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(57)【要約】
　固体光源(たとえば、発光ダイオード)を利用する一般
的な照明用の様々な発光デバイスを開示する。概して、
これらのデバイスは、抽出素子と組み合わされた散乱素
子を含む。散乱素子は、弾性散乱中心および/または非
弾性散乱中心を含んでよく、光源素子から間隔を置いて
配置される。散乱素子の両側には、非対称的な光学的界
面を有し、発光素子に面する界面と散乱素子と抽出素子
との間の界面とは屈折率が著しく異なる。そのような構
造では、散乱素子からの光が順方向に散乱することが好
ましい。言い換えれば、このシステムでは、光が光源素
子の方へ後方散乱するよりも散乱素子から抽出素子内に
散乱する方が好ましい。抽出素子は、同様に、周囲環境
とのデバイス界面において発光デバイスから出射する光
の反射を軽減するようなサイズおよび形状になされる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作時に第1のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構成された第1の発光
素子、および
　動作時に前記第1のスペクトルパワー分布とは異なる第2のスペクトルパワー分布を有す
る光を生成するように構成された第2の発光素子を含む複数の発光素子と、
　前記第1および第2の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記第1および第2の発光素
子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記第1
および第2の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ、前記第1および第2の発
光素子からの光を含み混合スペクトルパワー分布を有する混合光を生成するように配置さ
れた弾性散乱中心を備える第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成された第2の光学素子であって、前記第1の光学素子
と接触し、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、前記第2の光学
素子が前記混合光の幾分かを前記光学的界面を通して受け取るように配置された第2の光
学素子と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、前記第1の
光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　前記透明な材料は、屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、前記第1の光学素子によって生成され前記出射面に直接当たる前記混合
光の前記出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透
明な表面であり、
　前記発光デバイスは前記出射面を通して混合光を出力する、発光デバイス。
【請求項２】
　動作時に第1および第2の色度とは異なる第3のスペクトルパワー分布を有する光を生成
するように構成された第3の発光素子と、
　動作時に前記第1、第2、および第3の色度とは異なる第4のスペクトルパワー分布を有す
る光を生成するように構成された第4の発光素子とをさらに備え、
　前記弾性散乱中心は、前記第3および第4の発光素子からの光をさらに等方的に散乱させ
、
　前記混合光は、前記第3および第4の発光素子からの散乱光をさらに含む、請求項1に記
載の発光デバイス。
【請求項３】
　前記第1のスペクトルパワー分布によって定められる第1の色度は、前記第2のスペクト
ルパワー分布によって定められる第2の色度とは異なる、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４】
　前記第1の光学素子は、内部に発光素子からの光が放出されるエンクロージャを画定す
るシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま
、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように形作られる、請求項1
に記載の発光デバイス。
【請求項５】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項4に記載の発光デバイ
ス。
【請求項６】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項5に記載の発光デバイス。
【請求項７】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項6に記載の発光デバイス。
【請求項８】
　前記楕円形は三軸である、請求項7に記載の発光デバイス。
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【請求項９】
　前記シェルは、前記発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複数の開口部を
有する、請求項4に記載の発光デバイス。
【請求項１０】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項9に記載の発光デバイス。
【請求項１１】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、請求項1に記載の
発光デバイス。
【請求項１２】
　前記反射面は平面状である、請求項11に記載の発光デバイス。
【請求項１３】
　前記反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項11に記載の発光デバイ
ス。
【請求項１４】
　前記第1の表面は平面状である、請求項11に記載の発光デバイス。
【請求項１５】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項11に記載の発光デ
バイス。
【請求項１６】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項11に記載の発光デバイス。
【請求項１７】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項11に記載の発光デバイス。
【請求項１８】
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備える、請求項
1に記載の発光デバイス。
【請求項１９】
　前記反射面は4つの部分を備える、請求項18に記載の発光デバイス。
【請求項２０】
　前記出射面は、2つの直交する半円筒が交差する外接面に相当する、請求項19に記載の
発光デバイス。
【請求項２１】
　前記反射面は、前記発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるように構成される
、請求項11に記載の発光デバイス。
【請求項２２】
　前記発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前記発光素子と前
記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された第3の素子をさらに備える、請求
項1に記載の発光デバイス。
【請求項２３】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項22に記載の発
光デバイス。
【請求項２４】
　前記混合光の前記部分の一部を前記出射面を通して出力される前に受け取るように配置
され、前記混合光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成された
センサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記第1および第2の発光素子に供給さ
れる電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項1に記載の発光
デバイス。
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【請求項２５】
　前記センサ信号は、前記混合光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項24に記載の発光デ
バイス。
【請求項２６】
　制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって放出
される前記光の変化を低減させるように前記各発光素子に供給される電力の量を制御する
、請求項24に記載の発光デバイス。
【請求項２７】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記各発光素子に供給される電力の
量を制御する、請求項24に記載の発光デバイス。
【請求項２８】
　制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基づい
て前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記発光素子に供
給される電力の量を調整する、請求項24に記載の発光デバイス。
【請求項２９】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記混合光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記混合光の第2の部分を受け取るように配置され、前
記混合光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによって前
記混合光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内するよう
に構成された案内面を有する、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項３０】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを備える、請求項1に記載の発光デバ
イス。
【請求項３１】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項1に記載の発光デバイス
。
【請求項３２】
　n1≒n2である、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項３３】
　n0≒1である、請求項32に記載の発光デバイス。
【請求項３４】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記混合光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項３５】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　kは、k<n2であるように正の実数である、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項３６】
　k/n2<0.8である、請求項35に記載の発光デバイス。
【請求項３７】
　k<1である、請求項35に記載の発光デバイス。
【請求項３８】
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【数１】

が成立する、請求項37に記載の発光デバイス。
【請求項３９】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項35に記載の発光デバイス。
【請求項４０】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項1
に記載の発光デバイス。
【請求項４１】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項40に記載の発光デバイス。
【請求項４２】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４３】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４４】
　前記媒質は気体である、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４５】
　前記気体は空気である、請求項44に記載の発光デバイス。
【請求項４６】
　前記発光デバイスは発光ダイオードを備える、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４７】
　前記第1の光学素子は、屈折率n1を有する前記材料内に分散された前記弾性散乱中心を
備える、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４８】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項４９】
　動作中に第1のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構成された第1の発光
素子、および、動作中に前記第1のスペクトルパワー分布とは異なる第2のスペクトルパワ
ー分布を有する光を生成するように構成された第2の発光素子を含む複数の発光素子と、
　前記第1および第2の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記第1および第2の発光素
子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記第1
の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱される変換光に変換するように配置され
た非弾性散乱中心、ならびに前記第2の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱さ
せ、前記第2の発光素子からの前記散乱させた光、および前記変換光を含む混合光を生成
するように配置された弾性散乱中心を備え、前記混合光が混合スペクトルパワー分布を有
する、第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成され、前記第1の光学素子と接触する第2の光学素子
であって、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、前記第2の光学
素子が前記光学的界面を通して前記混合光の幾分かを受け取るように配置された、第2の
光学素子と
　を備える発光デバイスであって、
　屈折率n0を有する、前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接した媒質を含み、前記第
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1の光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる、前記第1の光学素子によって生成された前記
混合光の前記出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られ
た透明な表面であり、
　前記発光デバイスは、前記出射面を通して前記混合光の所定の部分を出力する、発光デ
バイス。
【請求項５０】
　前記第1の光学素子は、内部に発光素子からの光が放出されるエンクロージャを画定す
るシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの光の少なくとも幾分かがそのまま
前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように形作られる、請求項49
に記載の発光デバイス。
【請求項５１】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹形状になっている、請求項50に記載の発光
デバイス。
【請求項５２】
　前記シェルは楕円形になっている、請求項51に記載の発光デバイス。
【請求項５３】
　前記楕円形は扁長または扁円である、請求項52に記載の発光デバイス。
【請求項５４】
　前記楕円形は三軸である、請求項53に記載の発光デバイス。
【請求項５５】
　前記シェルは前記発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複数の開口部を有
する、請求項50に記載の発光デバイス。
【請求項５６】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項55に記載の発光デバイス。
【請求項５７】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面とは一緒に、内部に
前記発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、請求項49に記載
の発光デバイス。
【請求項５８】
　前記反射面は平面状である、請求項57に記載の発光デバイス。
【請求項５９】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状である、請求項57に記載の発光デバ
イス。
【請求項６０】
　前記第1の表面は平面状である、請求項57に記載の発光デバイス。
【請求項６１】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状である、請求項57に記載の発光デバ
イス。
【請求項６２】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項57に記載の発光デバイス。
【請求項６３】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項57に記載の発光デバイス。
【請求項６４】
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備える、請求項
49に記載の発光デバイス。
【請求項６５】



(7) JP 2015-506091 A 2015.2.26

10

20

30

40

50

　前記反射面は4つの部分を備える、請求項64に記載の発光デバイス。
【請求項６６】
　前記出射面は、直交する2つの半円筒の交差部の外接面に相当する、請求項65に記載の
発光デバイス。
【請求項６７】
　前記反射面は、前記発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるように構成される
、請求項57に記載の発光デバイス。
【請求項６８】
　前記発光素子と前記第1の表面との間に位置し、前記発光素子から光を受け取って前記
第1の表面に光を送る、透明な材料から形成された第3の素子をさらに備える、請求項49に
記載の発光デバイス。
【請求項６９】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離されている、請求項68に記載
の発光デバイス。
【請求項７０】
　前記混合光の前記部分の一部を、前記出射面を通して出力される前に受け取るように配
置されたセンサであって、前記混合光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成す
るように構成されたセンサと、
　前記センサと通信する制御回路であって、前記センサ信号に応答して前記発光素子に供
給される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項49に記載の
発光デバイス。
【請求項７１】
　前記センサ信号は、前記混合光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項70に記載の発光デ
バイス。
【請求項７２】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって
放出される前記光の変化を低減させるように前記各発光素子に供給される電力の量を制御
する、請求項70に記載の発光デバイス。
【請求項７３】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記発光素子に供給される電力の量
を制御する、請求項70に記載の発光デバイス。
【請求項７４】
　制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基づい
て前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記発光素子に供
給される電力の量を調整する、請求項70に記載の発光デバイス。
【請求項７５】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記混合光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記混合光の第2の部分を受け取るように配置され、か
つ前記混合光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによっ
て前記混合光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内する
ように構成された案内面を有する、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項７６】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面及び第2の出射面の間に配置された段とを備える、請求項49に記載の発光デバ
イス。
【請求項７７】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項49に記載の発光デバイ
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ス。
【請求項７８】
　n1≒n2である、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項７９】
　n0≒n1である、請求項78に記載の発光デバイス。
【請求項８０】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記混合光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項８１】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　値kは、k<n2であるように正の実数である、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項８２】
　k/n2<0.8である、請求項81に記載の発光デバイス。
【請求項８３】
　k<1である、請求項81に記載の発光デバイス。
【請求項８４】
【数２】

が成立する、請求項83に記載の発光デバイス。
【請求項８５】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項81に記載の発光デバイス。
【請求項８６】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項49
に記載の発光デバイス。
【請求項８７】
　1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置する
、請求項86に記載の発光デバイス。
【請求項８８】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項８９】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項９０】
　前記媒質は気体である、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項９１】
　前記気体は空気である、請求項90に記載の発光デバイス。
【請求項９２】
　前記発光素子は発光ダイオードを備える、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項９３】
　前記第1の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含む、請求項4
9に記載の発光デバイス。
【請求項９４】
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　前記変換光は黄色光である、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項９５】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項９６】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項95に記載の発光デバイス。
【請求項９７】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項96に記載の発光デバイス。
【請求項９８】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項49に記載の発光デバイス。
【請求項９９】
　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項49に記載の発光デバイス
。
【請求項１００】
　動作時に光を放出するように構成された1つまたは複数の発光素子と、
　前記1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記1つまたは複数の発光
素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記1
つまたは複数の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するよう
に配置された散乱中心を備える第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成された第2の光学素子であって、前記第1の光学素子
と接触し、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子
が前記散乱光の幾分かを前記光学的界面を通して受け取るように配置された、第2の光学
素子とを備え、
　前記散乱光の前記部分の一部を前記出射面を通して出力される前に受け取るように配置
され、前記散乱光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成された
センサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記1つまたは複数の発光素子に印加
される電力を制御するように構成された制御回路と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、前記第1の
光学素子は、第1の屈折率n1を有する材料を含み、ただしn0<n1であり、
　透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上での入射角が全内部
反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透明な表面であり、
　発光デバイスは前記出射面を通して散乱光を出力する、発光デバイス。
【請求項１０１】
　前記センサによって受け取られる前記散乱光の前記部分の前記一部は前記第2の光学素
子の前記出射面の所で反射される光に相当する、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１０２】
　前記センサは、前記第2の光学素子の前記出射面の所で反射され前記センサによって受
け取られる前記光が前記光学的界面の大部分から得られるように配置される、請求項101
に記載の発光デバイス。
【請求項１０３】
　前記第1の光学素子は、内部に前記1つまたは複数の発光素子からの光が放出されるエン
クロージャを画定するシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾
分かの光がそのまま、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように
形作られる、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１０４】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項103に記載の発光デバ
イス。
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【請求項１０５】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項104に記載の発光デバイス。
【請求項１０６】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項105に記載の発光デバイス。
【請求項１０７】
　前記楕円形は三軸である、請求項106に記載の発光デバイス。
【請求項１０８】
　前記シェルは前記発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複数の開口部を有
する、請求項103に記載の発光デバイス。
【請求項１０９】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項108に記載の発光デバイス。
【請求項１１０】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記1つまたは複数の発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、
請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１１１】
　前記反射面は平面状である、請求項110に記載の発光デバイス。
【請求項１１２】
　前記第1の反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項110に記載の発光
デバイス。
【請求項１１３】
　前記第1の表面は平面状である、請求項110に記載の発光デバイス。
【請求項１１４】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項110に記載の発光デ
バイス。
【請求項１１５】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項110に記載の発光デバイス。
【請求項１１６】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項110に記載の発光デバイス。
【請求項１１７】
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備える、請求項
100に記載の発光デバイス。
【請求項１１８】
　前記出射面は4つの部分を備える、請求項117に記載の発光デバイス。
【請求項１１９】
　前記出射面は、2つの直交する半円筒が交差する外接面に相当する、請求項118に記載の
発光デバイス。
【請求項１２０】
　前記反射面は、前記1つまたは複数の発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるよ
うに構成される、請求項110に記載の発光デバイス。
【請求項１２１】
　前記1つまたは複数の発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前
記1つまたは複数の発光素子と前記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された
第3の素子をさらに備える、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１２２】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項121に記載の
発光デバイス。
【請求項１２３】
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　前記センサ信号は、前記散乱光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項100に記載の発光デ
バイス。
【請求項１２４】
　制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって放出
される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給される電力
を制御する、請求項123に記載の発光デバイス。
【請求項１２５】
　制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイスによ
って放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給さ
れる電力を制御する、請求項123に記載の発光デバイス。
【請求項１２６】
　制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基づい
て前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記1つまたは複
数の発光素子に供給される電力を調整する、請求項123に記載の発光デバイス。
【請求項１２７】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記散乱光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記散乱光の第2の部分を受け取るように配置され、前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによって前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内するよう
に構成された案内面を有する、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１２８】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを備える、請求項100に記載の発光デ
バイス。
【請求項１２９】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項100に記載の発光デバイ
ス。
【請求項１３０】
　n1≒n2である、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１３１】
　n0≒n1である、請求項130に記載の発光デバイス。
【請求項１３２】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１３３】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　kは、k<n2であるように正の実数である、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１３４】
　k/n2<0.8である、請求項133に記載の発光デバイス。
【請求項１３５】
　k<1である、請求項133に記載の発光デバイス。
【請求項１３６】
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【数３】

が成立する、請求項135に記載の発光デバイス。
【請求項１３７】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項133に記載の発光デバイス。
【請求項１３８】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項10
0に記載の発光デバイス。
【請求項１３９】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項138に記載の発光デバイス。
【請求項１４０】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１４１】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１４２】
　前記媒質は気体である、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１４３】
　前記気体は空気である、請求項142に記載の発光デバイス。
【請求項１４４】
　前記1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを備える、請求項100に記載の発光デバ
イス。
【請求項１４５】
　前記1つまたは複数の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含
む、請求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１４６】
　前記散乱中心は、前記1つまたは複数の発光素子から受け取られた少なくとも幾分かの
光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成された非弾性散乱中心を含む、請
求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１４７】
　前記変換光は黄色光である、請求項146に記載の発光デバイス。
【請求項１４８】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項146に記載の発光デバイス。
【請求項１４９】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項148に記載の発光デバイス。
【請求項１５０】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項149に記載の発光デバイス。
【請求項１５１】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項100に記載の発光デバイス
。
【請求項１５２】
　複数の発光素子を備え、前記複数の発光素子はそれぞれに異なる色の光を放出する、請
求項100に記載の発光デバイス。
【請求項１５３】
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　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項100に記載の発光デバイ
ス。
【請求項１５４】
　動作時に光を放出するように構成された1つまたは複数の発光素子と、
　前記1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記1つまたは複数の発光
素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記1
つまたは複数の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するよう
に配置された散乱中心を備える第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成された第2の光学素子であって、前記第1の光学素子
と接触し、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子
が前記散乱光の幾分かを前記光学的界面を通して受け取るように配置された、第2の光学
素子と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、前記第1の
光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　前記透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上での入射角が全内部
反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透明な表面であり、
　前記第2の光学素子の出射面の形状と前記光学的界面の非球状で非平面状の形状との組
合せは、散乱光を前記出射面を通して出力するように構成され、前記組合せは前記出力光
の強度分布を制御するように構成される、発光デバイス。
【請求項１５５】
　前記強度分布は二次光学系の入力要件に整合するように形作られる、請求項154に記載
の発光デバイス。
【請求項１５６】
　前記組合せは前記強度分布のピーク強度の方向を調節するように構成される、請求項15
4に記載の発光デバイス。
【請求項１５７】
　前記第1の光学素子は3つの異なる直交寸法を有する、請求項154に記載の発光デバイス
。
【請求項１５８】
　前記第1の光学素子は2つの等しい直交寸法を有する、請求項154に記載の発光デバイス
。
【請求項１５９】
　前記第1の光学素子は3つの等しい直交寸法を有する、請求項154に記載の発光デバイス
。
【請求項１６０】
　前記第1の光学素子は、内部に前記1つまたは複数の発光素子からの光が放出されるエン
クロージャを画定するシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾
分かの光がそのまま、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように
形作られる、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１６１】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項160に記載の発光デバ
イス。
【請求項１６２】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項161に記載の発光デバイス。
【請求項１６３】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項162に記載の発光デバイス。
【請求項１６４】
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　前記楕円形は三軸である、請求項163に記載の発光デバイス。
【請求項１６５】
　前記シェルは前記1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複
数の開口部を有する、請求項160に記載の発光デバイス。
【請求項１６６】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項165に記載の発光デバイス。
【請求項１６７】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記1つまたは複数の発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、
請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１６８】
　前記反射面は平面状である、請求項167に記載の発光デバイス。
【請求項１６９】
　前記反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項167に記載の発光デバ
イス。
【請求項１７０】
　前記第1の表面は平面状である、請求項167に記載の発光デバイス。
【請求項１７１】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項167に記載の発光デ
バイス。
【請求項１７２】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項167に記載の発光デバイス。
【請求項１７３】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項167に記載の発光デバイス。
【請求項１７４】
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備える、請求項
154に記載の発光デバイス。
【請求項１７５】
　前記反射面は4つの部分を備える、請求項174に記載の発光デバイス。
【請求項１７６】
　前記出射面は、2つの直交する半円筒が交差する外接面に相当する、請求項175に記載の
発光デバイス。
【請求項１７７】
　前記反射面は、前記1つまたは複数の発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるよ
うに構成される、請求項167に記載の発光デバイス。
【請求項１７８】
　前記1つまたは複数の発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前
記1つまたは複数の発光素子と前記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された
第3の素子をさらに備える、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１７９】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項178に記載の
発光デバイス。
【請求項１８０】
　前記散乱光の前記部分の一部を前記出射面を通して出力される前に受け取るように配置
され、前記散乱光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成された
センサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記1つまたは複数の発光素子に供給
される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項154に記載の
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【請求項１８１】
　前記センサ信号は、前記散乱光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項180に記載の発光デ
バイス。
【請求項１８２】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって
放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給される
電力を制御する、請求項180に記載の発光デバイス。
【請求項１８３】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供
給される電力を制御する、請求項180に記載の発光デバイス。
【請求項１８４】
　前記制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基
づいて前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記1つまた
は複数の発光素子に供給される電力を調整する、請求項180に記載の発光デバイス。
【請求項１８５】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記散乱光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記散乱光の第2の部分を受け取るように配置され、前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによって前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内するよう
に構成された案内面を有する、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１８６】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを備える、請求項154に記載の発光デ
バイス。
【請求項１８７】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項154に記載の発光デバイ
ス。
【請求項１８８】
　n1≒n2である、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１８９】
　n0≒n1である、請求項188に記載の発光デバイス。
【請求項１９０】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１９１】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　値kは、k<n2であるように正の実数である、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１９２】
　k/n2<0.8である、請求項191に記載の発光デバイス。
【請求項１９３】
　k<1である、請求項191に記載の発光デバイス。
【請求項１９４】
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【数４】

