤ、および少なく
とも第１のルミファー、を含む）であって、もし照明されれば、１９３１年ＣＩＥ色度図
上の、第１、第２、第３、第４、および第５の線分により囲まれる領域内にある点を定義
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
、前記第５の点は、０．３６、０．３８のｘ、ｙ座標を持つ、光を発するもの、を含む。
【００５０】
　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。
色の光の混合の代表的な例は、以下のものに記述されている：
　(1) 米国特許出願第６０／７５２，５５５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；代理人ドケット番号９３１＿００４ＰＲＯ）、その全体は、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１１／６１３，７１４号、２０
０６年１２月２０日出願；
　(2) 米国特許出願第６０／７５２，５５６号、２００５年１２月２１日出願、名称“看
板、および照明方法”（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＿００５ＰＲＯ）、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１１／６１３，７３３号、２００６年１
２月２０日出願；
　（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”（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＿０１２ＰＲＯ）、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１１／７３６，７６１号、２００７
年４月１８日出願、
　(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”（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＿０１３ＰＲＯ）、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１１／７３６，７９９号、２００７年
４月１８日出願；
　(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、および照明方法”（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＿０１４ＰＲＯ）、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１１／７３７，３２１号、２００７年
４月１９日出願；
　(6) 米国特許第７，２１３，９４０号明細書、２００７年５月８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;
　(7) 米国特許出願第６０／８６８，１３４号、２００６年１２月１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;
　(8) 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”（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＿０５３ＰＲＯ）、その全体が参照によ
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りここに組み入れられる；
　(9) 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”（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＿０２７ＰＲＯ）、その全体が参照によ
りここに組み入れられる;および、
　(10) 米国特許出願第６０／８９１，１４８号、２００７年２月２２日出願、名称“照
明装置および照明方法、光フィルタ及び光をフィルタする方法”（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。
【００５１】
　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、ルミファー（即ち、
少なくとも１つのルミネッセント材料よりなるルミネッセンス領域またはルミネッセント
要素）を含むことができる。ここで使用される、表現“ルミファー”は、任意のルミネッ
セント要素、すなわち、任意のルミネッセント材料を含む任意の要素を、言及する。
【００５２】
　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、に開示されているように、ルミファーまた
はルミノフォリック媒体としても知られている）は、当業者に、公知であり、かつ、入手
可能である。たとえば、リン発光体は、励起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、該応答