が成立する、請求項193に記載の発光デバイス。
【請求項１９５】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項191に記載の発光デバイス。
【請求項１９６】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項15
4に記載の発光デバイス。
【請求項１９７】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項196に記載の発光デバイス。
【請求項１９８】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項１９９】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項２００】
　前記媒質は気体である、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項２０１】
　前記気体は空気である、請求項200に記載の発光デバイス。
【請求項２０２】
　前記1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを備える、請求項154に記載の発光デバ
イス。
【請求項２０３】
　前記1つまたは複数の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含
む、請求項154に記載の発光デバイス。
【請求項２０４】
　前記散乱中心は、前記1つまたは複数の発光素子から受け取られた少なくとも幾分かの
光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成された非弾性散乱中心を含む、請
求項154に記載の発光デバイス。
【請求項２０５】
　前記変換光は黄色光である、請求項204に記載の発光デバイス。
【請求項２０６】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項204に記載の発光デバイス。
【請求項２０７】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項206に記載の発光デバイス。
【請求項２０８】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項207に記載の発光デバイス。
【請求項２０９】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項154に記載の発光デバイス
。
【請求項２１０】
　複数の発光素子を備え、前記複数の発光素子は異なる色の光を放出する、請求項154に
記載の発光デバイス。
【請求項２１１】
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　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項154に記載の発光デバイ
ス。
【請求項２１２】
　動作時に光を放出するように構成された1つまたは複数の発光素子と、
　前記1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記1つまたは複数の発光
素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記1
つまたは複数の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するよう
に配置された散乱中心を備える第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成された第2の光学素子であって、前記第1の光学素子
と接触し、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子
が前記散乱光の幾分かを前記光学的界面を通して受け取るように配置された、第2の光学
素子と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、前記第1の
光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備え、前記出射
面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さく
なるように形作られた透明な表面であり、
　前記第2の光学素子の出射面の形状と前記光学的界面の形状との組合せは、散乱光を前
記出射面を通して出力するように構成され、前記組合せは前記出力光の強度分布を制御す
るように構成される、発光デバイス。
【請求項２１３】
　前記強度分布は二次光学系の入力要件に整合するように形作られる、請求項212に記載
の発光デバイス。
【請求項２１４】
　前記組合せは前記強度分布のピーク強度の方向を調節するように構成される、請求項21
2に記載の発光デバイス。
【請求項２１５】
　前記第1の光学素子は3つの異なる直交寸法を有する、請求項212に記載の発光デバイス
。
【請求項２１６】
　前記第1の光学素子は2つの等しい直交寸法を有する、請求項212に記載の発光デバイス
。
【請求項２１７】
　前記第1の光学素子は3つの等しい直交寸法を有する、請求項212に記載の発光デバイス
。
【請求項２１８】
　前記第1の光学素子は、内部に前記1つまたは複数の発光素子からの光が放出されるエン
クロージャを画定するシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾
分かの光が直接、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように形作
られる、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２１９】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項218に記載の発光デバ
イス。
【請求項２２０】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項219に記載の発光デバイス。
【請求項２２１】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項220に記載の発光デバイス。
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【請求項２２２】
　前記楕円形は三軸である、請求項221に記載の発光デバイス。
【請求項２２３】
　前記シェルは前記1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複
数の開口部を有する、請求項218に記載の発光デバイス。
【請求項２２４】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項223に記載の発光デバイス。
【請求項２２５】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記1つまたは複数の発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、
請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２２６】
　前記反射面は平面状である、請求項225に記載の発光デバイス。
【請求項２２７】
　前記反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項225に記載の発光デバ
イス。
【請求項２２８】
　前記第1の表面は平面状である、請求項225に記載の発光デバイス。
【請求項２２９】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項225に記載の発光デ
バイス。
【請求項２３０】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項225に記載の発光デバイス。
【請求項２３１】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項225に記載の発光デバイス。
【請求項２３２】
　前記反射面は4つの部分を備える、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２３３】
　前記出射面は、2つの直交する半円筒が交差する外接面に相当する、請求項232に記載の
発光デバイス。
【請求項２３４】
　前記反射面は、前記1つまたは複数の発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるよ
うに構成される、請求項225に記載の発光デバイス。
【請求項２３５】
　前記1つまたは複数の発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前
記1つまたは複数の発光素子と前記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された
第3の素子をさらに備える、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２３６】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項235に記載の
発光デバイス。
【請求項２３７】
　前記散乱光の前記部分の一部を前記出射面を通して出力される前に受け取るように配置
され、前記散乱光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成された
センサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記1つまたは複数の発光素子に供給
される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項212に記載の
発光デバイス。
【請求項２３８】
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　前記センサ信号は、前記散乱光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項237に記載の発光デ
バイス。
【請求項２３９】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって
放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給される
電力を制御する、請求項237に記載の発光デバイス。
【請求項２４０】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供
給される電力を制御する、請求項237に記載の発光デバイス。
【請求項２４１】
　前記制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基
づいて前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記1つまた
は複数の発光素子に供給される電力を調整する、請求項237に記載の発光デバイス。
【請求項２４２】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記散乱光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記散乱光の第2の部分を受け取るように配置され、前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによって前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内するよう
に構成された案内面を有する、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２４３】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを備える、請求項212に記載の発光デ
バイス。
【請求項２４４】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項212に記載の発光デバイ
ス。
【請求項２４５】
　n1≒n2である、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２４６】
　n0≒n1である、請求項245に記載の発光デバイス。
【請求項２４７】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２４８】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
　値kは、k<n2であるように正の実数である、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２４９】
　k/n2<0.8である、請求項248に記載の発光デバイス。
【請求項２５０】
　k<1である、請求項248に記載の発光デバイス。
【請求項２５１】
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【数５】

が成立する、請求項250に記載の発光デバイス。
【請求項２５２】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項248に記載の発光デバイス。
【請求項２５３】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項21
2に記載の発光デバイス。
【請求項２５４】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項253に記載の発光デバイス。
【請求項２５５】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２５６】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２５７】
　前記媒質は気体である、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２５８】
　前記気体は空気である、請求項257に記載の発光デバイス。
【請求項２５９】
　前記1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを備える、請求項212に記載の発光デバ
イス。
【請求項２６０】
　前記1つまたは複数の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含
む、請求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２６１】
　前記散乱中心は、前記1つまたは複数の発光素子から受け取られた少なくとも幾分かの
光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成された非弾性散乱中心を含む、請
求項212に記載の発光デバイス。
【請求項２６２】
　前記変換光は黄色光である、請求項261に記載の発光デバイス。
【請求項２６３】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項261に記載の発光デバイス。
【請求項２６４】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項263に記載の発光デバイス。
【請求項２６５】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項264に記載の発光デバイス。
【請求項２６６】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項212に記載の発光デバイス
。
【請求項２６７】
　複数の発光素子を備え、前記複数の発光素子は異なる色の光を放出する、請求項212に
記載の発光デバイス。
【請求項２６８】
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　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項212に記載の発光デバイ
ス。
【請求項２６９】
　動作時に光を放出するように構成された1つまたは複数の発光素子と、
　前記1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記1つまたは複数の発光
素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記1
つまたは複数の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するよう
に配置された散乱中心を備える第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成された第2の光学素子であって、前記第1の光学素子
と接触し、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子
が前記散乱光の幾分かを前記光学的界面を通して受け取るように配置された、第2の光学
素子と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、前記第1の
光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　前記透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上での入射角がブリュ
ースター角よりも小さくなるように形作られた透明な表面であり、
　前記発光デバイスは前記散乱光の一部を前記出射面を通して出力する、発光デバイス。
【請求項２７０】
　前記強度分布は二次光学系の入力要件に整合するように形作られる、請求項269に記載
の発光デバイス。
【請求項２７１】
　前記組合せは前記強度分布のピーク強度の方向を調節するように構成される、請求項26
9に記載の発光デバイス。
【請求項２７２】
　前記第1の光学素子は3つの異なる直交寸法を有する、請求項269に記載の発光デバイス
。
【請求項２７３】
　前記第1の光学素子は2つの等しい直交寸法を有する、請求項269に記載の発光デバイス
。
【請求項２７４】
　前記第1の光学素子は3つの等しい直交寸法を有する、請求項269に記載の発光デバイス
。
【請求項２７５】
　前記第1の光学素子は、内部に前記1つまたは複数の発光素子からの光が放出されるエン
クロージャを画定するシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾
分かの光がそのまま、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように
形作られる、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項２７６】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項275に記載の発光デバ
イス。
【請求項２７７】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項276に記載の発光デバイス。
【請求項２７８】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項277に記載の発光デバイス。
【請求項２７９】
　前記楕円形は三軸である、請求項278に記載の発光デバイス。
【請求項２８０】
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　前記シェルは前記1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複
数の開口部を有する、請求項275に記載の発光デバイス。
【請求項２８１】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項280に記載の発光デバイス。
【請求項２８２】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記1つまたは複数の発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、
請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項２８３】
　前記反射面は平面状である、請求項282に記載の発光デバイス。
【請求項２８４】
　前記反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項282に記載の発光デバ
イス。
【請求項２８５】
　前記第1の表面は平面状である、請求項282に記載の発光デバイス。
【請求項２８６】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項282に記載の発光デ
バイス。
【請求項２８７】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項282に記載の発光デバイス。
【請求項２８８】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項282に記載の発光デバイス。
【請求項２８９】
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備える、請求項
269に記載の発光デバイス。
【請求項２９０】
　前記反射面は4つの部分を備える、請求項289に記載の発光デバイス。
【請求項２９１】
　前記出射面は、2つの直交する半円筒が交差する外接面に相当する、請求項290に記載の
発光デバイス。
【請求項２９２】
　前記反射面は、前記1つまたは複数の発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるよ
うに構成される、請求項282に記載の発光デバイス。
【請求項２９３】
　前記1つまたは複数の発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前
記1つまたは複数の発光素子と前記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された
第3の素子をさらに備える、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項２９４】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項293に記載の
発光デバイス。
【請求項２９５】
　前記散乱光の前記部分の一部を前記出射面を通して出力される前に受け取るように配置
され、前記散乱光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成された
センサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記1つまたは複数の発光素子に供給
される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項269に記載の
発光デバイス。
【請求項２９６】
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　前記センサ信号は、前記散乱光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項295に記載の発光デ
バイス。
【請求項２９７】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって
放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給される
電力を制御する、請求項295に記載の発光デバイス。
【請求項２９８】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供
給される電力を制御する、請求項295に記載の発光デバイス。
【請求項２９９】
　前記制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基
づいて前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記1つまた
は複数の発光素子に供給される電力を調整する、請求項295に記載の発光デバイス。
【請求項３００】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記散乱光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記散乱光の第2の部分を受け取るように配置され、前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによって前
記散乱光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内するよう
に構成された案内面を有する、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３０１】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを備える、請求項269に記載の発光デ
バイス。
【請求項３０２】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項269に記載の発光デバイ
ス。
【請求項３０３】
　n1≒n2である、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３０４】
　n0≒1である、請求項303に記載の発光デバイス。
【請求項３０５】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項26
9に記載の発光デバイス。
【請求項３０６】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項305に記載の発光デバイス。
【請求項３０７】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３０８】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３０９】
　前記媒質は気体である、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３１０】
　前記気体は空気である、請求項309に記載の発光デバイス。
【請求項３１１】
　前記1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを備える、請求項269に記載の発光デバ
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イス。
【請求項３１２】
　前記1つまたは複数の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含
む、請求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３１３】
　前記散乱中心は、前記1つまたは複数の発光素子から受け取られた少なくとも幾分かの
光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成された非弾性散乱中心を含む、請
求項269に記載の発光デバイス。
【請求項３１４】
　前記変換光は黄色光である、請求項313に記載の発光デバイス。
【請求項３１５】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項313に記載の発光デバイス。
【請求項３１６】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項315に記載の発光デバイス。
【請求項３１７】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項316に記載の発光デバイス。
【請求項３１８】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項269に記載の発光デバイス
。
【請求項３１９】
　複数の発光素子を備え、前記複数の発光素子は異なる色の光を放出する、請求項269に
記載の発光デバイス。
【請求項３２０】
　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項269に記載の発光デバイ
ス。
【請求項３２１】
　動作時に光を放出するように構成された1つまたは複数の発光素子と、
　前記1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記1つまたは複数の発光
素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記1
つまたは複数の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するよう
に配置された散乱中心を備える第1の光学素子と、
　透明な材料から形成され前記第1の光学素子と接触する第2の光学素子であって、前記第
1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり、前記光学的界面
が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子が第1の光学機器お
よび光導波路を備える、第2の光学素子と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学機器は、出射面を有し、かつ前記光学的界面からの前記散乱光の第1の部
分を受け取るように配置され、前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記
出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透明な表面
であり、
　前記光導波路は、前記光学的界面からの前記散乱光の第2の部分を受け取るように配置
され、前記散乱光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射することによ
って前記散乱光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内す
るように構成された案内面を有し、
　発光デバイスは、前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を
含み、前記第1の光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　前記透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である、発光デバイス。
【請求項３２２】
　前記案内面上に配設され、前記散乱光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分
かを反射するように構成された反射性コーティングをさらに備える、請求項321に記載の
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発光デバイス。
【請求項３２３】
　光導波路は、前記受け取られた第2の光の少なくとも幾分かを全内部反射によって反射
するように構成される、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３２４】
　前記光導波路は、所定量の光を前記案内面を通して前記1つまたは複数の発光素子から
所定の距離において放出するように構成される、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３２５】
　前記案内面は、前記所定量の光を抽出するように構成された表面テクスチャを有する、
請求項324の記載の発光デバイス。
【請求項３２６】
　前記光導波路は、前記所定量の光が前記案内面を通して前記1つまたは複数の発光素子
から前記所定の距離において放出されるように光を散乱させるように構成された中心を備
える、請求項324に記載の発光デバイス。
【請求項３２７】
　前記光導波路は、前記散乱光の前記受け取られた少なくとも幾分かの第2の部分の少な
くとも一部を出力するように構成された遠位面を有する、請求項321に記載の発光デバイ
ス。
【請求項３２８】
　前記第1の光学素子は、内部に前記1つまたは複数の発光素子からの光が放出されるエン
クロージャを画定するシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾
分かの光がそのまま、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように
形作られる、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３２９】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項328に記載の発光デバ
イス。
【請求項３３０】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項329に記載の発光デバイス。
【請求項３３１】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項330に記載の発光デバイス。
【請求項３３２】
　前記楕円形は三軸である、請求項331に記載の発光デバイス。
【請求項３３３】
　前記シェルは前記1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複
数の開口部を有する、請求項328に記載の発光デバイス。
【請求項３３４】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項333に記載の発光デバイス。
【請求項３３５】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記1つまたは複数の発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、
請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３３６】
　前記反射面は平面状である、請求項335に記載の発光デバイス。
【請求項３３７】
　前記反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項335に記載の発光デバ
イス。
【請求項３３８】
　前記第1の表面は平面状である、請求項335に記載の発光デバイス。
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【請求項３３９】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項335に記載の発光デ
バイス。
【請求項３４０】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項335に記載の発光デバイス。
【請求項３４１】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項335に記載の発光デバイス。
【請求項３４２】
　前記出射面は、各部分が縁部の所で別の部分に接合された複数の部分を備える、請求項
321に記載の発光デバイス。
【請求項３４３】
　前記反射面は4つの部分を備える、請求項342に記載の発光デバイス。
【請求項３４４】
　前記出射面は、2つの直交する半円筒が交差する外接面に相当する、請求項343に記載の
発光デバイス。
【請求項３４５】
　前記反射面は、前記1つまたは複数の発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるよ
うに構成される、請求項335に記載の発光デバイス。
【請求項３４６】
　前記1つまたは複数の発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前
記1つまたは複数の発光素子と前記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された
第3の素子をさらに備える、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３４７】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項346に記載の
発光デバイス。
【請求項３４８】
　前記散乱光の前記部分の一部を前記発光デバイスから出力される前に受け取るように配
置され、前記散乱光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成され
たセンサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記1つまたは複数の発光素子に供給
される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項321に記載の
発光デバイス。
【請求項３４９】
　前記センサ信号は、前記散乱光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項348に記載の発光デ
バイス。
【請求項３５０】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって
放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給される
電力を制御する、請求項348に記載の発光デバイス。
【請求項３５１】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供
給される電力を制御する、請求項348に記載の発光デバイス。
【請求項３５２】
　前記制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基
づいて前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記1つまた
は複数の発光素子に供給される電力を調整する、請求項348に記載の発光デバイス。
【請求項３５３】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項321に記載の発光デバイ
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ス。
【請求項３５４】
　n1≒n2である、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３５５】
　n0≒1である、請求項354に記載の発光デバイス。
【請求項３５６】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３５７】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　値kは、k<n2であるように正の実数である、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３５８】
　k/n2<0.8である、請求項357に記載の発光デバイス。
【請求項３５９】
　k<1である、請求項357に記載の発光デバイス。
【請求項３６０】
【数６】

が成立する、請求項359に記載の発光デバイス。
【請求項３６１】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項357に記載の発光デバイス。
【請求項３６２】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項32
1に記載の発光デバイス。
【請求項３６３】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項362に記載の発光デバイス。
【請求項３６４】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３６５】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３６６】
　前記媒質は気体である、請求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３６７】
　前記気体は空気である、請求項366に記載の発光デバイス。
【請求項３６８】
　前記1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを備える、請求項321に記載の発光デバ
イス。
【請求項３６９】
　前記1つまたは複数の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含
む、請求項321に記載の発光デバイス。
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【請求項３７０】
　前記散乱中心は、前記1つまたは複数の発光素子から受け取られた少なくとも幾分かの
光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成された非弾性散乱中心を含む、請
求項321に記載の発光デバイス。
【請求項３７１】
　前記変換光は黄色光である、請求項370に記載の発光デバイス。
【請求項３７２】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項370に記載の発光デバイス。
【請求項３７３】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項372に記載の発光デバイス。
【請求項３７４】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項373に記載の発光デバイス。
【請求項３７５】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項321に記載の発光デバイス
。
【請求項３７６】
　複数の発光素子を備え、前記複数の発光素子は異なる色の光を放出する、請求項321に
記載の発光デバイス。
【請求項３７７】
　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項321に記載の発光デバイ
ス。
【請求項３７８】
　動作時に光を放出するように構成された1つまたは複数の発光素子と、
　前記1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記1つまたは複数の発光
素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記1
つまたは複数の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するよう
に配置された散乱中心を備える第1の光学素子と、
　透明な材料から形成された第2の光学素子であって、前記第1の光学素子と接触し、前記
第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり、第2の光学素
子が、前記散乱光の幾分かを前記光学的界面を通して受け取るように配置され、第1の出
射面および第2の出射面を備え、前記第1および第2の出射面が、少なくとも部分的に透明
であり、前記出射面に直接当たる前記散乱光の少なくとも幾分かの前記第1および第2の出
射面での入射角が、全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られ、第2の光学素
子が前記第1の出射面と前記第2の出射面との間に段をさらに備える、第2の光学素子と
　を備える発光デバイスであって、
　前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、前記第1の
光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　前記透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記発光デバイスは前記第1および第2の出射面を通して光を出力する、発光デバイス。
【請求項３７９】
　前記第1の出射面は前記1つまたは複数の発光素子の少なくとも1つの光軸と交差し、前
記段は、前記第1の出射面が第2の出射面に対してくぼむように配置される、請求項378に
記載の発光デバイス。
【請求項３８０】
　前記第1の出射面は前記1つまたは複数の発光素子の少なくとも1つの光軸と交差し、前
記段は、前記第2の出射面が前記第1の出射面に対してくぼむように配置される、請求項37
8に記載の発光デバイス。
【請求項３８１】
　前記段は反射面を備える、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項３８２】
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　前記段は透明な表面を備える、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項３８３】
　前記第1および第2の出射面の少なくとも一方は半透明である、請求項378に記載の発光
デバイス。
【請求項３８４】
　前記第1の光学素子は、内部に前記1つまたは複数の発光素子からの光が放出されるエン
クロージャを画定するシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの少なくとも幾
分かの光がそのまま、前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように
形作られる、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項３８５】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹状を有する、請求項384に記載の発光デバ
イス。
【請求項３８６】
　前記シェルは楕円形を有する、請求項385に記載の発光デバイス。
【請求項３８７】
　前記楕円形は扁長または扁平である、請求項386に記載の発光デバイス。
【請求項３８８】
　前記楕円形は三軸である、請求項387に記載の発光デバイス。
【請求項３８９】
　前記シェルは前記1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複
数の開口部を有する、請求項384に記載の発光デバイス。
【請求項３９０】
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項389に記載の発光デバイス。
【請求項３９１】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面は一緒に、内部に前
記1つまたは複数の発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、
請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項３９２】
　前記反射面は平面状である、請求項391に記載の発光デバイス。
【請求項３９３】
　前記反射面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項391に記載の発光デバ
イス。
【請求項３９４】
　前記第1の表面は平面状である、請求項391に記載の発光デバイス。
【請求項３９５】
　前記第1の表面は前記エンクロージャに対して凸状を有する、請求項391に記載の発光デ
バイス。
【請求項３９６】
　前記反射面は鏡面反射部を備える、請求項391に記載の発光デバイス。
【請求項３９７】
　前記反射面は拡散反射部を備える、請求項391に記載の発光デバイス。
【請求項３９８】
　前記反射面は、前記1つまたは複数の発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるよ
うに構成される、請求項391に記載の発光デバイス。
【請求項３９９】
　前記1つまたは複数の発光素子から光を受け取りかつ前記第1の表面に光を送るように前
記1つまたは複数の発光素子と前記第1の表面との間に位置する透明な材料から形成された
第3の素子をさらに備える、請求項378に記載の発光デバイス。
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【請求項４００】
　前記第3の素子はギャップによって前記第1の表面から分離される、請求項399に記載の
発光デバイス。
【請求項４０１】
　前記散乱光の前記部分の一部を前記発光デバイスから出力される前に受け取るように配
置され、前記散乱光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成するように構成され
たセンサと、
　前記センサと通信し、前記センサ信号に応答して前記1つまたは複数の発光素子に供給
される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項378に記載の
発光デバイス。
【請求項４０２】
　前記センサ信号は、前記散乱光の前記部分の前記一部の強度分布およびスペクトル密度
分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成される、請求項401に記載の発光デ
バイス。
【請求項４０３】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが経年劣化するにつれて前記発光デバイスによって
放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供給される
電力を制御する、請求項401に記載の発光デバイス。
【請求項４０４】
　前記制御回路は、前記発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて前記発光デバイス
によって放出される前記光の変化を低減させるように前記1つまたは複数の発光素子に供
給される電力を制御する、請求項401に記載の発光デバイス。
【請求項４０５】
　前記制御回路は、前記発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基
づいて前記発光デバイスによって放出される前記光の変化を制御するように前記1つまた
は複数の発光素子に供給される電力を調整する、請求項401に記載の発光デバイス。
【請求項４０６】
　前記第1の光学素子は実質的に均一の有効厚さを有する、請求項378に記載の発光デバイ
ス。
【請求項４０７】
　n1≒n2である、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４０８】
　n0≒1である、請求項407に記載の発光デバイス。
【請求項４０９】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記散乱光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４１０】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　値kは、k<n2であるように正の実数である、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４１１】
　k/n2<0.8である、請求項410に記載の発光デバイス。
【請求項４１２】
　k<1である、請求項410に記載の発光デバイス。
【請求項４１３】
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【数７】

が成立する、請求項412に記載の発光デバイス。
【請求項４１４】
　前記光学的界面上の各点は、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項410に記載の発光デバイス。
【請求項４１５】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にある、請求項37
8に記載の発光デバイス。
【請求項４１６】
　前記1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置
する、請求項415に記載の発光デバイス。
【請求項４１７】
　前記第1および第2の光学素子は、軸に沿って延び、前記軸に沿って実質的に変化しない
断面を有する、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４１８】
　前記出射面は球面または円筒面である、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４１９】
　前記媒質は気体である、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４２０】
　前記気体は空気である、請求項419に記載の発光デバイス。
【請求項４２１】
　前記1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを備える、請求項378に記載の発光デバ
イス。
【請求項４２２】
　前記1つまたは複数の発光素子によって放出される前記光は青色光または紫外線光を含
む、請求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４２３】
　前記散乱中心は、前記1つまたは複数の発光素子から受け取られた少なくとも幾分かの
光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成された非弾性散乱中心を含む、請
求項378に記載の発光デバイス。
【請求項４２４】
　前記変換光は黄色光である、請求項423に記載の発光デバイス。
【請求項４２５】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項423に記載の発光デバイス。
【請求項４２６】
　前記光変換材料は蛍光体を含む、請求項425に記載の発光デバイス。
【請求項４２７】
　前記光変換材料は量子ドット蛍光体を含む、請求項426に記載の発光デバイス。
【請求項４２８】
　前記透明な材料はプラスチックまたはガラスである、請求項378に記載の発光デバイス
。
【請求項４２９】
　複数の発光素子を備え、前記複数の発光素子は異なる色の光を放出する、請求項378に
記載の発光デバイス。
【請求項４３０】
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　前記非弾性散乱中心は前記弾性散乱中心と同一である、請求項378に記載の発光デバイ
ス。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連出願の相互出願
　本出願は、以下の米国仮出願、すなわち、2011年11月23日に出願された米国仮出願第61
/563,513号、2012年2月6日に出願された米国仮出願第61/595,663号、2012年4月27日に出
願された米国仮出願第61/639,683号、および2012年9月13日に出願された米国仮出願第61/
700,724号の利益を主張する。これらの優先出願の各々の内容全体が参照により本明細書
に組み込まれる。
【０００２】
　本技術は概して、発光デバイスに関し、詳細には、固体発光素子と、散乱素子と、発光
素子から離れた抽出素子とを備える発光デバイスに関する。
【背景技術】
【０００３】
　発光素子は、現代では世界中で普及しており、一般的な照明(たとえば、電球)から照明
電子情報ディスプレイ(たとえば、LCD用のバックライトおよびフロントライト)、医療デ
バイスおよび治療まで幅広い用途に使用されている。固体発光デバイスは、発光ダイオー
ド(LED)を含み、様々な分野においてますます採用されるようになっており、特に白熱光
源およびその他の従来の光源と比較して電力消費量が低く、発光効率が高く、かつ長持ち
である。
【０００４】
　照明にますます使用されるようになっているSSLデバイスの一例として、いわゆる「白
色LED」がある。従来の白色LEDは一般に、青色光または紫外線光を放出するLEDと蛍光体
またはその他の発光材料とを含む。このデバイスは、蛍光体によってLEDからの青色光ま
たはUVを下方変換することによって白色光を生成する(ポンプ光と呼ばれる)。そのような
デバイスは蛍光体ベースのLED(PLED)とも呼ばれる。光変換に起因して損失を被るが、PLE
Dの様々な態様では、PLEDベースの照明では、他の種類の照明と比較して複雑さの軽減、
費用効率の向上、耐久性の改善が期待できる。
【０００５】
　新しい種類の蛍光体が積極的に調査され開発されているが、PLEDベースの発光デバイス
の構成は、利用可能な発光材料の特性に起因してさらに問題がある。問題には、たとえば
、光学変換による光エネルギー損失、ストークス損失による蛍光体の自己加熱、光子変換
特性の動作温度への依存性、過熱またはその他の損傷に起因する蛍光体の化学的組成およ
び物理的組成の永久的な変化による劣化、変換特性の光強度への依存性、蛍光体から放出
された変換された光の無作為な放出による望ましくない方向への光の伝搬、蛍光体の望ま
しくない化学的特性、および発光デバイスにおける蛍光体の堆積の抑制が含まれる。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　固体光源(たとえば、発光ダイオード)を利用する一般的な照明用の様々な発光デバイス
を開示する。概して、これらのデバイスは、抽出素子と組み合わされた散乱素子を含む。
散乱素子は、弾性散乱中心および/または非弾性散乱中心を含んでよく、光源素子から間
隔を置いて配置される。散乱素子の両側には、非対称的な光学的界面を有し、発光素子に
面する界面と散乱素子と抽出素子との間の界面とは屈折率が著しく異なる。そのような構
造では、散乱素子からの光が順方向に散乱することが好ましいと考えられる。言い換えれ
ば、このシステムでは、光が光源素子の方へ後方散乱するよりも散乱素子から抽出素子内
に散乱する方が好ましい。そのような構成を本明細書では非対称散乱光弁(「ASLV」)と呼
ぶ。抽出素子は、同様に、周囲環境とのデバイス界面において発光デバイスから出射する
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光の反射を軽減するようなサイズおよび形状をする。したがって、発光デバイスは光を非
常に効率的にかつ非常に一様に送ることができる。
【０００７】
　半径方向外側に伝搬する点光源からの光が通常、点光源を中心とする球面に入射するこ
とが分かっている。表面における光の透過および反射がスネルの法則によって支配される
場合、表面における光の反射は、表面における媒質の屈折率の関数になり、一般に通常の
入射角に起因して最低限に抑えられる。したがって、光源が出射面に対する点光源を近似
するように抽出素子内の光源を十分に小さくし、かつ/または抽出素子を十分に大きくす
ることによって、球状出射面を有する抽出素子を含む電球の設計に、上述の原則を適用す
ることができる。しかし、実際問題として、光源素子および散乱素子は有限のサイズを有
する。さらに、一定のサイズの散乱素子に対して抽出素子のサイズを大きくすると、発光
デバイスの重量、体積、および/または材料コストが増大する可能性がある。したがって
、散乱素子と抽出素子とを備える発光デバイスの場合、抽出素子からの抽出効率の最適化
とデバイスのサイズおよび/またはコストとの兼合いを図る必要がある。
【０００８】
　本発明者は、散乱素子に対して比較的小さい抽出素子によって高い抽出効率が実現され
る抽出素子と散乱素子の相対サイズのある範囲が存在することを認識している。たとえば
、抽出素子と散乱素子は、抽出素子の出射面に直接当たる散乱光学機器からの光が出射面
において全内部反射を受けることがないような相対サイズに設定されてよい。たとえば、
抽出素子の出射面は、出射面と同心であり、かつ半径ROW=R1/nを有し、ただしnが抽出素
子の屈折率であるそれぞれの概念上の球によって画定される領域内に散乱素子が含まれる
、半径R1を有する球状のドームまたはシェルとして形作られてよい。そのような構成は、
ワイエルシュトラス形状またはワイエルシュトラス構成と呼ばれることがある。いくつか
の実施形態では、散乱素子と抽出素子との間の界面のすべてまたは一部がRWにおける概念
上の表面に対応してよい。そのような構成は抽出素子の体積を減らしつつ(たとえば、最
小限に抑えつつ)ワイエルシュトラス形状の利点をもたらすことができると考えられる。
しかし、ワイエルシュトラス形状ではTIRが回避されるが、出射面に入射する光は依然と
してフレネル反射を受け、出射面での透過率が100%よりも低くなる。
【０００９】
　いくつかの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角が
ブリュースター角よりも小さくなるように形作られる。ブリュースター角(偏光角とも呼
ばれる)とは、特定の偏向を有する光が透明な誘電体表面を反射なしに完全に透過する入
射角のことである。そのような抽出素子は、いくつかの抽出素子に関連することがある偏
光効果を低減させるだけでなく、たとえばワイエルシュトラス構成に関連することがある
偏光に依存する特定の損失も回避すると考えられる。球状の出射面の場合、ブリュースタ
ー半径ROBと呼ばれる対応する概念上の球面または円筒面内に位置する散乱素子から光に
ついてブリュースター条件を満たすことができる。散乱素子が全体的に1.1ROB以下(たと
えば0.5ROB～1.1ROBの範囲)の概念上の表面内に位置するように抽出素子および散乱素子
のサイズを定めるとコスト/質量と性能との兼合いを適切にとることができると考えられ
る。
【００１０】
　発光デバイスは、散乱素子からの後方散乱光を再循環させるための回復エンクロージャ
を含む。様々な形態の回復エンクロージャが考えられる。いくつかの実施形態では、回復
エンクロージャは鏡などの反射面を含む。この表面は、平面状または非平面状であってよ
い。非平面状反射面の例には円錐状反射体および放物線状態反射体が含まれる。いくつか
の実施形態では、回復エンクロージャは、シェル状散乱素子によって実質的に囲まれるエ
ンクロージャに相当する。そのような実施形態は、後方散乱光子のうちの大部分、たとえ
ばそのほとんどが、さらなる損失を生じさせることがある中間面からの反射なしに散乱素
子に再入射するので、後方散乱光を非常に効率的に再循環させることができる。
【００１１】
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　一般に、発光デバイスは、単一の発光素子(たとえば、単一のLED)を含んでもまたは複
数の発光素子を含んでもよい。複数の発光素子を備える実施形態は、同じ色度または異な
る色度を有する素子を含んでよい。たとえば、実施形態は、より有効な発光デバイスおよ
び/またはより大きい発光デバイスを提供するように複数の同様の発光素子を備えてよい
。いくつかの実施形態では、発光デバイスは異なる色度を有する発光素子を含む。様々な
発光素子からの発光強度は、発光デバイスの色度を変化させるように変化させることがで
きる。たとえば、白色発光デバイスの白色点は、1つの発光素子からの寄与を別の発光素
子に対して増大または低減させることによって変化させることができる。
【００１２】
　本発明者は、散乱素子および/または抽出素子を適切に構成することによって発光デバ
イスの発光プロファイルを調整することが可能であることも認識している。したがって、
特定の方向において発光を向上させ、他の方向において発光を低減させる実施形態を開示
する。逆に、いくつかの実施形態では、散乱素子および/または抽出素子の形状は、実質
的に等方性の発光をある範囲の立体角に設定するように選択される。
【００１３】
　いくつかの実施形態では、散乱素子と抽出素子との間の出射面と光学的界面が同じ形状
を有する。たとえば、出射面と光学的界面はどちらも球状であってよい(たとえば、異な
る半径を有する同心球)。代替として、出射面と光学的界面は互いに異なる形状を有して
よい。たとえば、出射面は球状であり、光学的界面は楕円形であり、かつ全体が概念上の
ブリュースター球内に含まれる。一般に、これらの表面の形状としては、適合された強度
分布を生成する形状が選択されてよい。
【００１４】
　いくつかの実施形態では、抽出素子は発光分布に異方性を導入するように形作られてよ
い。たとえば、抽出素子は、方形または矩形のフットプリントを有するように構成された
複数の出射面ファセットを含んでよい。そのような抽出器は、その発光パターンが等方性
の発光よりもうまく空間に整合するので、方形または矩形の空間の照明に有利である。
【００１５】
　いくつかの実施形態では、発光デバイスは複合抽出素子を含んでよい。そのような抽出
素子は、多峰性光分布を生成し、光を複数の個別の立体角範囲に向けることができる。そ
のような抽出素子は、複数の機能(ダウンライトを生成し、光を天井の方へ向ける天井光
または光を壁照明と一緒に室内に送る壁光)を有する発光デバイスに使用されてよい。
【００１６】
　特定の固体発光デバイスに関する問題は、発光デバイスの寿命の間に発光デバイスの特
性が変化することである。たとえば、白色LEDの白色点はデバイスが経年劣化するにつれ
て変化することがある。したがって、いくつかの実施形態において、発光デバイスは、デ
バイスが経年劣化効果を自己補償するのを可能にするデバイス内フィードバックを含んで
よい。たとえば、特定の実施形態において、発光デバイスは、デバイス内に収納され、デ
バイスによって生成される光の強度を監視するセンサを含む。デバイスは、検出された強
度の変化に応答して発光素子に印加される電位を修正するフィードバック電子機器を(た
とえば、デバイスのベース内に)含んでよい。
【００１７】
　一般に、発光デバイスは様々な形状因子において形成されてよい。いくつかの実施形態
において、発光デバイスは、A型電球または蛍光管の形状などの標準的な電球の形態に形
成されてよい。
【００１８】
　本発明の様々な態様について以下に概略的に説明する。
【００１９】
　概して、本明細書に記載された主題の1つの斬新な態様は、動作時に第1のスペクトルパ
ワー分布を有する光を生成するように構成された第1の発光素子、および動作時に第1のス
ペクトルパワー分布とは異なる第2のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように
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構成された第2の発光素子を含む複数の発光素子と、第1および第2の発光素子から間隔を
置いて配置され第1および第2の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有
する第1の光学素子であって、第1および第2の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱
させ、混合スペクトルパワー分布を有する第1および第2の発光素子からの光を含む混合光
を生成するように配置された弾性散乱中心を含む第1の光学素子と、出射面を有する透明
な材料から形成された第2の光学素子とを含む発光デバイスであって、第2の光学素子が第
1の光学素子と接触し、第1の光学素子と第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面が
あり、光学的界面が第1の光学素子の第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子が混合光
の幾分かを光学的界面を通して受け取るように配置され、デバイスが、第1の光学素子の
第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有
する材料を含み、ただし、n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2で
あり、出射面が、第1の光学素子によって生成され、出射面に直接当たる混合光の出射面
での入射角が、全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透明な表面であり
、発光デバイスが混合光を出射面を通して出力する、発光デバイスにおいて実施すること
ができる。
【００２０】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、発光
デバイスは、動作時に第1および第2の色度とは異なる第3のスペクトルパワー分布を有す
る光を生成するように構成された第3の発光素子と、動作時に第1、第2、および第3の色度
とは異なる第4のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構成された第4の発光
素子とをさらに含んでよく、弾性散乱中心は、第3および第4の発光素子からの光をさらに
等方的に散乱させ、混合光は、第3および第4の発光素子からの散乱光をさらに含む。いく
つかの実装形態では、第1のスペクトルパワー分布によって定められる第1の色度は、第2
のスペクトルパワー分布によって定められる第2の色度と異なってよい。
【００２１】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に発光素子からの光を放出すること
のできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1の表面からの少
なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面まで伝搬するよう
に形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい。シェルは、楕
円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、三軸であっても
よい。シェルは、発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複数の開口部を有し
てよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の開口部内に配置さ
れた1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまたは複数の反射体はエンクロージ
ャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つまたは複数の反射面を有してよ
い。
【００２２】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に発光素子からのすべての光を放出することのでき
るエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面状であってもま
たは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状であってもまたは
凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部を含んでもよい
。反射面は、発光素子からの光を第1の表面の方へ送るように構成されてよい。
【００２３】
　いくつかの実装形態では、出射面は複数の部分を含んでよく、各部分は縁部の所で別の
部分に接合されてよい。出射面は4つの部分を有してよい。出射面は、2つの直交する半円
筒が交差する外接面に相当してよい。
【００２４】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、発光素子から光を受け取りかつ第1の表面
に光を送るように発光素子と第1の表面との間に位置させることのできる透明な材料から
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形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによって第1の表面か
ら分離されてよい。
【００２５】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、混合光の上記の部分の一部を出射面を通し
て出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、混合光の上記の部分の一部
に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し、
センサ信号に応答して第1および第2の発光素子に供給される電力を制御するように構成す
ることのできる制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、混合光の上記の部分の一
部の強度分布およびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構
成されてよい。制御回路は、発光デバイスが経年劣化するにつれて発光デバイスによって
放出される光の変化を低減させるように各発光素子に供給される電力の量を制御してよい
。制御回路は、発光デバイスが動作温度を変化させるにつれて発光デバイスによって放出
される光の変化を低減させるように各発光素子に供給される電力の量を制御してよい。制
御回路は、発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基づいて発光デ
バイスによって放出される光の変化を制御するように発光素子に供給される電力の量を調
整してよい。
【００２６】
　いくつかの実装形態では、第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを含んでよく、第1
の部分は、出射面を有してよく、かつ光学的界面から混合光の第1の部分を受け取るよう
に配置されてよく、光導波路は、光学的界面から混合光の第2の部分を受け取るように配
置されてよく、混合光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることに
よって混合光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内するように構
成された案内面を有してよい。
【００２７】
　いくつかの実装形態では、出射面は、少なくとも部分的に透明であってよい第1の出射
面および第2の出射面と、第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを含んでよ
い。
【００２８】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0≒1である。いくつ
かの実装形態では、出射面は、出射面に直接当たる混合光の出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られてよい。
【００２９】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【００３０】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【００３１】
【数１】