性の放射は、前記励起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、紫外光により照射されたとき可視スペクト
ルで輝くインクを含む。
【００５３】
　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。
【００５４】
　ＬＥＤデバイスにおいてルミネッセント材料を含むことは、ルミネッセント材料を、上
記で議論した清浄な、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。
【００５５】
　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カップ反射器、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、カップ反射器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
プ反射器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‘１
６６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。
【００５６】
　該ケーシングは、任意の適切な材料よりなることができ、それの広い範囲の種々のもの
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は、よく知られており、当業者により入手可能である。適切な例は、発光素子により出射
された光が、最小損失で通ることのできる材料、即ち、ガラス、またはプラスチック材料
等の、高度に透明な、または、半透明の材料を含む。該ケーシングは、任意の所望の形状
のものであることができ、それの広い範囲の種々のものは、当業者に公知である。本発明
は、発光素子を囲む、該ケーシング、および任意の他の構造が、照明装置の従来の形状、
および大きさ（たとえば、コーン形状、バルブ形状、チューブ形状、キャンドルフレーム
形状、等）に相当する全体形状、および大きさのものである、すなわち、該発光素子を囲
む該ケーシング、および任意の他の構造のプロファイルが、従来の照明装置のプロファイ
ルに相当する（および、いくらかの場合には、該発光素子を囲む該ケーシング、および任
意の他の構造は、従来の照明装置の外観に相当する外観のものである）実施形態を含む。
【００５７】
　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、コネクタ部を含む。該コ
ネクタ部は、一般に、任意のタイプのコネクタ、たとえば、ねじ端タイプ（たとえば、エ
ジソンソケットに嵌まる）、回転可能な係合要素タイプ（たとえば、ＧＵ－２４“ツィス
ト　アンド　ロック”ソケット）、または任意の他の適切なタイプ（たとえば、直線ピン
）のコネクタであることができる。いくらかのこのような実施形態において、該コネクタ
部、および該ケーシングは、たとえば、従来の白熱電灯バルブのように、両者でもって、
発光素子を完全に囲むことができる。いくらかのこのような実施形態において、該コネク
タ部は、任意の適切な材料（たとえば、スティール、またはアルミニウム）によりつくら
れることができる。いくらかのこのような実施形態において、該コネクタ部は、対応して
ねじをきった標準ソケットにおいて受け入れ可能なねじ端である。いくらかのこのような
実施形態において、該全体のねじ端は、電気的に伝導性である。
【００５８】
　本発明によるいくらかの実施形態において、照明装置は、少なくとも１つのコンタクト
を含むコネクタ部を含む。このような実施形態において、該コンタクトは、任意の適切な
材料（たとえば、スティール、またはアルミニウム）によりつくられることができ、かつ
、好ましくは、該コネクタ部の残りの部分から絶縁されている。
【００５９】
　いくらかの実施形態において、ねじ端、及びコンタクトが、設けられ、かつ、それらは
、従来の光バルブ上の同様の要素に対応する。
　いくらかの実施形態において、該照明装置は、ケーシング、および２つの端を含み、該
ケーシング、および該両端は、従来の蛍光灯バルブ上の同様の要素に対応する。
【００６０】
　該ハウジングは、任意の所望の形状であることができ、かつ、任意の適切な材料または
複数材料によりつくられることができる。広い範囲の適切なハウジング、および適切なハ
ウジングをつくるための材料（たとえば、良熱伝導体であるシートメタル）は、当業者に
公知であり、かつ、容易に入手可能である。
【００６１】
　ソケットは、該ハウジングに取り付けられ、かつ、これにより支持されることができる
。よく知られているように、該ソケットは、照明装置の一部を受けることができるように
、たとえば、ねじ端に、構成されることができ、該ハウジングに対して、に代えて、該照
明装置を保持することができ、かつ、該ソケットは、該照明装置に対し該コネクタ部（た
とえば、ねじ端）を介して電力を供給することができる。当業者は、広い範囲の種々のソ
ケットをよく知っており、かつ、アクセス可能であり、それらの任意のものは、本発明に
おける使用に適切である。
【００６２】
　照明装置は、任意の所望の態様で電気を供給されることができる。当業者は、広い範囲