【００３２】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
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の距離d(p)であってよい。
【００３３】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【００３４】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつかの実装形態では、
第1の光学素子は、屈折率n1を有する材料内に分散された弾性散乱中心を含んでよい。い
くつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。
【００３５】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に第1のスペクトルパ
ワー分布を有する光を生成するように構成された第1の発光素子、および動作時に第1のス
ペクトルパワー分布とは異なる第2のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように
構成された第2の発光素子を含む複数の発光素子と、第1および第2の発光素子から間隔を
置いて配置され第1および第2の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有
する第1の光学素子であって、第1の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱された変換
光に変換するように配置された非弾性散乱中心、および第2の発光素子からの光を実質的
に等方的に散乱させるように配置された弾性散乱中心を含み、第2の発光素子からの散乱
光および変換光を含む混合光を生成し、混合光が混合スペクトルパワー分布を有する第1
の光学素子と、出射面を有する透明な材料から形成された第2の光学素子とを含む発光デ
バイスであって、第2の光学素子が第1の光学素子と接触し、第1の光学素子と第2の光学素
子との間の接触場所に光学的界面があり、光学的界面が第1の光学素子の第1の表面の反対
側にあり、第2の光学素子が混合光の一部を光学的界面を通して受け取るように配置され
、デバイスが、第1の光学素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、第1の
光学素子が、第1の屈折率n1を有する材料を含み、ただし、n0<n1であり、透明な材料が屈
折率n2を有し、ただし、n0<n2であり、出射面が、第1の光学素子によって生成され、出射
面に直接当たる混合光の出射面での入射角が、全内部反射の臨界角よりも小さくなるよう
に形作られた透明な表面であり、発光デバイスが混合光の所定の部分を出射面を通して出
力する、発光デバイスにおいて実施することができる。
【００３６】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、第1の
光学素子は、内部に発光素子からの光を放出することのできるエンクロージャを画定する
シェルであってよく、シェルは、第1の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エ
ンクロージャを通過して第1の表面まで伝搬するように形作られてよい。シェルは、エン
クロージャに対して凹状を有してよい。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長
または扁平であってよい。楕円形は、三軸であってもよい。シェルは、発光素子を受け入
れるように構成された1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、
発光デバイスは、1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに
含んでよく、1つまたは複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲む
ように構成された1つまたは複数の反射面を有してよい。
【００３７】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に発光素子からのすべての光を放出することのでき
るエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面状であってもま
たは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状であってもまたは
凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部を含んでもよい
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【００３８】
　いくつかの実装形態では、出射面は複数の部分を含んでよく、各部分は縁部の所で別の
部分に接合されてよい。出射面は4つの部分を有してよい。出射面は、2つの直交する半円
筒が交差する外接面に相当してよい。
【００３９】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、発光素子から光を受け取りかつ第1の表面
に光を送るように発光素子と第1の表面との間に位置させることのできる透明な材料から
形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによって第1の表面か
ら分離されてよい。
【００４０】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、混合光の上記の部分の一部を出射面を通し
て出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、混合光の上記の部分の一部
に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し、
センサ信号に応答して発光素子に供給される電力を制御するように構成することのできる
制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、混合光の上記の部分の一部の強度分布お
よびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成されてよい。
制御回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動作温度を変化させる
につれて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基づい
て、発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように発光素子に供給される
電力の量を制御してよい。
【００４１】
　いくつかの実装形態では、第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを含んでよく、第1
の部分は、出射面を有してよく、かつ光学的界面から混合光の第1の部分を受け取るよう
に配置されてよく、光導波路は、光学的界面から混合光の第2の部分を受け取るように配
置されてよく、混合光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることに
よって混合光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内するように構
成された案内面を有してよい。
【００４２】
　いくつかの実装形態では、出射面は、少なくとも部分的に透明であってよい第1の出射
面および第2の出射面と、第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを含んでよ
い。
【００４３】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n1≒1である。いくつ
かの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる混合光の出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られてよい。
【００４４】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【００４５】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【００４６】
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【数２】

【００４７】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
の距離d(p)であってよい。
【００４８】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【００４９】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつかの実装形態では、
第1の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線光を含んでよい。いくつかの
実装形態では、変換光は黄色光であってよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心
は光変換材料を含んでよい。光変換材料は蛍光体を含んでよい。光変換材料は量子ドット
蛍光体を含んでよい。いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラス
であってよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、かつ弾性散乱中
心と同一であってよい。
【００５０】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に光を放出するように
構成された1つまたは複数の発光素子と、1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置
され、1つまたは複数の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1
の光学素子であって、1つまたは複数の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱させ散
乱光を生成するように配置された散乱中心を含む第1の光学素子と、出射面を有する透明
な材料から形成された第2の光学素子であって、第1の光学素子と接触し、第1の光学素子
と第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり、光学的界面が第1の光学素子の第
1の表面の反対側にあり、第2の光学素子が散乱光の一部を光学的界面を通して受け取るよ
うに配置された、第2の光学素子と、散乱光の上記の部分の一部を出射面を通して出力さ
れる前に受け取るように配置されたセンサであって、散乱光の上記の部分の一部に基づく
センサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し、センサ信
号に応答して1つまたは複数の発光素子に供給される電力を制御するように構成すること
のできる制御回路とを含む発光デバイスであって、第1の光学素子の第1の表面に隣接し屈
折率n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有する材料を含み、ただ
し、n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2であり、出射面が、第1
の光学素子によって生成され、出射面に直接当たる散乱光の出射面での入射角が、全内部
反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透明な表面であり、発光デバイスが散乱
光を出射面を通して出力する、発光デバイスにおいて実施することができる。
【００５１】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、セン
サによって受け取られる散乱光の上記の部分の一部は第2の光学素子の出射面の所で反射
される光に相当してよい。センサは、第2の光学素子の出射面の所で反射されセンサによ
って受け取られる光が光学的界面の大部分から得られるように配置されてよい。
【００５２】
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　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に1つまたは複数の発光素子からの光
を放出することのできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1
の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面ま
で伝搬するように形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい
。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、
三軸であってもよい。シェルは、1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成され
た1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つ
または複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまた
は複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つ
または複数の反射面を有してよい。
【００５３】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に1つまたは複数の発光素子からのすべての光を放出
することのできるエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面
状であってもまたは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状で
あってもまたは凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部
を含んでもよい。反射面は、1つまたは複数の発光素子からの光を第1の表面の方へ送るよ
うに構成されてよい。
【００５４】
　いくつかの実装形態では、出射面は複数の部分を含んでよく、各部分は縁部の所で別の
部分に接合されてよい。出射面は4つの部分を有してよい。出射面は、2つの直交する半円
筒が交差する外接面に相当してよい。
【００５５】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の発光素子から光を受け取
りかつ第1の表面に光を送るように1つまたは複数の発光素子と第1の表面との間に位置さ
せることのできる透明な材料から形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は
、ギャップによって第1の表面から分離されてよい。
【００５６】
　いくつかの実装形態では、センサ信号は、散乱光の上記の部分の一部の強度分布および
スペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構成されてよい。制御
回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動作温度を変化させるにつ
れて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入力信号に基づいて、
発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように1つまたは複数の発光素子
に供給される電力を制御してよい。
【００５７】
　いくつかの実装形態では、第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを含んでよく、第1
の部分は、出射面を有してよく、かつ光学的界面から散乱光の第1の部分を受け取るよう
に配置されてよく、光導波路は、光学的界面から散乱光の第2の部分を受け取るように配
置されてよく、散乱光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることに
よって散乱光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内するように構
成された案内面を有してよい。
【００５８】
　いくつかの実装形態では、出射面は、少なくとも部分的に透明であってよい第1の出射
面および第2の出射面と、第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを含んでよ
い。
【００５９】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0≒1である。いくつ
かの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られてよい。
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【００６０】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【００６１】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【００６２】
【数３】

【００６３】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
の距離d(p)であってよい。
【００６４】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【００６５】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつか
の実装形態では、1つまたは複数の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線
光を含んでよい。いくつかの実装形態では、散乱中心は、1つまたは複数の発光素子から
受け取られた少なくとも幾分かの光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成
された非弾性散乱中心を含んでよい。変換光は黄色光であってよい。非弾性散乱中心は光
変換材料を含んでよい。光変換材料は蛍光体を含んでよい。光変換材料は量子ドット蛍光
体を含んでよい。
【００６６】
　いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。いく
つかの実装形態では、発光デバイスは複数の発光素子を含んでよく、複数の発光素子は異
なる色の光を放出する。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、かつ弾
性散乱中心と同一であってよい。
【００６７】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に光を放出するように
構成された1つまたは複数の発光素子と、1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置
され、1つまたは複数の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1
の光学素子であって、1つまたは複数の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱させ散
乱光を生成するように配置された散乱中心を含む第1の光学素子と、出射面を有する透明
な材料から形成された第2の光学素子とを含む発光デバイスであって、第2の光学素子が第
1の光学素子と接触し、第1の光学素子と第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面が
あり、光学的界面が第1の光学素子の第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子が散乱光
の一部を光学的界面を通して受け取るように配置され、デバイスが、第1の光学素子の第1
の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有する
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材料を含み、ただし、n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2であり
、出射面が、出射面に直接当たる散乱光の出射面での入射角が、全内部反射の臨界角より
も小さくなるように形作られた透明な表面であり、第2の光学素子の出射面の形状と光学
的界面の非球面非平面形状との組合せが散乱光を出射面を通して出力するように構成され
、組合せが、出力光の強度分布を制御するように構成される、発光デバイスにおいて実施
することができる。
【００６８】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、強度
分布は、二次光学系の入力要件に整合するように形作られてよい。組合せは、強度分布の
ピーク強度の方向を制御するように構成されてよい。第1の光学素子は3つの異なる直交寸
法を有してよい。第1の光学素子は2つの等しい直交寸法を有してよい。第1の光学素子は3
つの等しい直交寸法を有してよい。
【００６９】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に1つまたは複数の発光素子からの光
を放出することのできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1
の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面ま
で伝搬するように形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい
。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、
三軸であってもよい。シェルは、1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成され
た1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つ
または複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまた
は複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つ
または複数の反射面を有してよい。
【００７０】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に1つまたは複数の発光素子からのすべての光を放出
することのできるエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面
状であってもまたは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状で
あってもまたは凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部
を含んでもよい。反射面は、1つまたは複数の発光素子からの光を第1の表面の方へ送るよ
うに構成されてよい。
【００７１】
　いくつかの実装形態では、出射面は複数の部分を含んでよく、各部分は縁部の所で別の
部分に接合されてよい。出射面は4つの部分を有してよい。出射面は、2つの直交する半円
筒が交差する外接面に相当してよい。
【００７２】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の発光素子から光を受け取
りかつ第1の表面に光を送るように1つまたは複数の発光素子と第1の表面との間に位置す
る透明な材料から形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによ
って第1の表面から分離されてよい。
【００７３】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、散乱光の上記の部分の一部を出射面を通し
て出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、散乱光の上記の部分の一部
に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し、
センサ信号に応答して1つまたは複数の発光素子に供給される電力を制御するように構成
することのできる制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、散乱光の上記の部分の
一部の強度分布およびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように
構成されてよい。制御回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動作
温度を変化させるにつれて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給される
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入力信号に基づいて、発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように1つ
または複数の発光素子に供給される電力を制御してよい。
【００７４】
　いくつかの実装形態では、第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを含んでよく、第1
の部分は、出射面を有してよく、かつ光学的界面から散乱光の第1の部分を受け取るよう
に配置されてよく、光導波路は、光学的界面から散乱光の第2の部分を受け取るように配
置されてよく、散乱光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることに
よって散乱光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内するように構
成された案内面を有してよい。
【００７５】
　いくつかの実装形態では、出射面は、少なくとも部分的に透明であってよい第1の出射
面および第2の出射面と、第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを含んでよ
い。
【００７６】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0≒1である。いくつ
かの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られてよい。
【００７７】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【００７８】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【００７９】

【数４】

【００８０】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
の距離d(p)であってよい。
【００８１】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【００８２】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつか
の実装形態では、1つまたは複数の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線
光を含んでよい。いくつかの実装形態では、散乱中心は、1つまたは複数の発光素子から
受け取られた少なくとも幾分かの光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成
された非弾性散乱中心を含んでよい。いくつかの実装形態では、変換光は黄色光であって
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よい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は光変換材料を含んでよい。光変換材料
は蛍光体または量子ドット蛍光体を含んでよい。
【００８３】
いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。いくつ
かの実装形態では、発光デバイスは複数の発光素子を含んでよく、複数の発光素子は異な
る色の光を放出してよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、かつ
弾性散乱中心と同一であってよい。
【００８４】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に光を放出するように
構成された1つまたは複数の発光素子と、1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置
され、1つまたは複数の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1
の光学素子であって、1つまたは複数の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱させ散
乱光を生成するように配置された散乱中心を含む第1の光学素子と、出射面を有する透明
な材料から形成された第2の光学素子とを含む発光デバイスであって、第2の光学素子が第
1の光学素子と接触し、第1の光学素子と第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面が
あり、光学的界面が第1の光学素子の第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子が散乱光
の一部を光学的界面を通して受け取るように配置され、デバイスが、第1の光学素子の第1
の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有する
材料を含み、ただし、n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2であり
、出射面が、複数の部分を含む透明な表面であり、各部分が、縁部の所で別の部分に接合
され、出射面が、出射面に直接当たる散乱光の出射面での入射角が、全内部反射の臨界角
よりも小さくなるように形作られ、第2の光学素子の出射面の形状と光学的界面の形状と
の組合せが散乱光を出射面を通して出力するように構成され、組合せが、出力光の強度分
布を制御するように構成される、発光デバイスにおいて実施することができる。
【００８５】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、強度
分布は、二次光学系の入力要件に整合するように形作られてよい。組合せは、強度分布の
ピーク強度の方向を制御するように構成されてよい。第1の光学素子は3つの異なる直交寸
法を有してよい。第1の光学素子は2つの等しい直交寸法を有してよい。第1の光学素子は3
つの等しい直交寸法を有してよい。
【００８６】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に1つまたは複数の発光素子からの光
を放出することのできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1
の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面ま
で伝搬するように形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい
。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、
三軸であってもよい。シェルは、1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成され
た1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つ
または複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまた
は複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つ
または複数の反射面を有してよい。
【００８７】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に1つまたは複数の発光素子からのすべての光を放出
することのできるエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面
状であってもまたは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状で
あってもまたは凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部
を含んでもよい。反射面は、1つまたは複数の発光素子からの光を第1の表面の方へ送るよ
うに構成されてよい。
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【００８８】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の発光素子から光を受け取
りかつ第1の表面に光を送るように1つまたは複数の発光素子と第1の表面との間に位置す
る透明な材料から形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによ
って第1の表面から分離されてよい。
【００８９】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、散乱光の上記の部分の一部を出射面を通し
て出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、散乱光の上記の部分の一部
に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し、
センサ信号に応答して1つまたは複数の発光素子に供給される電力を制御するように構成
することのできる制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、散乱光の上記の部分の
一部の強度分布およびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように
構成されてよい。制御回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動作
温度を変化させるにつれて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給される
入力信号に基づいて、発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように1つ
または複数の発光素子に供給される電力を制御してよい。
【００９０】
　いくつかの実装形態では、第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを含んでよく、第1
の部分は、出射面を有してよく、かつ光学的界面から散乱光の第1の部分を受け取るよう
に配置されてよく、光導波路は、光学的界面から散乱光の第2の部分を受け取るように配
置されてよく、散乱光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることに
よって散乱光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内するように構
成された案内面を有してよい。
【００９１】
　いくつかの実装形態では、出射面は、少なくとも部分的に透明であってよい第1の出射
面および第2の出射面と、第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを含んでよ
い。
【００９２】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0≒1である。いくつ
かの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られてよい。
【００９３】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【００９４】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【００９５】
【数５】

【００９６】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
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の距離d(p)であってよい。
【００９７】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【００９８】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつか
の実装形態では、1つまたは複数の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線
光を含んでよい。いくつかの実装形態では、散乱中心は、1つまたは複数の発光素子から
受け取られた少なくとも幾分かの光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成
された非弾性散乱中心を含んでよい。変換光は黄色光であってよい。非弾性散乱中心は光
変換材料を含んでよい。光変換材料は蛍光体または量子ドット蛍光体を含んでよい。
【００９９】
いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。いくつ
かの実装形態では、発光デバイスは複数の発光素子を含んでよく、複数の発光素子は異な
る色の光を放出してよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、かつ
弾性散乱中心と同一であってよい。
【０１００】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に光を放出するように
構成された1つまたは複数の発光素子と、1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置
され、1つまたは複数の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1
の光学素子であって、1つまたは複数の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱させ散
乱光を生成するように配置された散乱中心を含む第1の光学素子と、出射面を有する透明
な材料から形成された第2の光学素子とを含む発光デバイスであって、第2の光学素子が第
1の光学素子と接触し、第1の光学素子と第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面が
あり、光学的界面が第1の光学素子の第1の表面の反対側にあり、第2の光学素子が散乱光
の幾分かを光学的界面を通して受け取るように配置され、デバイスが、第1の光学素子の
第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有
する材料を含み、ただし、n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2で
あり、出射面が、出射面に直接当たる散乱光の出射面での入射角が、ブリュースター角よ
りも小さくなるように形作られた透明な表面であり、発光デバイスが一部の散乱光を出射
面を通して出力する、発光デバイスにおいて実施することができる。
【０１０１】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、強度
分布は、二次光学系の入力要件に整合するように形作られてよい。組合せは、強度分布の
ピーク強度の方向を制御するように構成されてよい。第1の光学素子は3つの異なる直交寸
法を有してよい。第1の光学素子は2つの等しい直交寸法を有してよい。第1の光学素子は3
つの等しい直交寸法を有してよい。
【０１０２】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に1つまたは複数の発光素子からの光
を放出することのできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1
の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面ま
で伝搬するように形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい
。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、
三軸であってもよい。シェルは、1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成され
た1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つ
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または複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまた
は複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つ
または複数の反射面を有してよい。
【０１０３】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に1つまたは複数の発光素子からのすべての光を放出
することのできるエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面
状であってもまたは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状で
あってもまたは凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部
を含んでもよい。反射面は、1つまたは複数の発光素子からの光を第1の表面の方へ送るよ
うに構成されてよい。
【０１０４】
　いくつかの実装形態では、出射面は複数の部分を含んでよく、各部分は縁部の所で別の
部分に接合されてよい。出射面は4つの部分を有してよい。出射面は、2つの直交する半円
筒が交差する外接面に相当してよい。
【０１０５】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の発光素子から光を受け取
りかつ第1の表面に光を送るように1つまたは複数の発光素子と第1の表面との間に位置す
る透明な材料から形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによ
って第1の表面から分離されてよい。
【０１０６】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、散乱光の上記の部分の一部を出射面を通し
て出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、散乱光の上記の部分の一部
に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し、
センサ信号に応答して第1および第2の発光素子に供給される電力を制御するように構成す
ることのできる制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、散乱光の上記の部分の一
部の強度分布およびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すように構
成されてよい。制御回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動作温
度を変化させるにつれて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給される入
力信号に基づいて、発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように1つま
たは複数の発光素子に供給される電力を制御してよい。
【０１０７】
　いくつかの実装形態では、第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを含んでよく、第1
の部分は、出射面を有してよく、かつ光学的界面から散乱光の第1の部分を受け取るよう
に配置されてよく、光導波路は、光学的界面から散乱光の第2の部分を受け取るように配
置されてよく、散乱光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることに
よって散乱光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内するように構
成された案内面を有してよい。
【０１０８】
　いくつかの実装形態では、出射面は、少なくとも部分的に透明であってよい第1の出射
面および第2の出射面と、第1の出射面と第2の出射面との間に配置された段とを含んでよ
い。
【０１０９】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0≒1である。
【０１１０】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
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【０１１１】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【０１１２】
【数６】