の種々の電源供給装置、および取付体をよく知っており、任意のこのような装置、および
取付体は、本発明にしたがって用いることができる。本発明の照明装置は、任意の所望の
電源に電気的に接続されて（または、選択的に接続されて）おり、当業者は、種々のこの
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ような電源をよく知っている。本発明によるいくらかの実施形態において、電力は、技術
においてよく知られているように、従来のソケットを介して照明装置に供給される。
【００６３】
　熱転送要素（または複数要素）は、照明装置がハウジングに対してマウントされるとき
、ケーシングからハウジングへの熱の転送を（もし、熱転送要素が設けられていない場合
に比較して）、増大するのにそれ、かつ（または、それら）が有効である限り、任意の適
切な材料によりつくられることができ、かつ、任意の適切な形状のものであることができ
る
【００６４】
　たとえば、いくらかの実施形態においては、該熱転送要素は、前記ケーシングの一部と
、前記ハウジングの一部との間に、かつ接触して配置された熱的に伝導性の充填化合物よ
りなる。任意の適切な化合物は、このような実施形態の熱転送要素をつくるために用いる
ことができ、かつ、当業者は、広い範囲の種々のこのような化合物をよく知っており、か
つ、入手可能である。充填化合物としての使用に適切な材料の代表的な例は、シリコーン
ゴム材料（それは、任意に、１つ、またはそれ以上の付加的な材料を含むことができる、
たとえば、ＳｉＣおよびグラファイトは、該シリコーンの中に埋め込むことができる）で
ある。いくらかの実施形態においては、該充填化合物は、変形可能である。該充填化合物
は、製造の任意の段階で、ケーシング、およびハウジングと接触して配置することができ
、たとえば、該充填化合物は、プリ鋳造し、かつ、該ケーシングと接触して配置すること
ができ（かつそののち、該ハウジングは、該充填化合物に相対して配置することができる
）、前記充填化合物は、プリ鋳造し、かつ、該ハウジングと接触して配置することができ
（かつそののち、該ケーシングは、該充填化合物に相対して配置することができる）、前
記充填化合物は、プリ鋳造し、かつ、該ケーシングは、該ハウジングと相対して配置する
ことができ、かつ、そののち、前記充填化合物は、該ハウジングおよび該ケーシングに相
対して配置することができ、前記充填化合物は、該ハウジングと接触しながら鋳造するこ
とができ（かつそののち、該ケーシングは、前記充填化合物と相対して配置することがで
きる）、前記充填化合物は、該ケーシングと接触しながら、鋳造することができ（かつそ
ののち、該ハウジングは、前記充填化合物と相対して配置することができる）、あるいは
、該ケーシングは、該ハウジングに相対して配置することができ、かつそののち、前記充
填化合物は、該ハウジングおよび該ケーシングと相対して配置し鋳造することができる。
【００６５】
　本発明のいくらかの実施形態は、搭載時に、および／または動作時に拡張されるであろ
う、たとえば、温度増加の結果として、該照明装置（たとえば、ＬＥＤバルブ）により生
成された熱の一部が、該照明装置から該熱転送要素を介して取付体ハウジングに転送され
るように、伸張する変形可能な熱転送要素を含む。
【００６６】
　いくらかの実施形態において、該熱転送要素は、該照明装置と該ハウジングとの間のギ
ャップ（または、ギャップのうちの１つ）を、部分的に、または完全に埋める複数の金属
ばねを備える。このようなばねは、任意の材料でつくることができ、その広い範囲の種々
のものは、当業者によく知られており、容易に入手可能である。該ばねをつくるために適
切な材料の代表的な例は、たとえば、その中にＳｉＣまたはグラファイトのような高い熱
伝導性材料の粒子を任意に埋め込むことのできる、金属、またはシリコーンゴム等の圧縮
可能な材料を含む。いくらかのこのような実施形態において、このようなばねは、良熱伝
導性、およびまた、良弾性を持つベリリウム銅（または、任意の他の適切な材料、たとえ
ば、スティール）によりつくられる。いくらかのこのような実施形態において、該ばねは
、搭載の間に、クランプまたは保持ばねにより照明装置のケーシングに近接して保持され
ており、そのクランプまたは保持ばねは、搭載後、該ばねが、伸びだし、ハウジングと接
触することを許すよう除去される、または、代替的に、該ばねは、感熱性接着剤により近
接して保持された膠であり、一度、ランプが点灯され、かつ熱を発すると、該膠は“壊れ
”、かつ、該ばねは外側に伸びて該ハウジングと接触するようになっている、すなわち、
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(1) 該熱転送要素は、該ケーシングと接触し、かつ、ばね負荷され、かつ制限体により制
限されており、該制限体の除去により、該熱転送要素の一部は、該ハウジングと接触する
ように動くようになっている、または、(2) 該熱転送要素は、該ハウジングと接触し、か
つ、ばね負荷され、かつ制限体により制限されており、該制限体の除去により、該熱転送
要素の一部は、該ケーシングと接触するように動くようになっている、のいずれか、とな
っている。いくらかの実施形態において、該ばねは、任意の所望の大きさ、たとえば、直
径１０－２０ｍｍのものであることができ、あるいは、それらは、大変細いヘアよりなる
ことができる。いくらかの実施形態において、該ばねは、熱いとき形状を変えるバイメタ
ル材料であることができ、かつそれゆえ、該光バルブをして、涼しいとき容易に挿入され
、あるいは除去され、暖かいとき伸びだして、熱的パスを形成することを許すものである
。
【００６７】
　本発明によるいくらかの実施形態においては、１つ、またはそれ以上の熱転送要素は、
熱転送要素活性化温度にまで加熱されたとき、それ（または、それら）が該ケーシング及
び該ハウジングと接触する位置内に移動する。このような実施形態のいくらかにおいては
、該熱転送要素活性化温度は、少なくとも３０度Ｃである。このような実施形態のいくら
かにおいては、該熱転送要素活性化温度は、少なくとも４０度Ｃである。このような実施
形態のいくらかにおいては、該熱転送要素活性化温度は、少なくとも５０度Ｃである。こ
のような実施形態のいくらかにおいては、該熱転送要素活性化温度は、少なくとも６０度
Ｃである。このような実施形態のいくらかにおいては、該熱転送要素活性化温度は、少な
くとも７０度Ｃである。
【００６８】
　該熱転送要素は、１片のものであってよく、あるいは、もし望まれれば、２つの、また
はそれ以上の片にてなる、たとえば、第１の片は、ハウジングと接触しており（かつ、ケ
ーシングには取り付けられて、あるいはこれと接触していない）、かつ、第２の片は、ケ
ーシングと接触しており（かつ、ハウジングには取り付けられて、あるいはこれと接触し
ていない）、かつ、該第１、及び第２の片は、互いに熱的に接触している、ものであるこ
とができる － このような実施形態においては、第１の片は、（第２の片が、ハウジング
の一部と接触している第１の部分をもち、かつ、ケーシングの一部と接触している第２の
部分を持つ熱転送要素であるように）該ハウジングの一部であると考えることができ、あ
るいは、第２の片は、（第１の片が、ハウジングの一部と接触している第１の部分をもち
、かつ、ケーシングの一部と接触している第２の部分を持つ熱転送素子であるように）該
ケーシングの一部であると考えることができる。
【００６９】
　ここで使用される、表現“照明装置”は、それが光を発することができるものであるこ
とを除いて、限定されるものではない。即ち、照明装置は、領域、または体積、たとえば
、構造、水泳プールまたはスパ、部屋、倉庫、指示器、道、パーキングロット、車両、信
号、たとえば、道路標識、ビルボード、船、おもちゃ、鏡、ベッセル、電子装置、ボート
、航空機、スタジアム、コンピュータ、遠隔音響装置、遠隔ビデオ装置、携帯電話、木、
窓、ＬＣＤディスプレイ、洞窟、トンネル、庭、ランプポスト、を照明するデバイス、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、あるいは、エッジ、または
背景照明に使用されるデバイス（たとえば、背景光のポスター、標識、ＬＣＤディスプレ
ー）、バルブ置替体（たとえば、ＡＣ白熱電灯、低電圧灯、蛍光灯、等）、室外照明に使
用されるライト、安全照明に使用されるライト、室外居住照明に使用されるライト（壁マ
ウント、ポスト／カラムマウント）、天井取付体／壁取付け用燭台、キャビネット下照明
、ランプ（床、および／またはテーブル、および／またはデスク）、景観照明、トラック
照明、タスク照明、特殊照明、天井ファン照明、アーカイブ／アート表示照明、高振動／
衝撃照明 － 作業用照明、等、鏡／化粧テーブル照明、または、任意の他の発光デバイス
、であることができる。
【００７０】
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　本発明は、さらに、照明された包囲体（その体積は、均一に、あるいは不均一に、照明
されることができる）、これは、該照明された包囲体は、包囲された空間と、本発明によ
る少なくとも１つの照明装置とよりなり、ここで、該照明装置は、該包囲体の少なくとも
一部を（均一に、あるいは不均一に）照明する。
【００７１】
　本発明は、さらに、照明された領域に向けられており、該照明された領域は、構造、水
泳プールまたはスパ、部屋、倉庫、指示器、道、パーキングロット、車両、信号、たとえ
ば、道路標識、ビルボード、船、おもちゃ、鏡、ベッセル、電子装置、ボート、飛行機、
スタジアム、コンピュータ、遠隔音響装置、遠隔ビデオ装置、携帯電話、木、窓、ＬＣＤ
ディスプレイ、洞窟、トンネル、庭、ランプポスト、等、よりなるグループから選択され
た少なくとも１つのアイテムであって、その中、またはその上に、ここで記述された少な
くとも１つの照明装置をマウントしたもの、よりなる。
【００７２】
　上記したように、本発明の種々の側面は、１つのケーシング、および、該ケーシング内
に少なくとも部分的に囲まれた、少なくとも１つの発光素子よりなる照明装置に関係する
。ここでこの文脈で使用される、表現“少なくとも部分的に囲まれる”は、該ケーシング
が、該１つ、またはそれ以上の発光素子を（該１つの、またはそれ以上の発光素子に起源
を発し、該照明装置から逃げていく任意の光が該ケーシングを通過しなければならないよ
うに）完全に囲むことを、または、該ケーシングが、該１つ、またはそれ以上の発光素子
を、該ケーシングが、該１つ、またはそれ以上の発光素子がその中に置かれている空間を