【０１１３】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【０１１４】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつか
の実装形態では、1つまたは複数の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線
光を含んでよい。いくつかの実装形態では、散乱中心は、1つまたは複数の発光素子から
受け取られた少なくとも幾分かの光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成
された非弾性散乱中心を含んでよい。いくつかの実装形態では、変換光は黄色光であって
よい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は光変換材料を含んでよい。光変換材料
は蛍光体または量子ドット蛍光体を含んでよい。
【０１１５】
　いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。いく
つかの実装形態では、発光デバイスは複数の発光素子を含んでよく、複数の発光素子は異
なる色の光を放出してよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、か
つ弾性散乱中心と同一であってよい。
【０１１６】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に光を放出するように
構成された1つまたは複数の発光素子と、1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置
され、1つまたは複数の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1
の光学素子であって、1つまたは複数の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱させ散
乱光を生成するように配置された散乱中心を含む第1の光学素子と、透明な材料から形成
され、第1の光学素子と接触する第2の光学素子とを含み、第1の光学素子と第2の光学素子
との間の接触場所に光学的界面があり、光学的界面が第1の光学素子の第1の表面の反対側
にあり、第2の光学素子が、第1の光学機器と光導波路とを含み、第1の光学機器が、出射
面を有し、光学的界面から散乱光の第1の部分を受け取るように配置され、出射面が、出
射面に直接当たる散乱光の出射面での入射角が、全内部反射の臨界角よりも小さくなるよ
うに形作られた透明な表面であり、光導波路が、光学的界面から散乱光の第2の部分を受
け取るように配置され、散乱光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させ
ることによって散乱光の受け取られた第2の部分を光学的界面から離れる方向に案内する
ように構成された案内面を有し、デバイスが、第1の光学素子の第1の表面に隣接し屈折率
n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有する材料を含み、ただし、
n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2である、発光デバイスにおい
て実施することができる。
【０１１７】
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　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、発光
デバイスは、案内面上に配設され、散乱光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分か
を反射するように構成された反射性コーティングをさらに含んでよい。いくつかの実装形
態では、光導波路は、受け取られた第2の光の少なくとも幾分かを全内部反射によって反
射するように構成されてよい。いくつかの実装形態では、光導波路は、所定量の光を案内
面を通して1つまたは複数の発光素子から所定の距離において放出するように構成されて
よい。案内面は、所定量の光を抽出するように構成された表面テクスチャを有してよい。
光導波路は、所定量の光が案内面を通して1つまたは複数の発光素子から所定の距離にお
いて放出されるように光を散乱させるように構成された中心を含んでよい。いくつかの実
装形態では、光導波路は、散乱光の受け取られた少なくとも幾分かの第2の部分の少なく
とも一部を放出するように構成された遠位面を有してよい。
【０１１８】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に1つまたは複数の発光素子からの光
を放出することのできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1
の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面ま
で伝搬するように形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい
。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、
三軸であってもよい。シェルは、1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成され
た1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つ
または複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまた
は複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つ
または複数の反射面を有してよい。
【０１１９】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に1つまたは複数の発光素子からのすべての光を放出
することのできるエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面
状であってもまたは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状で
あってもまたは凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部
を含んでもよい。反射面は、1つまたは複数の発光素子からの光を第1の表面の方へ送るよ
うに構成されてよい。
【０１２０】
　いくつかの実装形態では、出射面は複数の部分を含んでよく、各部分は縁部の所で別の
部分に接合されてよい。出射面は4つの部分を有してよい。出射面は、2つの直交する半円
筒が交差する外接面に相当してよい。
【０１２１】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の発光素子から光を受け取
りかつ第1の表面に光を送るように1つまたは複数の発光素子と第1の表面との間に位置す
る透明な材料から形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによ
って第1の表面から分離される。
【０１２２】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、散乱光の上記の部分の一部を発光デバイス
から出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、散乱光の上記の部分の一
部に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し
、センサ信号に応答して1つまたは複数の発光素子に供給される電力を制御するように構
成することのできる制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、散乱光の上記の部分
の一部の強度分布およびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すよう
に構成されてよい。制御回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動
作温度を変化させるにつれて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給され
る入力信号に基づいて、発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように1
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つまたは複数の発光素子に供給される電力を制御してよい。
【０１２３】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0≒1である。いくつ
かの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られてよい。
【０１２４】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【０１２５】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【０１２６】
【数７】

【０１２７】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
の距離d(p)であってよい。
【０１２８】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【０１２９】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつか
の実装形態では、1つまたは複数の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線
光を含んでよい。いくつかの実装形態では、散乱中心は、1つまたは複数の発光素子から
受け取られた少なくとも幾分かの光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成
された非弾性散乱中心を含んでよい。変換光は黄色光であってよい。非弾性散乱中心は光
変換材料を含んでよい。光変換材料は蛍光体または量子ドット蛍光体を含んでよい。
【０１３０】
　いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。いく
つかの実装形態では、発光デバイスは複数の発光素子を含んでよく、複数の発光素子は異
なる色の光を放出してよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、か
つ弾性散乱中心と同一であってよい。
【０１３１】
　概して、本明細書に記載された主題の別の斬新な態様は、動作時に光を放出するように
構成された1つまたは複数の発光素子と、1つまたは複数の発光素子から間隔を置いて配置
され、1つまたは複数の発光素子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1
の光学素子であって、1つまたは複数の発光素子からの光を実質的に等方的に散乱させ散
乱光を生成するように配置された散乱中心を含む第1の光学素子と、透明な材料から形成
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され、第1の光学素子と接触する第2の光学素子とを含み、第1の光学素子と第2の光学素子
との間の接触場所に光学的界面があり、第2の光学素子が、散乱光の幾分かを光学的界面
を通して受け取るように配置され、第2の光学素子が第1の出射面と第2の出射面とを含む
出射面を含み、第1および第2の出射面が、少なくとも部分的に透明であり、第1および第2
の出射面に直接当たる散乱光の少なくとも幾分かの第1および第2の出射面における入射角
が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られ、第2の光学素子が、第1の出射面
と第2の出射面との間に配置された段をさらに含み、デバイスが、第1の光学素子の第1の
表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を含み、第1の光学素子が、第1の屈折率n1を有する材
料を含み、ただし、n0<n1であり、透明な材料が屈折率n2を有し、ただし、n0<n2であり、
発光デバイスが光を第1および第2の出射面を通して出力する、発光デバイスにおいて実施
することができる。
【０１３２】
　上述の実施形態およびその他の実施形態の各々は、場合によっては以下の特徴のうちの
1つまたは複数を単独でまたは組み合わせて含んでよい。いくつかの実装形態では、第1の
出射面は1つまたは複数の発光素子の少なくとも1つの光軸と交差してよく、段は、第1の
出射面が第2の出射面に対してくぼむように配置されてよい。いくつかの実装形態では、
第1の出射面は1つまたは複数の発光素子の少なくとも1つの光軸と交差してよく、段は、
第2の出射面が第1の出射面に対してくぼむように配置されてよい。いくつかの実装形態で
は、段は反射面を含んでよい。いくつかの実装形態では、段は透過面を含んでよい。いく
つかの実装形態では、第1および第2の出射面の少なくとも一方は半透明であってよい。
【０１３３】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は、内部に1つまたは複数の発光素子からの光
を放出することのできるエンクロージャを画定するシェルであってよく、シェルは、第1
の表面からの少なくとも幾分かの光がそのまま、エンクロージャを通過して第1の表面ま
で伝搬するように形作られてよい。シェルは、エンクロージャに対して凹状を有してよい
。シェルは、楕円形を有してよい。楕円形は、扁長または扁平であってよい。楕円形は、
三軸であってもよい。シェルは、1つまたは複数の発光素子を受け入れるように構成され
た1つまたは複数の開口部を有してよい。いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つ
または複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに含んでよく、1つまた
は複数の反射体はエンクロージャに面しかつエンクロージャを囲むように構成された1つ
または複数の反射面を有してよい。
【０１３４】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、反射面を有する反射体をさらに含んでよく
、反射面と第1の表面は一緒に、内部に1つまたは複数の発光素子からのすべての光を放出
することのできるエンクロージャを画定してよい。反射面はエンクロージャに対して平面
状であってもまたは凸状であってもよい。第1の表面はエンクロージャに対して平面状で
あってもまたは凸状であってもよい。反射面は、鏡面反射部を含んでもまたは拡散反射部
を含んでもよい。反射面は、1つまたは複数の発光素子からの光を第1の表面の方へ送るよ
うに構成されてよい。
【０１３５】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、1つまたは複数の発光素子から光を受け取
りかつ第1の表面に光を送るように1つまたは複数の発光素子と第1の表面との間に位置す
る透明な材料から形成された第3の素子をさらに含んでよい。第3の素子は、ギャップによ
って第1の表面から分離されてよい。
【０１３６】
　いくつかの実装形態では、発光デバイスは、散乱光の上記の部分の一部を発光デバイス
から出力される前に受け取るように配置されたセンサであって、散乱光の上記の部分の一
部に基づくセンサ信号を生成するように構成することのできるセンサと、センサと通信し
、センサ信号に応答して1つまたは複数の発光素子に供給される電力を制御するように構
成することのできる制御回路とをさらに含んでよい。センサ信号は、散乱光の上記の部分
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の一部の強度分布およびスペクトル密度分布のうちの1つまたは複数の推定値を示すよう
に構成されてよい。制御回路は、発光デバイスが経年劣化するかまたは発光デバイスが動
作温度を変化させるにつれて、あるいは発光デバイスの動作時にユーザによって供給され
る入力信号に基づいて、発光デバイスによって放出される光の変化を低減させるように1
つまたは複数の発光素子に供給される電力の量を制御してよい。
【０１３７】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子は実質的に一様な有効厚さを有してよい。い
くつかの実装形態では、n1≒n2である。いくつかの実装形態では、n0>1である。いくつか
の実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角がブリュース
ター角よりも小さくなるように形作られてよい。
【０１３８】
　いくつかの実装形態では、断面について、出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を
有してよく、第1および第2の光学素子は、光学的界面上の各点が出射面から少なくとも対
応する距離d(p)に位置するように配置されてよい。
ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)である。
【０１３９】
　値kは、k<n2であるように正の実数であってよい。いくつかの実装形態では、k/n2は0.8
未満であってよい。いくつかの実装形態では、kは1未満であってよい。いくつかの実装形
態では、値kは次式の通りであってよい。
【０１４０】
【数８】

【０１４１】
　いくつかの実装形態では、光学的界面上の各点は、出射面上の対応する最も近い点から
の距離d(p)であってよい。
【０１４２】
　いくつかの実装形態では、第1の光学素子の対称軸と第2の光学素子の対称軸は同一線上
にあってよい。1つまたは複数の発光素子を第1の光学素子の対称軸に対して対称に位置さ
せてよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の光学素子は、軸に沿って延びてよく
、軸に沿って実質的に変化しない断面を有してよい。いくつかの実装形態では、出射面は
球面または円筒面であってよい。
【０１４３】
　いくつかの実装形態では、媒質は気体であってよい。気体は空気であってよい。いくつ
かの実装形態では、1つまたは複数の発光素子は発光ダイオードを含んでよい。いくつか
の実装形態では、1つまたは複数の発光素子によって放出される光は青色光または紫外線
光を含んでよい。いくつかの実装形態では、散乱中心は、1つまたは複数の発光素子から
受け取られた少なくとも幾分かの光をより長い波長を有する変換光に変換するように構成
された非弾性散乱中心を含んでよい。変換光は黄色光であってよい。非弾性散乱中心は光
変換材料を含んでよい。光変換材料は蛍光体または量子ドット蛍光体を含んでよい。
【０１４４】
　いくつかの実装形態では、透明な材料はプラスチックまたはガラスであってよい。いく
つかの実装形態では、発光デバイスは複数の発光素子を含んでよく、複数の発光素子は異
なる色の光を放出してよい。いくつかの実装形態では、非弾性散乱中心は1つであり、か
つ弾性散乱中心と同一であってよい。
【０１４５】
　様々な引用が参照によって本明細書に組み込まれる。定義を含め、本開示と任意の組み
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込まれた開示が矛盾する場合、本明細書に従うものとする(control)。本明細書において
説明する主題の1つまたは複数の実施形態の詳細は、添付の図面および以下の説明に記載
されている。本主題の他の特徴、態様、および利点は、説明、図面、および特許請求の範
囲から明らかになろう。
【図面の簡単な説明】
【０１４６】
【図１Ａ】ブリュースターの条件を満たす抽出素子を有するASLV発光デバイスの一例の概
略図である。
【図１Ｂ】ASLV発光デバイスの出力光のスペクトルの一例を示す図である。
【図２Ａ】半球状散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２Ｂ】半球状散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２Ｃ】半球状散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２Ｄ】半球状散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図３】凹状散乱素子を有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図４】平坦な散乱素子を有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図５】平坦な散乱素子と抽出器内部に凹状に形成された回復エンクロージャとを有する
発光デバイスの一例を示す図である。
【図６】凸状散乱素子を有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図７】抽出器によって囲まれた球状散乱素子と回復エンクロージャとを有する発光デバ
イスの一例を示す図である。
【図８】凹状散乱素子と突き出たベースを有する回復エンクロージャとを有する発光デバ
イスの一例を示す図である。
【図９Ａ】複数の発光デバイスと弾性散乱中心および非弾性散乱中心を含む散乱素子とを
有するASLV発光デバイスの一例の概略図である。
【図９Ｂ】弾性散乱中心および非弾性散乱中心を有する散乱素子を含むASLV発光デバイス
の出力光のスペクトルの一例を示す図である。
【図１０Ａ】複数の発光デバイスと弾性散乱中心を含む散乱素子とを有するASLV発光デバ
イスの一例の概略図である。
【図１０Ｂ】弾性散乱中心を有する散乱素子を含むASLV発光デバイスの出力光のスペクト
ルの一例を示す図である。
【図１１】複数の発光デバイスと、凹状散乱素子と、くぼんだベースを有する回復エンク
ロージャとを有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図１２】複数の発光デバイスと凹状散乱素子とを有する発光デバイスの一例を示す図で
ある。
【図１３】システム内ソースフィードバックを有するASLV発光デバイスの一例の概略図で
ある。
【図１４】発光デバイスのデバイス内フィードバックの構成を示す図である。
【図１５】発光デバイスのデバイス内フィードバックの構成を示す図である。
【図１６】発光デバイスのデバイス内フィードバックの構成を示す図である。
【図１７】ASLV発光デバイスにおいてデバイス内光源フィードバックを行うのに使用され
るフィードバック回路の一例の概略図である。
【図１８】出力光の強度分布を制御する非球面非平面光学的界面を有するASLV発光デバイ
スの一例の概略図である。
【図１９Ａ】楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図１９Ｂ】楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２０Ａ】楕円形状散乱素子を有する発光デバイスの別の例の態様を示す図である。
【図２０Ｂ】楕円形状散乱素子を有する発光デバイスの別の例の態様を示す図である。
【図２１Ａ】不等の直交軸を含む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示
す図である。
【図２１Ｂ】不等の直交軸を含む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示
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す図である。
【図２１Ｃ】不等の直交軸を含む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示
す図である。
【図２１Ｄ】不等の直交軸を含む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示
す図である。
【図２１Ｅ】不等の直交軸を含む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態様を示
す図である。
【図２２】不等の直交軸を含む楕円形散乱素子を有する複数の発光デバイスを使用する細
長い発光デバイスの一例を示す図である。
【図２３Ａ】回復エンクロージャを囲む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態
様を示す図である。
【図２３Ｂ】回復エンクロージャを囲む楕円形散乱素子を有する発光デバイスの一例の態
様を示す図である。
【図２４Ａ】回復エンクロージャを囲む細長い散乱素子を有する発光デバイスの一例の態
様を示す図である。
【図２４Ｂ】回復エンクロージャを囲む細長い散乱素子を有する発光デバイスの一例の態
様を示す図である。
【図２５Ａ】回復エンクロージャを囲む楕円形セグメントとして形作られた散乱素子を有
する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２５Ｂ】回復エンクロージャを囲む楕円形セグメントとして形作られた散乱素子を有
する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２５Ｃ】回復エンクロージャを囲む楕円形セグメントとして形作られた散乱素子を有
する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２６Ａ】抽出素子に対してずらされかつ回復エンクロージャを囲む球状散乱素子を有
する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２６Ｂ】抽出素子に対してずらされかつ回復エンクロージャを囲む球状散乱素子を有
する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２７Ａ】抽出素子に対してずらされかつ回復エンクロージャを囲む楕円形散乱素子を
有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２７Ｂ】抽出素子に対してずらされかつ回復エンクロージャを囲む楕円形散乱素子を
有する発光デバイスの一例の態様を示す図である。
【図２８】楕円形セグメントとして形作られた抽出器を有する発光デバイスの一例の態様
を示す図である。
【図２９】出力光の強度分布を制御するように配置された3つ以上の部分を含む抽出素子
を有するASLV発光デバイスの一例の概略図である。
【図３０Ａ】半球状散乱素子と角ばった半球として形作られた抽出器とを有する発光デバ
イスの一例の態様を示す図である。
【図３０Ｂ】半球状散乱素子と角ばった半球として形作られた抽出器とを有する発光デバ
イスの一例の態様を示す図である。
【図３０Ｃ】半球状散乱素子と角ばった半球として形作られた抽出器とを有する発光デバ
イスの一例の態様を示す図である。
【図３０Ｄ】半球状散乱素子と角ばった半球として形作られた抽出器とを有する発光デバ
イスの一例の態様を示す図である。
【図３１Ａ】半球状散乱素子と交差楕円柱として形作られた抽出器とを有する発光デバイ
スの一例の態様を示す図である。
【図３１Ｂ】半球状散乱素子と交差楕円柱として形作られた抽出器とを有する発光デバイ
スの一例の態様を示す図である。
【図３１Ｃ】半球状散乱素子と交差楕円柱として形作られた抽出器とを有する発光デバイ
スの一例の態様を示す図である。
【図３１Ｄ】半球状散乱素子と交差楕円柱として形作られた抽出器とを有する発光デバイ
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スの一例の態様を示す図である。
【図３２】段によって分離された2つの出射面を含む抽出素子を有するASLV発光デバイス
の一例の概略図である。
【図３３Ａ】半球状散乱素子と抽出素子の出射面における段とを有する発光デバイスの一
例の態様を示す図である。
【図３３Ｂ】半球状散乱素子と抽出素子の出射面における段とを有する発光デバイスの一
例の態様を示す図である。
【図３４Ａ】楕円形散乱素子と抽出素子の出射面における段とを有する発光デバイスの一
例の態様を示す図である。
【図３４Ｂ】楕円形散乱素子と抽出素子の出射面における段とを有する発光デバイスの一
例の態様を示す図である。
【図３５Ａ】矩形散乱素子と抽出素子の出射面における段とを有する発光デバイスの一例
の態様を示す図である。
【図３５Ｂ】矩形散乱素子と抽出素子の出射面における段とを有する発光デバイスの一例
の態様を示す図である。
【図３６】矩形散乱素子と、段を有し光軸から90°を超えた角度に延びる出射面を含む抽
出素子とを有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図３７】矩形台上に配置された複数の色度の発光デバイスと抽出素子の出射面における
段とを有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図３８】ワイエルシュトラス部と光導波路とを含む抽出素子を有するASLV発光デバイス
の一例の概略図である。
【図３９】複合抽出素子を有する発光デバイスの一例を示す図である。
【図４０】複合抽出素子を有する発光デバイスの別の例を示す図である。
【図４１】複合抽出素子を有する発光デバイスの態様を示す図である。
【図４２】複数の回転対称散乱素子と共通の細長い抽出素子とを有する発光デバイスの一
例を示す図である。
【図４３】細長い散乱素子と細長い抽出素子とを有する発光デバイスの一例を示す図であ
る。
【発明を実施するための形態】
【０１４７】
　異なる図中の同じ要素は同じ参照符号で識別される。
【０１４８】
　図1Aは、発光素子110(LEE)と、散乱素子120(第1の光学素子とも呼ばれる)と、抽出素子
130(第2の光学素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージャ140とを含む発光デバイス100の
一例の概略図を示す。発光デバイス100は、均質化された広帯域の光を広範囲の角度にわ
たって周囲環境に効率的に送る。
【０１４９】
　発光素子110は、動作時に光を生成し放出するように構成される。発光素子110によって
放出される光のスペクトルパワー分布(ポンプ光とも呼ばれる)はたとえば青色であってよ
い。可視光のスペクトルパワー分布は色度と呼ばれる。一般に、発光素子110は、発光素
子全体にわたって電位差を印加するかまたは発光素子に電流を通過させることによってア
クティブ化されたときに、電磁スペクトルの領域または領域の組合せ、たとえば可視領域
、赤外線領域、および/または紫外線領域において放射線を放出するデバイスである。発
光素子110は、単色放出特性、準単色放出特性、多色放出特性、または広帯域スペクトル
放出特性を有してよい。単色または準単色の発光素子の例には半導体発光ダイオード、有
機発光ダイオード、ポリマー/ポリメリック発光ダイオード(LED)が含まれる。いくつかの
実装形態では、発光素子110は、放射線を放出する単一の特定のデバイス、たとえばLEDダ
イであり、あるいは/ならびに一緒に放射線を放出する特定のデバイスの複数のインスタ
ンスの組合せであってよい。そのような発光デバイス110は、内部に特定のデバイスが配
置されるハウジングまたはパッケージを含んでよい。別の例として、発光素子110は1つま
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たは複数のレーザを含み、より具体的には垂直共振器面発光レーザ(VCSEL)および端面発
光レーザなどの半導体レーザを含む。半導体レーザを利用する実施形態では、散乱素子が
レーザ光の空間コヒーレンスおよび時間コヒーレンスを低下させる(たとえばなすく)よう
に働き、このことは人が発光デバイスを直接見る可能性がある場合に有利であり得る。発
光素子110のさらなる例にはスーパールミネセントダイオードおよびその他のスーパール
ミネセントデバイスが含まれる。
【０１５０】
　散乱素子120は、発光素子110から間隔を置いて配置され発光素子110からの光を受け取
るように位置する第1の表面(光入射面とも呼ばれる)を有する。散乱素子120は、発光素子
110からの光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するように配置された散乱中心を
含む。散乱光は、弾性散乱ポンプ光と非弾性散乱ポンプ光とを含む。弾性散乱ポンプ光は
、散乱中心において弾性散乱を受けた光子を含み、非弾性散乱ポンプ光は、散乱中心にお
いて非弾性散乱を受けた光子を含む。たとえば、光子のスペクトル分布は、弾性散乱に起
因して実質的に変化しないか、または非弾性散乱に起因して変化する。弾性散乱では、た
とえば散乱中心において光の屈折を伴う。別の例として、非弾性散乱では、以前に散乱中
心によって吸収された光に起因して散乱中心から光が放出される。本明細書において説明
する技法に関して、非弾性散乱は一般に、1つの可視入射光子または紫外線(UV)入射光子
および1つの可視出射光子に関連付けられる。散乱中心による光の散乱は、光の変換、屈
折、および/またはその他の作用、ならびに/あるいはそれらの組合せなどの作用によるも
のであってよい。1つの散乱中心における非弾性散乱によって生じる複数の出射光子の分
布は、たとえば散乱中心が光変換を行う能力に応じて等方的である。複数の散乱中心にお
ける弾性散乱によって生じる複数の出射光子の分布は、たとえば散乱中心の形状、配置、
および/または組成に応じて等方的である。散乱中心は、各部分がたとえば光の変換、屈
折、またはその他の作用によって各光を1つまたは複数の方向に散乱させる1つまたは複数
の部分を含んでよい。散乱中心は、物質の組成または構造の不連続部を含む。光の伝搬に
おいて所定の乱雑さを実現するには、光が複数の弾性散乱事象を受ける必要がある。した
がって、たとえば、光が単に屈折によって光を散乱させる散乱中心との相互作用によって
散乱するときに、所定の乱雑さを超えるには複数の散乱事象が必要になる。散乱中心は、
たとえば光変換材料(LCM)および/または非光変換材料を含んでよい。LCMを介した光変換
は非弾性散乱の形である。
【０１５１】
　LCMは、以下に図1Bに関連して説明するように、第1のスペクトル分布に従って光子を吸
収し、第2のスペクトル分布に従って光子を放出する材料である。光変換、波長変換、お
よび/または色変換という用語は同じ意味で使用される。光変換材料は、たとえば光輝性
材料または光変換材料とも呼ばれる。光変換材料は、光輝性物質、蛍光物質、蛍光体、量
子ドット、半導体ベースの光変換器などを含んでよい。光変換材料は希土元素を含んでも
よい。
【０１５２】
　図1Bは、青色LEDの放出スペクトル111を示す。青色LEDは、発光デバイス100において発
光素子110として使用されてよい。さらに、図1Bは、散乱中心の吸収スペクトル112および
放出スペクトル113を散乱光のスペクトル115(後者は点線によって表されている)とともに
示す。弾性散乱光のスペクトルパワー分布はポンプ光のスペクトルパワー分布(スペクト
ル111に相当する)と同じである。さらに、散乱中心の吸収スペクトル112は発光素子によ
って放出される光のスペクトル111と重なり合う。非弾性散乱光のスペクトルパワー分布
はポンプ光とは異なる。たとえば、弾性散乱光はポンプ光スペクトル111よりも長い波長
にずれた(たとえば、ストークスシフト)スペクトル113を有する。たとえば、ポンプ光が
青色であり、たとえばスペクトル111に相当する場合、非弾性散乱光は全体的に黄色/琥珀
色であるという特徴を有することがあり、たとえばスペクトル113に相当する。さらに、
散乱光115のスペクトルは、弾性散乱光のスペクトル111と非弾性散乱光のスペクトル113
の組合せである。
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【０１５３】
　このように、散乱素子120は、散乱素子120に入射する実質的にすべての光を散乱させ、
一方、光の実質的な部分を散乱素子120を通過させることによって、発光素子110から受け
取られる光の伝搬方向を実質的にランダム化する。抽出素子130は、出射面を有する、透
明なガラスまたは透明な有機ポリマーなどの透明な材料から形成される。抽出素子130の
出射面は全体的に、湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通過する散乱光
の変化は、概して、たとえば、透過光のさらなる散乱が生じる不透明面または拡散面とは
異なり、概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。抽出素子130は散乱素子120に
接触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があり、光学的
界面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。散乱素子120は、実質的に均一の厚さを有し
、したがって、光学的界面と散乱素子120の第1の表面との間の距離は光学的界面の任意の
点について一定である。さらに、抽出素子130は、光学的界面を通って散乱する光が抽出
素子130に入射するように配置される。抽出素子130の出射面に直接到達する散乱素子120
からの光は順方向光と呼ばれる。
【０１５４】
　さらに、発光デバイス100は、散乱素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する気体(た
とえば、空気)などの媒質を含み、散乱素子120は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1で
ある材料を含む。第1の表面に到達する散乱素子120からの光は逆方向光と呼ばれる。n0<n

1であるので、第1の表面は逆方向光の一部のみが低屈折率媒質内に逃げるのを可能にする
。抽出素子130の透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。したがって、透過す
る順方向光の量は低屈折率媒質内に送られる逆方向光の量よりも多く、発光デバイス100
は散乱光を非対称に伝搬させる。そのような場合、n0とn2との間の非対称度に応じて、散
乱素子120と抽出素子130との間の光学的界面は、順方向光の透過と逆方向光の透過との比
を変化させるのを可能にする。n2がn1以上である場合この比における最大非対称度に達す
る。散乱素子の両側に非対称光学的界面(すなわち、異なる屈折率の不一致)を備える発光
デバイスは、非対称散乱光弁(ASLV)またはASLV発光デバイスと呼ばれる。したがって、発
光デバイス100はASLV発光デバイス100である。
【０１５５】
　抽出素子130の出射面は、出射面に直接当たる散乱光が全内部反射(TIR)をほとんどまた
はまったく受けない透明な表面である。このように、出射面は、散乱素子から出射面まで
直接伝搬し、少なくとも特定の平面内を伝搬する、出射面に当たる光の大部分を透過させ
、第1のパスで抽出素子の周囲に出力する。出射面を通って出力される光は、ASLV発光デ
バイス100によって実現される照明機能または表示機能に使用されてもあるいはASLV発光
デバイス100に連動して働く別の光学系によるさらなる操作に使用されてもよい。
【０１５６】
　いくつかの実装形態では、抽出素子130の出射面は、出射面と同心であり、かつ半径Row
=R1/nを有し、ただしnが抽出素子130の屈折率であるそれぞれの概念上の球または円筒に
よって画定される領域内に光学的界面が配設される、半径R1を有する球状または円筒状の
ドームまたはシェルとして形作られる。そのような構成は、ワイエルシュトラス形状また
はワイエルシュトラス構成と呼ばれる。球状のワイエルシュトラス形状は、伝搬面とは無
関係に対応する概念上のR1/n球によって囲まれる領域を通過する光線に対してTIRを回避
できることに留意されたい。円筒形のワイエルシュトラス形状は、光が対応する概念上の
Row=R1/n円筒によって囲まれる領域を通過する場合でもそれぞれの円筒軸と浅い角度で交
差する平面内を伝搬する光に対してTIRを示すことができる。
【０１５７】
　本明細書において説明する他のASLV発光デバイスが、他の形状および/または光学的界
面に対する他の幾何学的関係を有する出射面を有することに留意されたい。たとえば、抽
出素子130の非球状出射面または非円筒状出射面を使用して光を屈折させ、球状出射面ま
たは円筒状出射面の場合とは異なるように出力強度分布を形作るのを助けることができる
。ワイエルシュトラス形状の定義は、軸が点pにおけるそれぞれの面法線に相当し、かつ2
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*Arcsin(k/n)の頂点を有し、ただしkがnよりも小さい正の数である出射面の点pに対する
、受光円錐とも呼ばれる円錐内に光学的界面が入ることを要件とすることによって、非円
形断面を有する出射面を含むように拡張されてよい。複数のすべての注目する円錐が非零
体積を有する空間を囲むように出射面を構成する必要があることに留意されたい。kが、
抽出素子130を構成する出射面の一方の側の、n>1を有する光学的に密な媒質を、出射面の
反対側の、標準的な温度および圧力条件におけるn～1.00である空気などの代表的な気体
から分離するコーティングされていない出射面におけるTIRの量を決定するパラメータを
指すと仮定されることにさらに留意されたい。実施形態に応じて、kは1よりもわずかに大
きくてよいが、1よりも小さいことが好ましい。k>1である場合、一部のTIRは抽出素子130
内部の出射面の所で生じ得る。いくつかの実施形態では、この場合、光学的界面は、出射
面の点pにおいて出射面に垂直な方向に出射面から少なくともR(p)*(1-k/n)だけ離れる。
ここで、R(p)は点pにおける出射面の局所曲率半径であり、nは抽出素子130の屈折率であ
る。k=1である球状または円筒状の出射面の場合、注目する円錐によって囲まれる境界は
それぞれ、球状ワイエルシュトラス形状または円筒状ワイエルシュトラス形状に相当する
。いくつかの実施形態は、k>1を選択することによってある程度のTIRが可能になるように
構成される。そのような場合、k/nはたとえば、k/n<0.8に限定される。
【０１５８】
　要するに、ASLV発光デバイス100は、光学的界面の半径R0がR0≦Row=R1/n以下であり、
ただしR1およびnがそれぞれ、抽出素子130の半径および屈折率である場合にワイエルシュ
トラス構成を満たすと言われる。同様に、ASLV発光デバイス100の抽出素子130は、屈折率
nを有する抽出素子130の半径R1がR1≧R1w=nRo以上であり、ただしRoがASLV発光デバイス1
00の光学的界面の半径である場合にワイエルシュトラス構成を満たすと言われる。
【０１５９】
　いくつかの実施形態では、出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上の入射角が
ブリュースター角よりも小さくなるように形作られる。この場合、kは、光が少なくとも1
つの平面内を伝搬できるように抽出素子130の出射面でのTIRを回避するように1よりも小
さいだけでなく、特定のフレネル反射も回避されるほど小さくされる。そのような場合、
kとしてはn(1+n2)-1/2よりも小さい値が選択される。たとえば、球状ワイエルシュトラス
形状または円筒状ワイエルシュトラス形状の対称面内を伝搬する光に関しては、半径R0=R
1(1+n2)-1/2の概念上の同心球または同心円筒によって囲まれる領域内を伝搬する光線が
、ブリュースター角以下の角度で出射面に当たる。より一般的には、頂点2*Arctan(1/n)
を有し軸が出射面の点pにおける面法線に相当する点pに対する円錐によって囲まれる方向
内から点pに当たるp偏光は、出射面において反射されない。そのような構成は、ブリュー
スター形状(またはブリュースター構成)と呼ばれ、またはより具体的には、たとえばブリ
ュースター球またはブリュースター円筒と呼ばれる。そのような実施形態では、出射面と
光学的界面との間の距離は次式の距離よりも長い。
【０１６０】
【数９】

【０１６１】
　要するに、ASLV発光デバイス100は、光学的界面の半径R0がR0≦ROB=R1(1+n

2)-1/2以下
であり、ただしR1およびnが、抽出素子130の半径および屈折率である場合にブリュースタ
ー構成を満たすと言われる。抽出素子130の所与の半径R1について、ブリュースター条件
を満たすASLV発光デバイス100の光学的界面が、ワイエルシュトラス条件を満たすASLV発
光デバイス100の光学的界面の最大半径ROWよりも小さい最大半径ROBを有することに留意
されたい。同様に、屈折率nの抽出素子130は、抽出素子130の半径R1がR1≧R1B=nR0(1+n

2)
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+1/2以上であり、ただしR0がASLV発光デバイス100の光学的界面の半径である場合にブリ
ュースター構成を満たすと言われる。ASLV発光デバイス100の光学的界面の所与の半径R0
について、ブリュースター条件を満たす抽出素子130は、ワイエルシュトラス条件を満た
す抽出素子130の最大半径R1Wよりも大きい最小半径R1Bを有することに留意されたい。
【０１６２】
　いくつかの実装形態では、抽出素子130は、細長い形状または細長くない形状を有する
。本明細書において以下に説明するように、抽出素子130は散乱素子120を部分的または全
体的に囲むように形作られてよい。そのような抽出素子130は、1つまたは複数のくぼみま
たは空洞と1つまたは複数の開口部または穴を形成する。開口部および穴は、発光素子110
から光を受け取り、光を散乱素子120の第1の表面に向けるための開口を形成する。したが
って、抽出素子130は、特定の厚さまたは厚さプロファイルを有するシェルまたはその他
の形状として形作られる。
【０１６３】
　いくつかの実装形態では、散乱素子120は抽出素子130によって部分的または完全に囲ま
れ、光学的界面は、散乱素子の表面の対応する部分を含む。いくつかの実施形態では、抽
出素子130と散乱素子120は一体的に形成される。そのような一体的な形成の例では、光学
的界面は、対応する一体的に形成された物体の領域間に描かれる概念上の界面であり、し
たがって、光学的界面は、散乱中心によって形成される界面を実質的に含む。このことは
、散乱素子120が、たとえば抽出素子130を形成するのに使用される材料と同じ材料の内部
に散乱中心を含むときに当てはまることがある。このように、散乱素子120は、変換特性
の所定の空間プロファイルを生成して散乱素子120からの色および/または明るさの均質性
を含む所定の光出力プロファイルを実現するようにタイル、ディスク、球状または非球状
のシェルまたはドーム、管状、角柱状、またはその他の細長いシェル、あるいはその他の
構造として形作られてよい。
【０１６４】
　さらに、回復エンクロージャ140は、散乱素子の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復
エンクロージャ140は、第1の表面を通って媒質内に伝搬する散乱光の幾分かを回復するよ
うに配置され構成される。このことは、回復エンクロージャ140は、散乱光の少なくとも
幾分かの方向を再び散乱素子120に向かうように変更し、したがって、この光の少なくと
も幾分かは散乱素子120から出射して抽出素子130に入る。以下に実施形態を参照して説明
するように、回復エンクロージャ140の設計としては、発光素子110に戻る散乱光(発光素
子において吸収され得る)の量を低減させる設計が選択されてよい。たとえば、回復エン
クロージャ140は、散乱素子120の第1の表面および/またはそのような後方散乱光の方向を
変更する1つまたは複数の追加の光学構成要素によって画定されてよく、かつ/あるいは本
明細書において以下に説明するような散乱素子の特定の構成によって画定されてよい。た
とえば、回復エンクロージャ140は、以下に図4に関連して説明するように散乱素子120の
第1の表面および光学カプラによって形成されてよい。別の例として、回復エンクロージ
ャ140は、以下に図6に関連して説明するように中空の抽出素子130の第1の表面によって形
成されてよい。回復エンクロージャ140から回復された後方散乱光は、光がASLV発光デバ
イス100内を伝搬する際の非対称性をさらに顕著化する。
【０１６５】
　さらに、ASLV発光デバイス100は散乱光を出射面を通して周囲環境内に出力する。ASLV
発光デバイス100によって出力された光のスペクトル115が図1Bに示されている。概して、
散乱素子120は弾性散乱光と非弾性散乱光を十分に混合することができ、したがって、発
光デバイス100から出射した光の色度は、広い範囲の角度にわたって実質的に均一であり
、たとえば等方的である。たとえば、発光デバイス100は、たとえば0.1sr以上、0.3sr以
上、0.5sr以上、1sr以上、2sr以上、πsr以上、4sr以上、2πsr以上、3πsr以上などの立
体角の範囲にわたって5%以下(たとえば、4%以下、3%以下、2%以下、1%以下)だけ変化する
白色点を有する白色光を生成してよい。
【０１６６】
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　一般に、回復エンクロージャ140、散乱素子120、および抽出素子130の形状、サイズ、
および組成は一定ではない。各構成要素の特性は、他の構成要素の特性および発光デバイ
ス100の所望の性能に基づいて選択されてよい。これは、後述の発光デバイスの特定の実
施形態の説明から明らかになろう。
【０１６７】
　ASLV発光デバイス100は一般的な照明などの用途に使用されてよい。さらに、ASLV発光
デバイス100はディスプレイ照明、たとえば投影ディスプレイ、バックライトLCD、看板な
どに使用されてよい。
【０１６８】
　さらに、ASLV発光デバイス100は、本明細書において以下に特定の実施形態について説
明するように従来の押出し成形技術および成形技術ならびに従来の組立て技術を使用して
製造されてよい。ASLV発光デバイス100の構成要素は、1つまたは複数の有機材料および無
機材料、たとえばアクリル、シリコーン、ポリプロピレン(PP)、ポリエチレンテレフタレ
ート(PET)、ポリカーボネート、Kynar(商標)などのフッ化ポリビニリデン、ラッカー、ア
クリル、ゴム、Ryton(商標)などの硫化ポリフェニレン(PPS)、ポリスルフォン、ポリエー
テルイミド(PEI)、ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)、Noryl(商標)などの酸化ポリフェ
ニレン(PPO)、ガラス、石英、ケイ酸塩、接着剤、その他のポリマー、有機ガラスもしく
は無機ガラス、および/または他の材料を含んでよい。
【０１６９】
　図2Aは、半球状散乱素子220を有するASLV発光デバイス200の一例の態様を示す図である
。ASLV発光デバイス200は、発光素子210(たとえば、青色ポンプLED)と、散乱素子220と、
抽出素子230と、平坦な反射体245(たとえば、鏡)とを含む。散乱素子120は、発光素子210
から間隔を置いて配置され、発光素子210からの光を受け取るように位置する第1の表面21
5を有する。発光素子210は平坦な反射体245の(たとえば半径Rdを有する)開口部に挿入さ
れる。いくつかの実装形態では、反射体245は少なくとも散乱素子220の第1の表面まで延
びる。他の実装形態では、反射体245は少なくとも散乱素子230の出射面まで延びる。散乱
素子220は、抽出素子230の内側に抽出素子230の半径R0の空気が充填された半球状エンク
ロージャ240に隣接して配置され、光学的界面225を形成する。エンクロージャ240は、発
光素子210およびその周囲の反射体245を囲む。いくつかの実装形態では、抽出素子230は
、抽出素子230がブリュースター構成R1≧R1Bを満足するように光学的界面225と同心であ
る半径R1の出射面235を有する。ブリュースター半径は、R1B=R0(1+n1

2)+1/2によって与え
られ、ただし、R0はASLV発光デバイス200の光学的界面225の半径であり、n1は抽出素子23
0の材料の屈折率を示す。抽出素子230がブリュースター構成を満足すると、出射面235に
直接当たる散乱光の出射面235上での入射角がブリュースター角よりも小さくなり、した
がって、出射面235に直接当たる散乱光は全内部反射をほとんどまたはまったく受けない
。
【０１７０】
　この例では、不等の屈折率npを有する散乱素子220の内側の材料(屈折率n0)および散乱
素子220の外側の材料(屈折率n1)から光伝搬非対称性が生じる。たとえば、np=1.5およびn

0=1.0であり、すなわち、n0<npである場合、第1の表面215に当たる等方分散光子の大部分
(～75%)がTIRによって散乱素子220内に反射され、わずかな部分(～25%)のみが逆方向に回
復エンクロージャ240内に送られ、そこから幾分かの光子が発光素子210に到達することが
できる。光学的界面225において、条件np≦n1によって、光学的界面225に到達する実質的
にすべての光子が抽出素子230内に移り、ブリュースター条件によってさらに、実質的に
すべてのこれらの光子がTIRを受けずに出射面235を透過して空気中に達する。わずかな部
分(入射角に応じて約～4%まで)のみが出射面235の所のフレネル反射によって戻される。
【０１７１】
　図2Bは、球状光学的界面225上の点から放出され半径R1の球状出射面235の所で反射され
たある量270のランバート分散光が、球状出射面235の中心「O」からそのような点までの
半径方向距離r=RO/ROBにどのように依存するかを示す。図2Bは、光学的界面225が球状で
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あり、したがって、rが光学的界面225の正規化された半径に等しいとさらに仮定した場合
に、ある体積の抽出素子280がどのように半径方向距離rに依存するかも示す。半径方向距
離r=R0/ROBが光学的界面225についてブリュースター半径ROB=R1/sqr(1+(n1)^2)の単位で
示され、R0が光学的界面の(非正規化)半径であることに留意されたい。図2Bに示す状況は
屈折率がn1=1.5である状況を指す。これはプラスチックまたはガラスと空気の界面の例(n