、完全には囲まないように部分的に囲む、かつ、(1) 該ケーシング　プラス　１つ、また
はそれ以上の他の構造（それらは、該ケーシングと、および／または、相互に接触してい
る）は、該１つ、またはそれ以上の発光素子がその中に置かれている空間を完全に囲む、
(2) 該ケーシングは、１つ、またはそれ以上の他の構造と接触しているが、しかし、該ケ
ーシング　プラスそのような他の構造（および、このような他の構造と接触している任意
の付加的な構造）は、該１つ、またはそれ以上の発光素子がその中に置かれている空間を
、完全には囲まない、 あるいは、(3) 該ケーシングは、任意の他の構造と接触していな
い、ことを示す。たとえば、従来の白熱電灯バルブ、または従来の蛍光灯バルブは、おの
おの、その中にフィラメント（白熱電球バルブにおける）、または水銀（蛍光灯バルブに
おける）が収容されている空間を、完全には囲まないケーシング（代表的に、ガラス、ま
たはプラスチックよりなる）を、持つ － これらのバルブは、該ケーシングとともに、そ
の中に該フィラメント、または水銀が収容されている空間を、完全に囲む１つ、または２
つの端部構造を、含む。
【００７３】
　本発明は、２インチ、または４インチの長い光バルブ蛍光灯取付体、ベッドサイドおよ
びデスクランプ、すべてのタイプのダウンライト、ストリートライト、等に、任意の種類
の取付体において使用される、任意の所望の形状および大きさの照明装置に応用可能であ
る。
【００７４】
　１つ、またはそれ以上の輝度向上膜は、任意に、さらに、照明装置において含まれるこ
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、容易に入手可能である。
輝度向上膜（たとえば、３Ｍから商業的に入手可能なＢＥＦ膜）は、任意である － 使用
されるとき、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サイクルされ
る。好ましくは、該輝度向上膜（それらは、任意に、ＷＦＴによる等、１つ、またはそれ
以上の抽出膜により置き換えることができる）は、もし用いられれば、出射された光源の
視野角を制限するよう、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、最適化される。
【００７５】
　さらに、１つ、またはそれ以上の散乱要素（たとえば、層）は、照明装置内に、任意に
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含まれることができる。該散乱要素は、ルミファー内に含まれることができ、かつ／また
は、分離した散乱要素が、設けられることができる。広い範囲の種々の分離した散乱要素
、およびルミネッセント性と、散乱性との結合した要素は、当業者によく知られており、
かつ任意のこのような要素は、本発明の照明装置において用いることができる。
【００７６】
　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、さらに変更するよ
うに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、かつそれゆえ、それらはここで詳細に説明する必要はない － 任意の
このような２次的な光学素子を、もし望まれれば使用することができる。
【００７７】
　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する装
置（たとえば、対象物、または人の動きを検出する動き検出器）であって、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、等、のように構成することができる。
【００７８】
　本発明による１つの実施形態において、それが、現存する光取付体内にはめ込まれるこ
とが可能なように、標準光バルブに類似した外側プロファイルを持つ光バルブであって、
搭載時、および／または動作時に、ＬＥＤ光バルブにより生成された熱が該変形可能な熱
的に伝導性の手段を通って該光取付体ハウジングにまで伝導されるように、伸張し、これ
により、前記ＬＥＤから外方に消散され得る熱の量を増大し、かつ、白熱電灯または蛍光
灯に対し比較可能な輝度を持つＬＥＤ光バルブを、以前に現存する、かつ標準の光取付体
内に搭載することを可能とする、変形可能な熱的に伝導性の手段を含む光バルブが、与え
られる。
【００７９】
　図１ないし図４は、本発明によるもう１つの実施形態を示す。図１ないし図４を参照し
て、ハウジング１１、該ハウジング１１上にマウントされたソケット１２、照明装置１３
、および複数の熱転送要素１４を含む照明アセンブリーが、示される。照明装置１３は、
ＬＥＤ光バルブであり、かつ、それは、複数のＬＥＤ１５、ケーシング１６、およびねじ
端１７を、含む。ねじ端１７は、コンタクト１８を含む。電源コード１９は、該照明装置
１３に対し、電力を与える。熱転送要素１４は、リーフばねの形態をしている。図４に示
されるように、熱転送要素１４のおのおのは、十分に高い温度にまで加熱されたとき、該
ハウジング１１と接触する、変形可能な熱カップリング２０を含む。
【００８０】
　図５は、本発明によるもう１つの実施形態を、描く。この実施形態は、図１ないし図４