0=1)を表す。反射光の量270は、光学的界面225の半径がブリュースター半径R0=ROBまたは
r=1であるときの出射面235の所で反射される光の量の単位で示されている。体積280は、
光学的界面225の半径がブリュースター半径R0=ROBまたはr=1であるときの半径R1の抽出素
子230の体積の単位で示されている。図2Bに表されるrの上限はr=1.2であり、ワイエルシ
ュトラス半径R0W=R1/n1に相当する。図2Bに示すように、光学的界面225のrをワイエルシ
ュトラス半径(R0=ROWまたはr=1.2)からブリュースター半径(R0=ROBまたはr=1)に小さくす
ると、反射光の量270が50%未満に減り、一方、抽出素子230の体積280が20%未満だけ増え
る。ASLV発光デバイス200がブリュースター条件r≦1を満足する状況では、出射面235に当
たる光の最大入射角はブリュースター角よりも小さく、したがって、法線入射に近くなる
。ブリュースター限界r≦1よりも低い場合、フレネル反射損失270は法線入射の反射係数
の値の約20%以内である((n1/n2-1)/(n1/n2+1))^2。法線入射は「点状」光学的界面、すな
わちr=0に相当する。
【０１７２】
　このように、ブリュースター条件r=1における抽出素子230の体積280は、有利なことに
フレネル反射のみを受ける(r=0)抽出素子230の体積よりも20%少ないが、この場合、不利
なことに反射損失が20%増大する。一方、ブリュースター条件r=1における抽出素子230の
体積280は、ワイエルシュトラス条件r=1.2における抽出素子230の体積280と比較して不利
なことに20%増えるが、この場合、有利なことに反射損失が50%よりも多く低減する。した
がって、ブリュースター半径ROBにほぼ等しい半径R0を有する光学的界面225を含むASLV発
光デバイス200は、合理的な性能/費用比を実現する。いくつかの実装形態では、ASLV発光
デバイス200は、ほぼ0.9*ROB、0.75*ROB、または0.5*ROBである半径R0を有する光学的界
面225を有するように製造されてよい。いくつかの実装形態では、ASLV発光デバイス200は
、ほぼ1.05*ROBまたは1.1*ROBである半径R0を有する光学的界面225を有するように製造さ
れてよい。
【０１７３】
　図2Aに示すASLV発光デバイス200の構造は、(1)散乱素子220から回復エンクロージャ240
に入りポンプに向かう後方散乱を最低限に抑え、(2)大部分の後方散乱した光子が散乱素
子220に戻されるようにし、反射体245上での反射事象を1回以下に抑え、(3)散乱素子220
と抽出素子230との間の屈折率整合光学的界面225に達するあらゆる光子について第1のパ
スを抽出器230内に送ることによって損失傾向をもつ散乱素子220において光子が使用する
平均時間を低減することで、内部光子損失を低減させる。ASLV発光デバイス200は、(たと
えば、蛍光体220と抽出器230との間にエアギャップを有するかまたは非常に薄い抽出器シ
ェル230を有する)対称構造と比較して、ASLV発光デバイス200は発光素子210と散乱素子22
0との間の光子回復エンクロージャ240における光子損失または散乱素子220内の吸収損失
を約係数3xだけ低減させる。
【０１７４】
　図2Dは、ASLV発光デバイス200と同様なASLV発光デバイスによって出力された強度分布2
90を示す。この例では、ASLV発光デバイス200が幾分かの光を逆方向に出力することが望
ましいので、反射体245は抽出素子230の出射面235まで延びる。このように、強度分布290
は順方向バイアスを有するが、散乱素子220の上部から生じて抽出器230の下縁部の方へ伝
搬する光が光軸z軸から>90°の角度に屈折されるので>2π srの立体角をカバーする。
【０１７５】
　図2Cに示すASLV発光デバイス200の例は、出射面235の縁部を越えて延び散乱光の大部分
を順方向(たとえば、z軸の正の方向)に向ける反射体245を有する。図2Dに示すASLV発光デ
バイスによって出力される光の強度分布も出射面235の外側の反射体形状に依存する。た
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とえば、出射面235の外側に延びる反射体245は、出力強度分布を狭くするように上向き、
たとえば+z方向に湾曲または屈曲されてよい。回復エンクロージャ240において光子を効
果的に回復するには、散乱光を散乱素子220に戻すように反射率の高い材料から反射体245
を製造することが重要である。
【０１７６】
　まず、同じ反射率を有する鏡面反射体および拡散反射体245はASLV発光デバイス200にお
いて同等の性能を示すと考えられる。ブリュースター抽出素子235と反射体245の交差点で
は、ある拡散率が導波モードを抑制する助けになり、このようなモードを「エスケープ」
モード(すなわち、ASLV発光デバイス200から漏れるかまたは逃げるモード)に変換する。
選択される拡散率は一定でなくてよい。いくつかの反射材料は、拡散率が高くなると反射
率がわずかに低下する。選択される拡散率は、効率を考慮するとともに角度強度分布など
の他のランプ設計パラメータを考慮することによって決定されてよい。
【０１７７】
　本明細書では、散乱素子の細長い実施形態の特定の例について以下に図19～図25に関連
して説明する。本明細書では、抽出素子の細長い実施形態の追加の例について以下に図28
および図30～図31に関連して説明する。
【０１７８】
　上述の実施形態は半球状散乱素子を含むが、本明細書において以下に説明するように散
乱素子の他の凹形状も考えられる。たとえば、図3は、大部分が凹状である散乱素子320を
有するASLV発光デバイス300を示す。発光デバイス300は、反射体345の開口部に挿入され
た発光素子310と、ポンプ310を囲み、かつ反射体345を取り囲む抽出素子330の空気が充填
された回復エンクロージャ340の内側に堆積させた散乱素子320とを含む。散乱素子320は
、均一の厚さを有し、抽出素子330と光学的界面325を形成し、したがって、抽出素子330
の屈折率n1は散乱素子320の屈折率np以上である。抽出素子330は、光学的界面325の範囲
の大部分についてブリュースター条件を満足する半径R1の出射面335を有する。具体的に
は、図3に示す例において、光学的界面325は出射面335と同心の半径ROBの公称球内に含ま
れる。そのような凹状散乱素子を有する発光デバイスの他の例について以下に説明する。
【０１７９】
　図4は、平面状散乱素子420を有する、断面図で示されたASLV発光デバイス400の一例を
示す。ASLV発光デバイス400は、散乱素子420に加えて、抽出素子410と一次光学サブシス
テム402とを含む。この例では、ASLV発光デバイス400は電球として構成される。一次光学
サブシステム402はLEE460と光学カプラ450とを含む。ASLV発光デバイス400は、LEE460を
通過する軸zに対して回転対称である。
【０１８０】
　動作時には、発光素子460がポンプ光を放出し、ポンプ光の少なくとも幾分かが光学カ
プラ450を通って散乱素子420の光入射面415の方へ伝搬する。光学カプラ450は、LEE460か
らの光の急な入射角を維持するように発光素子460からの光をコリメートするように構成
される。急な入射角を維持すると光入射面415においてフレネル反射の量が低減し、後方
反射される光源光の全体的な量が低減し、したがって、ASLV発光デバイス400の全体的な
効率が向上すると考えられる。光学カプラ450は、鏡面反射マントル、拡散反射マントル
、TIR反射マントル、またはその他の反射性マントル451を実現するように構成されてよい
。したがって、光学カプラ450は、実質的に中実の物体または空洞を有する物体として構
成されてよい。
【０１８１】
　光学カプラ450は、円錐状の断面を有し、名目上z軸に対して回転対称である。概して、
他の形態の光カプラを使用してよい。たとえば、光学カプラは、正多角形または不規則多
角形の断面あるいはその他の構成の断面を有してよい。実施形態に応じて、光学カプラ45
0は、散乱素子420から光入射面415を通って光学カプラ450の方へ逃げて光入射面415に戻
る光の少なくとも幾分かの方向を変更するように構成される。このようにして、光学カプ
ラ450および散乱素子420の光入射面415がASLV発光デバイス400の回復エンクロージャを形
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成する。
【０１８２】
　光学カプラ450は、TIRコーティングおよび/または反射性コーティングを使用して光の
方向を定めてよく、したがって、中実または中空の物体として構成されてよい。カプラ45
0は、屈折率が1よりも大きい材料を含む散乱素子420から受け取られた光の回復をさらに
向上させるように、エアギャップによって反射性マントル451から分離された白色表面、
メタリック表面、またはその他の表面を有する拡散反射性、鏡面反射性、またはその他の
反射性を有する円錐状開口部を構成する追加の光学素子と組み合わせて使用される。その
ような追加の光学素子の反射面は、反射性マントル451を通って光学カプラ450から逃げる
光を反射し場合によっては拡散させ、それによって、逃げた光が光学カプラ450に光入射
面415の方へ伝搬するような方向へ再入射する機会を向上させる。光学カプラは、たとえ
ば複合放物集光器、円錐素子、またはその他の素子として構成されてよい。
【０１８３】
　いくつかの実装形態では、抽出素子410は半径R1の中実の球状ドームであり、散乱素子4
20は円形のディスクである。いくつかの実装形態では、抽出素子はゲルまたは液体を含ん
でよい。この例では、散乱素子420は抽出素子410に当接して光学的界面425を形成する。
散乱素子420は、アクティブ(たとえば、非弾性)散乱中心およびパッシブ(たとえば、弾性
)散乱中心を含む。光学素子410および420ならびに一次光学サブシステム402は、散乱素子
420と光学カプラ450との間にギャップ440を維持する適切な支持構造によって所定の位置
に保持される。ギャップ440は、1つまたは複数のLEE460によって生成される青色ポンプ光
から拡散白色光を生成するのに使用される。
【０１８４】
　ギャップ440は空気、何らかの他の気体によって充填されてもまたは排気されてもよい
。ギャップ440は、実質的に均一の厚さを有するように示されているが、より一般的には
、ギャップ440は厚さが一定でなくてもよい。さらに、ギャップ440は比較的幅が狭くてよ
い。たとえば、ギャップ440は厚さが約1mm以下であってよい(たとえば、0.5mm以下、0.2m
m以下)。
【０１８５】
　上述のように、散乱素子420は、発光素子460に面する光入射面415を有する平面状素子
である。
【０１８６】
　エアギャップ440の外周を介して散乱素子420内に送られることなく逃げて、したがって
失われるかまたは望ましくない色度効果を生じさせる(たとえば、不要な青色光)ことがあ
るLEE460からの光の量を低減させるために、いくつかの手段を使用してよい。そのような
手段には、たとえば、エアギャップ440の厚さを薄くすること、散乱素子420の幅を広げる
こと、任意の内側反射面を有する非透過リングをエアギャップの周囲に配設すること、お
よび/またはその他の手段が含まれる。
【０１８７】
　抽出素子410は、屈折率nを有する透明な材料を含む。散乱素子420は、ブリュースター
半径ROBの概念上の球によって画定される空間の一部内に配設される。このことは、光学
的界面425から放出され出射面401に入射する光がブリュースター条件を満足し、出射面で
の入射角としてブリュースター角よりも大きい角度に限定されることを意味する。1つま
たは複数のLEE460からの光が光学カプラ450によってエアギャップ440を介して光入射面41
5に案内され、散乱素子420内に案内される。
エアギャップ440からの光の散乱素子420内への透過は、フレネル損失に起因して入射角に
応じたある程度の反射を受けることがあるが、散乱素子420の光学密度がより高いので全
内部反射は受けない。しかし、散乱素子420内を伝搬し、界面法線に対して臨界角よりも
大きい角度で光入射面415に当たる光はTIRを受ける。
【０１８８】
　散乱素子420に入射する光の幾分かは、散乱素子420によって非弾性的に散乱され、それ
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によって波長変換され、光の伝搬方向がランダム化される。他の部分は、散乱素子420を
通過し、それによって同じく光の伝搬方向がランダム化されるので、波長変換を受けずに
弾性的に散乱される。光は、光の伝搬方向において所定のレベルのランダム化を実現する
ために複数の弾性散乱事象を受けることが必要になることがある。後方散乱されるかまた
は場合によっては散乱素子420内から光入射面415の方へ送られる光は、光入射面415に対
する光の入射角に応じてTIRを受けることがある。同じことが二次表面417に当たる光にも
当てはまる。したがって、そのような光は散乱素子420および/または抽出素子410内に戻
るように方向を変更されることが好ましい。
【０１８９】
　図5は、平面状散乱素子520を含むASLV発光デバイスの別の例を示す。ASLV発光デバイス
500は、支持部材590上に動作可能に配設された発光素子530(たとえば、LEEダイ)を含む。
発光素子530は、発光素子530に電力を供給するための電気的相互接続部を備える。発光素
子530は、発光素子530から光の所定の光学的抽出を行うように構成されたテクスチャ加工
された表面531を有する。散乱素子520が、発光素子530に動作可能に関連付けられ、低屈
折率媒質540によって分離される。低屈折率媒質540は、空気または散乱素子520の屈折率
よりも低い屈折率を実現するその他の材料であってよい。
【０１９０】
　散乱素子520幅および発光素子530から散乱素子520までの距離は、散乱素子520が動作条
件の下で発光素子530によって放出される光の所定の部分を取り込むことができるように
発光素子530の発光パターンに基づいて決定される。発光素子530の発光パターンが所定の
ダイバージェンスを有するので、散乱素子520は発光素子530よりも幅が広い。ダイバージ
ェンスは、発光素子530の特性および発光素子530と低屈折率媒質540との間の光学境界の
特性に依存する。
【０１９１】
　散乱素子520は、発光素子530を囲む周辺エンクロージャ525によって支持される。周辺
エンクロージャ525および散乱素子520は、実施形態に応じて同じ材料で形成されてもまた
は異なる材料で形成されてもよい。周辺エンクロージャ525と散乱素子520は一体的に形成
されてもまたは他の形態に形成されてもよい。周辺エンクロージャ525は、ポンプ光が発
光素子530から逃げるのを妨げるように発光素子530を囲んでいる。したがって、周辺エン
クロージャ525は、ポンプ光を変換光に変換し、散乱素子520によって生成される光と同様
の特性を有する混合光を生成するように構成されてよい。周辺エンクロージャ525は、散
乱素子520と支持部材590との間を適切に熱接触させるようにさらに構成されてよい。
【０１９２】
　抽出素子510は、屈折率nを有する透明な材料から形成され、回転対称ドーム、たとえば
半径R1の球のセグメントとして構成される。散乱素子520は矩形プレートとして構成され
る。図5に示す例では、散乱素子520および抽出素子510はブリュースター条件に従って構
成される。したがって、散乱素子520は、ドーム球510の出射面515と同心の半径ROBの概念
上の球内に含まれる。散乱素子520は弾性散乱と非弾性散乱とを含む。この例示的なLEEは
、発光素子530によって生成される青色ポンプ光から拡散白色光を生成するのに使用され
る。
【０１９３】
　発光素子530に近接する低屈折率媒質の一部が、低屈折率媒質よりも光学密度が高く、
かつ残りの低屈折率媒質との光を適切に透過させる光学的界面を形成する封止材(たとえ
ば、シリコーン封止材または有機封止材)と置き換えられてよいことに留意されたい。そ
のような構成は、より複雑であり、場合によってはLEEパッケージがより大型化するが、
例ASLV発光デバイス500の構成と比較して発光素子530から低屈折率媒質への光抽出作用を
向上させることができる。
【０１９４】
　前述の実施形態は平面状散乱素子を備えるが、概して、散乱素子の形状はそのように限
定されない。図6は、凸状散乱素子620を有するASLV発光デバイス600の一例を示す図であ
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る。ASLV発光デバイス600は、散乱素子620に結合され凸状光学的界面625を形成する抽出
素子630をさらに含む。抽出素子630の屈折率n1は散乱素子620の屈折率以上である。抽出
素子630は、半径R1のドーム状に形作られた出射面635を有する。
【０１９５】
　凸状散乱素子620は、出射面635と同心のブリュースター半径ROBの概念上の球によって
画定される空間の部分内に配設される。このことは、光学的界面625から放出され出射面6
35に入射する光がブリュースター条件を満足し、出射面での入射角についてブリュースタ
ー角よりも大きい角度に限定されることを意味する。
【０１９６】
　ASLV発光デバイス600は、たとえば中空の反射体として構成された光学カプラ645をさら
に含む。光学カプラ645には、低屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填され
る。この構成では、光学カプラ645の中空の反射体と発光素子610に面する散乱素子620の
表面との組合せがASLV発光デバイス600の回復エンクロージャ640を形成する。
【０１９７】
　ASLV発光デバイス600はASLV発光デバイス400と同様の構造を有するが、発光デバイス60
0の抽出素子630は発光デバイス400の抽出素子610よりも高いパワーを有する。このように
、ASLV発光デバイス600は(+z軸に沿った)より強い順方向バイアスを有する。
【０１９８】
　前述の実施形態では、ASLV発光デバイスは、少なくとも1つの反射面を備える回復エン
クロージャを備える。しかし、いくつかの実施形態では、回復エンクロージャは反射面を
有さなくてよい。たとえば、図7は、抽出器710によって囲まれた凹状散乱素子720と回復
エンクロージャ740とを有するASLV発光デバイス700の例を示す。ASLV発光デバイス700は
、回転対称の全体的に球状の構成を有し、抽出素子710と、散乱素子720と、動作条件の下
で青色光を放出するように構成された発光デバイス760とを含む。散乱素子720は、アクテ
ィブ散乱中心とパッシブ散乱中心とを含み、発光デバイス760によって生成された青色光
の幾分かを変換して白色光を生成するように構成される。抽出素子710および散乱素子720
は、マルチショットプロセスにおいて射出成形されてよい。ASLV発光デバイス700は、た
とえば、電源、駆動電子機器、電気接続部、および冷却要素との電気機械接続を確立する
ためのソケットをさらに含んでよい。
【０１９９】
　抽出素子710および散乱素子720は、屈折率がたとえば約1.5～1.7以上である材料を含む
。抽出素子710および散乱素子720は入れ子式の球状シェルとして構成される。散乱素子72
0は、低屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填された中空の回復エンクロー
ジャ740として形成された空洞を含む。散乱素子720は、壁717によって囲まれた開口を画
定し、発光デバイス760の各側面に実質的に当接し、したがって、作動状態の間に発光デ
バイス760からの実質的にすべての光が回復エンクロージャ740に放出される。
【０２００】
　回復エンクロージャ740内から見た、散乱素子720自体に対して散乱素子720によって占
有される立体角は、2πに近くてよく、または場合によっては2πマイナスエプシロンと呼
ばれる。同様に、回復エンクロージャ740内の点に対して散乱素子720によって占有される
立体角は、4πに近くてよく、または場合によっては4πマイナスエプシロンと呼ばれる。
同じことが複数の発光デバイス760を有する実施形態における全累積立体角に当てはまる
。対応する発光デバイスは、上記のことに応じて参照することができる。したがって、散
乱素子720から生じて発光デバイス760に当たる光の量と散乱素子720に当たる光の量との
比は、ASLV発光デバイス700の幾何学的態様によってある程度調節されてよい。
【０２０１】
　抽出素子710の出射面は球面であり、半径R1を有する。散乱素子720は、ブリュースター
半径ROBの概念上の球によって画定される空間の一部内に抽出素子710と同心に配設される
。図7に示す例では、散乱素子720と抽出素子との間に形成される光学的界面は実質的にブ
リュースター球である。このことは、光学的界面720から放出され抽出素子710の出射面に
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入射する光がブリュースター条件を満足し、出射面での入射角についてブリュースター角
よりも大きい角度に限定されることを意味する。
【０２０２】
　回復エンクロージャ740から散乱素子720内に伝搬する光は、フレネル損失に起因して入
射角に応じたある程度の反射を受けるが、散乱素子720の光学密度が回復エンクロージャ7
40内部の低屈折率媒質よりも高いので全内部反射は受けない。再び回復エンクロージャ74
0に向けられかつTIRを受けない散乱素子720内部からの光は、散乱素子720から回復エンク
ロージャ740内に逃げる。どちらの種類の光も、吸収されずに回復エンクロージャ740内を
伝搬し、散乱素子720上のどこかに当たり、再循環されてASLV発光デバイス700によって出
力される光になるか、または発光デバイス760に当たって熱に変換される可能性が高くな
ることがある。散乱素子720の直径に対する発光デバイス760のサイズに応じて、後方散乱
された光が熱となって失われる可能性が比較的低くなることがあり、ASLV発光デバイス70
0の光学効率が比較的高くなることがある。
【０２０３】
　散乱素子720から抽出素子710内に散乱する光は、ASLV発光デバイス700がブリュースタ
ー条件を満足するので出射面の所でTIRを受けない。しかし、フレネル反射に起因して、
そのような光の幾分かのみがASLV発光デバイス700の周囲領域に送られる。反射された部
分は散乱素子720と相互作用し、それに応じて伝搬する。
【０２０４】
　図8は、凹状散乱素子820と突き出たベース850を有する回復エンクロージャ840とを有す
るASLV発光デバイス800の一例を示す図である。ASLV発光デバイス800は、発光素子860と
、散乱素子820と、回復エンクロージャ840とをさらに含む。発光素子860は、動作条件の
下で青色光を放出するように構成される。散乱素子820は、抽出器810によって少なくとも
部分的に囲まれる。さらに、散乱素子820は、アクティブ散乱中心とパッシブ散乱中心と
を含み、発光デバイス860によって生成された青色光の幾分かを変換して白色光を生成す
るように構成される。抽出素子810および散乱素子820は、屈折率がたとえば約1.5～1.7以
上である材料を含む。回復エンクロージャ840には、低屈折率媒質、たとえば空気または
不活性ガスが充填される。ASLV発光デバイス800は、電源、駆動電子機器、電気接続部、
および冷却要素との電気機械接続を確立するためのソケットにベース850を介して結合さ