に示された実施形態に、この実施形態においては、熱転送要素１４の代わりに、照明装置
２２（それは、ＬＥＤ光バルブである）とハウジング２３との間に位置して複数の金属ヘ
ア２１が設けられている点を除いて、類似している。
【００８１】
　図６は、本発明によるもう１つの実施形態を、描く。この実施形態は、図１ないし図４
に示された実施形態に、この実施形態においては、熱転送要素１４の代わりに、照明装置
２５（それは、ＬＥＤ光バルブである）とハウジング２６との間に位置して高度に熱伝導
性のシリコーン材料２４の領域が設けられている点を除いて、類似している。
【００８２】
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　図７及び図８は、本発明によるもう１つの実施形態を、描く。この実施形態は、図１な
いし図４に示された実施形態に、この実施形態においては、熱転送要素１４の代わりに、
照明装置２８（それは、ＬＥＤ光バルブである）とハウジング２９との間に位置して複数
の熱ばね２７が設けられている点を除いて、類似している。熱ばね２７は、出荷、および
搭載の際に引き込まれていて（図８参照）、動作の間にそれらがハウジング２９と接触す
るよう伸張する（図７参照）。
【００８３】
　図９は、本発明によるもう１つの実施形態を、描く。図９を参照して、ＬＥＤ光バルブ
であって、かつ、複数のＬＥＤ（図示せず）、ケーシング３１、ねじ端３２、および複数
の熱転送要素３３を含む照明装置が、示される。熱転送要素３３は、ばねよりなり、これ
らは、引きばね３４（すなわち、保持ばね等）により引き込まれた状態に保持されて、引
き込まれた位置にあるのが示されており、該引きばねは、除去され、または開放されたと
き、該ばねをして、その中に該照明装置３０がマウントされているハウジングと接触する
ように伸びていく（ねじ端３２を、該ハウジングを含む取付体上にマウントされたソケッ
ト内にねじ込んでいくことにより）ことを許すものである。
【００８４】
　図１０は、膠ビーズ３６により引き込まれた位置に保持されているばねの形態の複数の
熱転送要素３５が、それに対して取り付けられている照明装置３８の一部を描く。動作の
間に、該照明装置からの熱は、膠ビーズ３６を破壊して、該ばねがハウジング３７に接触
するよう、伸張するようにする（図１１参照）。
【００８５】
　本発明はまた、上記でも述べたように、方法をも与える。本発明によるいくらかの実施
形態は、（ここで記述されたような）照明装置のソケット係合部を、（ここで述べたよう
な）取付体のソケット内に位置させて、前記熱転送要素の少なくとも第１の部分が、該ケ
ーシング、および該ハウジングの一つと接触するようにし、そののち、該熱転送要素の少
なくとも第２の部分をして、該ケーシングおよび該ハウジングの他方と接触するように移
動せしめる、ことよりなる。本発明によるいくらかの実施形態は、照明装置のソケット係
合部を、（ここで述べたような）取付体のソケット内に位置させること、および、そのの
ち、熱転送要素を、該熱転送要素の少なくとも第１の部分が該ケーシングの少なくとも第
１の部分と接触し、かつ、該熱転送要素の少なくとも第２の部分が該ハウジングと接触す
るように位置させること、よりなる。
【００８６】
　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、これらを一
体化することができる。ここで記述された照明装置の任意の構造的部分は、２つ、または
それ以上の部品（もし、必要であれば、一緒に持つことのできる）にて設けることができ
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で行うことができる。
【００８７】
　さらに、本発明のいくらかの実施形態は、要素の特定の結合を参照して図解されたが、
種々の他の結合をもまた、本発明の教えから離れることなく設けることができる。このよ
うに、本発明は、ここで記述された、および図面に図解された好ましい実施形態に限定し
て解釈されるべきではなく、しかしまた、種々の図解された実施形態の要素の結合をもカ
バーし得る。
【００８８】
　多くの変形例、及び修整は、本開示の利点を与えられて、本発明の精神および範囲から
離れることなく、当業者によりなされることができる。それゆえ、図解された実施形態は
、例としての目的のためにのみに挙げられたものと理解されるべきであり、かつ、以下の
クレームにより定義される本発明を限定するものと解釈されるべきではない。以下のクレ
ームはそれゆえ、文字どおり言われた要素の結合のみでなく、実質的に同じ結果を得るた
めに実質的に同じ方法で実質的に同じ機能を遂行するすべての等価な要素を含むよう、読
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まれるべきである。クレームは、特定的に図解され、上記のように記述されたもの、概念
的に等価なもの、および、本発明の本質的なアイデアを組み入れるものを、含むものと理
解されるべきである。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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