れる。
【０２０５】
　ASLV発光デバイス800は、球状セグメントの(z軸に対して)回転対称構成を有する。抽出
素子810および散乱素子820は、球状セグメントとして形作られた入れ子式シェルとして構
成される。さらに、抽出素子810および散乱素子820は、マルチショットプロセスにおいて
射出成形されてよい。抽出素子810は、環状の平坦な表面817を含む。いくつかの実装形態
では、環状の表面817は、散乱光を散乱素子820から抽出素子810の出射面に反射する反射
体を含む。他の実装形態では、環状の表面817はコーティングされず、散乱素子820からの
散乱光は、環状の表面817の所で抽出素子810の出射面の方へ内部反射するかまたは抽出素
子810の出射面を透過して周囲に達し得る。ASLV発光デバイス800によって環状の表面817
を通して出力される光は、強度分布の逆方向部分として出力される。
【０２０６】
　発光素子860はベース850の頂面上に取り付けられる。散乱素子820は、環状の表面817の
内径に揃えられてベース850を収容する開口を画定し、したがって、発光素子860からの実
質的にすべての光が作動状態の間に回復エンクロージャ840に放出される。ベース850は、
回復エンクロージャ840内部に突き出し、円錐台またはピラミッドとして形作られる。ベ
ース850の側面は、回復エンクロージャ840に面するように配置され、散乱素子820から後
方散乱される黄色光および青色光を反射するように構成された反射性コーティングを有す
る。このように、回復エンクロージャ840は、散乱素子820の光入射面と突き出したベース
850の反射側面との組合せによって形成される。
【０２０７】
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　回復エンクロージャ840から散乱素子820内に伝搬する光は、フレネル損失に起因して入
射角に応じたある程度の反射を受けるが、散乱素子820の光学密度が回復エンクロージャ8
40内部の低屈折率媒質よりも高いので全内部反射は受けない。再び回復エンクロージャ84
0に向けられかつTIRを受けない散乱素子820内部からの光は、散乱素子820から回復エンク
ロージャ840内に逃げる。どちらの種類の光も、吸収されずに回復エンクロージャ840内を
伝搬し、(i)散乱素子820上のどこかに当たり、再循環されてASLV発光デバイス800によっ
て出力される光になるか、または(ii)発光素子820に再入射する前にベース850の側面から
1回反射されるか、または(iii)発光デバイス860に当たって熱に変換される可能性が高く
なることがある。散乱素子820の直径に対する発光デバイス860のサイズに応じて、後方散
乱された光が熱となって失われる可能性が比較的低くなることがあり、ASLV発光デバイス
800の光学効率が比較的高くなることがある。
【０２０８】
　抽出素子810の出射面は球面であり、半径R1を有する。散乱素子820は、ブリュースター
半径ROBの概念上の球によって画定される空間の一部内に抽出素子810と同心に配設される
。図8に示す例では、散乱素子820と抽出素子との間に形成される光学的界面は実質的にブ
リュースター球である。このことは、散乱素子820から放出され抽出素子810の出射面に入
射する光がブリュースター条件を満足し、出射面での入射角についてブリュースター角よ
りも大きい角度に限定されることを意味する。散乱素子820から抽出素子810内に散乱する
光は、ASLV発光デバイス800がブリュースター条件を満足するので出射面の所でTIRを受け
ない。しかし、フレネル反射に起因して、そのような光の幾分かのみがASLV発光デバイス
800の周囲領域に送られる。反射された部分は散乱素子820と相互作用し、それに応じて伝
搬する。
【０２０９】
　ASLV発光デバイスの上述の実施形態の各々は単一の発光素子を含むが、実施形態は概し
て、複数の発光素子を含んでよい。図9Aを参照すると分かるように、ASLV発光デバイス90
0は第1および第2の発光素子910を含む。ASLV発光デバイス900は、散乱素子920(第1の光学
素子とも呼ばれる)と、抽出素子930(第2の光学素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージ
ャ940とをさらに含む。
【０２１０】
　第1の発光素子は、動作時に第1のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構
成され、第2の発光素子は、動作時に第1のスペクトルパワー分布とは異なる第2のスペク
トルパワー分布を有する光を生成するように構成される。第1の発光素子によって放出さ
れる光(ポンプ光とも呼ばれる)のスペクトルパワー分布は青色であってよく、第2の発光
素子によって放出される光のスペクトルパワー分布はたとえば赤色であってよい。散乱素
子920は、第1および第2の発光素子910から間隔を置いて配置され第1および第2の発光素子
910からの光を受け取るように位置する第1の表面(光入射面とも呼ばれる)を有する。散乱
素子920は、第1の発光素子からの青色光を、実質的に等方的に散乱される変換光、たとえ
ば黄色光に変換するように配置された非非弾性散乱中心と、第2の発光素子からの光を実
質的に等方的に散乱させるように配置された弾性散乱中心とを含む。このようにして、散
乱素子920は、第2の発光素子からの赤色散乱光と黄色変換光とを含む混合光を生成し、し
たがって、混合光は(黄色と赤色とを含む)混合スペクトルパワー分布を有する。いくつか
の実装形態では、散乱素子920の弾性散乱中心は、第1の発光素子からの光の幾分かをさら
に実質的に等方的に散乱させる。そのような場合、散乱素子920は、第2の発光素子からの
赤色散乱光と、第1の発光素子からの青色散乱光と、黄色変換光とを含む混合光を生成し
、したがって、混合光は(青色と黄色と赤色とを含む)混合スペクトルパワー分布を有する
。
【０２１１】
　図9Bは、青色LEDの放出スペクトル911および赤色LEDの別の放出スペクトル914を示す。
青色LEDおよび赤色LEDはそれぞれ、ASLV発光素子デバイス900において第1の発光素子およ
び第2の発光素子として使用されてよい。さらに、図9Bは非弾性散乱中心の吸収スペクト
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ル912および放出スペクトル913を示す。非弾性散乱中心の放出スペクトル913は変換光の
スペクトルに相当する。散乱された赤色光または青色光のスペクトルパワー分布はそれぞ
れ、第2の発光素子または第1の発光素子のスペクトルパワー分布(それぞれスペクトル914
または911に対応する)と同じである。さらに、散乱中心912の吸収スペクトルは第1の発光
素子910によって放出される光のスペクトルと重なり合う。変換光のスペクトルパワー分
布はポンプ光とは異なる。たとえば、変換光はポンプ光スペクトル911よりも長い波長に
ずれた(たとえば、ストークスシフト)スペクトル913を有する。たとえば、ポンプ光が青
色であり、たとえばスペクトル911に相当する場合、変換光は全体的に黄色/琥珀色である
という特徴を有することがあり、たとえばスペクトル913に相当する。さらに、図9Bは、
青色ポンプ光が完全に黄色光に変換される場合に相当する混合光のスペクトル915(点線で
表されている)を示す。この場合、混合光915のスペクトルは、弾性散乱赤色光のスペクト
ル914と変換黄色光のスペクトル913の組合せである。さらに、図9Bは、混合光の別のスペ
クトル917(点線で表されている)を示す。混合光917のスペクトルは、弾性散乱青色光およ
び弾性散乱赤色光のスペクトル911および914と変換黄色光のスペクトル913の組合せであ
る。
【０２１２】
　再び図9Aを参照すると分かるように、抽出素子930は、出射面を有する透明な材料から
形成される。出射面は全体的に湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通過
する散乱光の変化は、たとえば、透過光の散乱が生じる不透明面または拡散面とは異なり
、概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。抽出素子930は散乱素子920に接触し
、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があり、光学的界面は
散乱素子920の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子930は、混合光の幾分かが光
学的界面を通って抽出素子930に入射するように配置される。
【０２１３】
　さらに、ASLV発光デバイス900は、散乱素子920の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する
媒質を含み、散乱素子920は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透
明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。さらに、回復エンクロージャ940は、散
乱素子920の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復エンクロージャ940は、第1の表面を通
って媒質内に伝搬する混合光の幾分かを回復するように配置され構成される。いくつかの
実装形態では、抽出素子930の出射面は、散乱素子920によって生成され出射面に直接当た
る混合光の出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた
透明な表面である。この場合、抽出素子930は、上記に図1Aに関連して説明したようにワ
イエルシュトラス条件を満足していると言う。いくつかの実装形態では、抽出素子930の
出射面は、散乱素子920によって生成され出射面に直接当たる混合光の出射面上での入射
角がブリュースター角よりも小さくなるように形作られる。この場合、抽出素子930は、
上記に図1Aに関連して説明したようにブリュースター条件を満足していると言う。さらに
、ASLV発光デバイス900は混合光の所定の部分を出射面を通して周囲環境内に出力する。
上述のように、ASLV発光デバイス900によって出力された光のスペクトル915および917の
例が図9Bに示されている。
【０２１４】
　ASLV発光デバイスの上述の実施形態は、弾性散乱中心と非弾性散乱中心とを含む散乱素
子と組み合わされた複数の発光素子を含むが、実施形態は概して、弾性散乱中心のみを含
む散乱素子と組み合わされた複数の発光素子を含んでよい。図10Aは、第1および第2の発
光素子1010と、散乱素子1020(第1の光学素子とも呼ばれる)と、抽出素子1030(第2の光学
素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージャ1040とを含むさらに別のASLV発光デバイス100
0の一例の図を示す。
【０２１５】
　第1の発光素子は、動作時に第1のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構
成され、第2の発光素子は、動作時に第1のスペクトルパワー分布とは異なる第2のスペク
トルパワー分布を有する光を生成するように構成される。たとえば、第1の発光素子によ
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って放出される光のスペクトルパワー分布は青色であってよく、第2の発光素子によって
放出される光のスペクトルパワー分布はたとえば赤色であってよい。散乱素子1020は、第
1および第2の発光素子1010から間隔を置いて配置され第1および第2の発光素子1010からの
光を受け取るように位置する第1の表面(光入射面とも呼ばれる)を有する。散乱素子1020
は、第1および第2の発光素子1010からの光を実質的に等方的に散乱させ、第1の発光素子
からの青色光と第2の発光素子からの赤色光とを含む混合光を生成し、したがって、混合
光が(青色と赤色とを含む)混合スペクトルパワー分布を有するように配置された弾性散乱
中心を含む。いくつかの実装形態では、ASLV発光デバイス1000は、動作時にそれぞれ、第
3および第4のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構成された第3および第4
の発光素子を含む。たとえば、第3のスペクトルパワー分布は緑色であり、第4のスペクト
ルパワー分布は黄色である。この場合、散乱素子の弾性散乱中心は、第3および第4の発光
素子からの光をさらに実質的に等方的に散乱させる。そのような場合、散乱素子1020は、
第2の発光素子からの赤色散乱光と、第1の発光素子からの青色散乱光と、第3の発光素子
からの緑色散乱光と、第4の発光素子からの黄色散乱光とを含む混合光を生成し、したが
って、混合光は(青色と緑色と黄色と赤色とを含む)別の混合スペクトルパワー分布を有す
る。
【０２１６】
　図10Bは、青色LEDの放出スペクトル1011および赤色LEDの別の放出スペクトル1014を示
す。青色LEDおよび赤色LEDはそれぞれ、ASLV発光素子デバイス1000において第1の発光素
子および第2の発光素子として使用されてよい。さらに、図9Bは、ASLV発光デバイスが青
色LEDと赤色LEDとを含む場合に相当する混合光のスペクトル1015(破線で表されている)を
示す。この場合、混合光のスペクトル1015は弾性散乱青色光および弾性散乱赤色光のスペ
クトル1011とスペクトル1014の組合せである。さらに、図10Bは、緑色LEDの放出スペクト
ル1012および黄色LEDの別の放出スペクトル1013を示す。緑色LEDおよび黄色LEDはそれぞ
れ、ASLV発光素子デバイス1000において青色LEDおよび赤色LEDとともに第3および第4の発
光素子として使用されてよい。さらに、図10Bは、発光デバイスが青色LEDと緑色LEDと黄
色LEDと赤色LEDとを含む場合に相当する混合光の別のスペクトル1017(点線で表されてい
る)を示す。この場合、混合光のスペクトル1017は弾性散乱青色光、弾性散乱緑色光、弾
性散乱黄色光、および弾性散乱赤色光のスペクトル1011、1012、1013、および1014の組合
せである。
【０２１７】
　再び図10Aを参照すると分かるように、抽出素子1030は、出射面を有する透明な材料か
ら形成される。出射面は全体的に湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通
過する混合光の変化は、たとえば、透過光の散乱が生じる不透明面または拡散面とは異な
り、概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。抽出素子1030は散乱素子1020に接
触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があり、光学的界
面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子1030は、混合光の幾分かが
光学的界面を通って抽出素子1030に入射するように配置される。
【０２１８】
　さらに、ASLV発光デバイス1000は、散乱素子1020の第1の表面に隣接し屈折率n0を有す
る媒質を含み、散乱素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透明
な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。さらに、回復エンクロージャ1040は、散
乱素子1020の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復エンクロージャ1040は、第1の表面を
通って媒質内に伝搬する混合光の幾分かを回復するように配置され構成される。いくつか
の実装形態では、出射面は、散乱素子1020によって生成され抽出素子1030の出射面に直接
当たる混合光の出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作ら
れた透明な表面である。この場合、抽出素子1030は、上記に図1Aに関連して説明したよう
にワイエルシュトラス条件を満足していると言う。いくつかの実装形態では、出射面は、
散乱素子1020によって生成され抽出素子1030の出射面に直接当たる混合光の出射面上での
入射角がブリュースター角よりも小さくなるように形作られる。この場合、抽出素子1030
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は、上記に図1Aに関連して説明したようにブリュースター条件を満足していると言う。さ
らに、ASLV発光デバイス1000は混合光を出射面を通して周囲環境内に出力する。上述のよ
うに、ASLV発光デバイス1000によって出力された光のスペクトル1015および1017の例が図
10Bに示されている。
【０２１９】
　図11は、複数の発光デバイス1160を有するそのようなASLV発光デバイス1100を示す。さ
らに、ASLV発光デバイス1100は、凹状散乱素子1120とくぼんだベースを有する回復エンク
ロージャ1140とを含む。ASLV発光デバイス1100は全体的に球状の構成を有する。発光デバ
イス1160は、くぼみを有する基板上に動作可能に配設されたポンプ(たとえば、青色)LED
パッケージと赤色LEDパッケージとを含む。LEDパッケージに隣接する表面1150は、くぼん
だ円板として形成され、表面1150に当たった光を効果的に回復エンクロージャ1140内に戻
すように鏡面反射性を有する。この表面1150は、拡散反射性を有してもまたは混合拡散鏡
面反射性を有してもよい。LEDパッケージは基板のくぼみ内に配設される。基板の形状は
ビーム形状に影響を与えるように変更されてよい。
【０２２０】
　散乱素子1120はアクティブ散乱中心とパッシブ散乱中心とを含む。アクティブ散乱中心
は、発光素子デバイス1160によって生成された光を黄色/琥珀色光に変換する(非弾性散乱
させる)ように構成され、パッシブ散乱中心はポンプ光および赤色光を弾性散乱させるよ
うに構成される。このように、散乱素子1120は変換黄色/琥珀色光を散乱青色光および散
乱赤色光と混合して白色光を生成する。抽出素子1110および散乱素子1120は、マルチショ
ットプロセスにおいて射出成形されてよい。ASLV発光デバイス1100は拡散反射層1117とパ
ッシブ冷却器とをさらに含む。ASLV発光デバイス1100は、たとえば、電源、駆動電子機器
、電気接続部、および1つまたは複数のヒートシンクとの電気機械接続を確立するための1
つまたは複数のソケットをさらに含んでよい。ASLV発光デバイス1100は、様々なサイズお
よび構成を有する電球の交換要素として構成されてよい。
【０２２１】
　この例では、抽出素子1110および散乱素子1120は入れ子式の球状シェルとして構成され
る。散乱素子1120は、低屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填された中空の
回復エンクロージャ1140を形成する。抽出素子1110は、拡散反射層1117によって囲まれる
開口を画定する。散乱素子1120は、発光デバイス1160の各側面に実質的に当接し、したが
って、発光デバイスからの実質的にすべての光が作動状態の間に回復エンクロージャ1140
内に放出される。場合によっては完全に球状のシェルの特定の角度部分である球状シェル
の部分をASLV発光デバイス1100によって生成される光のビーム形状および混合に影響を及
ぼすように変更してよい。反射層1117と結合された抽出素子1110の表面の傾斜および/ま
たは発光デバイス1160の基板のくぼみは図示のものと異なってよい。そのような表面は、
効率およびビーム形状に影響を及ぼすように平面状表面とは異なる所定の方法で光を反射
するように非平面状であってもよい。
【０２２２】
　この例では、散乱素子1120は、半径R/nの概念上の球によって画定される空間の一部内
に抽出素子1110と同心に配設され、ただし、Rは抽出素子1110の出射面の半径である。こ
の例では、散乱素子1120は外径R/nを有する球状シェルの形状を有する。散乱素子1120がR
/nよりも小さいかまたは大きい外径を有してよいことに留意されたい。散乱素子1120のす
べてまたは一部がR/nの概念上の同心球の外側に配設されてよいことにも留意されたい。
概して、散乱素子1120が半径R/nの概念上の同心球の外側の空間内のより奥まで入り込む
と、抽出素子1110の出射面においてTIRが生じる可能性がより高くなる。散乱素子1120は
非球状、たとえば正多角形面または不規則多角形面を含む本体を有してよいことにさらに
留意されたい。本明細書において以下に説明するように、他の例の抽出素子が全体的に湾
曲した非球状で非円筒状の出射面を有してよいことにも留意されたい。
【０２２３】
　図12は、複数の発光デバイス1260と凹状散乱素子1220とを有するASLV発光デバイス1200
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の別の例を示す図である。この例では、ASLV発光デバイス1200は、たとえば、このページ
に垂直なy軸に沿って細長く全体的に円筒形の構成を有し、散乱素子1220および複数の発
光デバイス1260に加えて抽出素子1210を含む。発光デバイス1260は、全体的に平面状の基
板上に動作可能に配設された青色LEDパッケージと赤色LEDパッケージとを含む。LEDパッ
ケージ間の基板1245の表面は、この表面に当たった光を効果的に回復エンクロージャ1240
内に戻すように鏡面反射性コーティング、拡散反射性コーティング、混合鏡面拡散反射性
コーティング、またはその他の反射性コーティングを有してよい。散乱素子1220は、アク
ティブ散乱中心とパッシブ散乱中心とを含み、上記に図9～図11に関連して説明したよう
に、発光デバイス1260によって生成された光を変換して白色光を生成するように構成され
る。抽出素子1210および散乱素子1220は、押出し成形されてよい。ASLV発光デバイス1200
は反射層1217とパッシブ冷却器1250とをさらに含む。ASLV発光デバイス1200は、たとえば
、電源、駆動電子機器、および電気接続部との電気機械接続を確立するための1つまたは
複数のソケットをさらに含んでよい。ASLV発光デバイス1200は蛍光管または蛍光管と反射
体との組合せの交換要素として構成されてよい。
【０２２４】
　抽出素子1210および散乱素子1220は入れ子式の円筒状シェルとして構成される。散乱素
子1220は、低屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填された中空の回復エンク
ロージャ1240を形成する。抽出素子1210は、拡散反射層1217によって囲まれる開口を画定
する。散乱素子1220は、発光デバイス1260の各側面に実質的に当接し、したがって、発光
デバイスからの実質的にすべての光が作動状態の間に回復エンクロージャ1240内に放出さ
れる。場合によっては完全に円筒状管の特定の角度部分である円筒状シェルの部分をASLV
発光デバイス1200によって生成される光のビーム形状および混合に影響を及ぼすように変
更してよい。反射層1217と結合された抽出素子1210の表面の傾斜は図示の傾斜と異なって
よい。そのような表面は、平面状表面とは異なる所定の方法で光を反射するように非平面
状であってもよい。したがって、反射層1217は効率に影響を及ぼし、さらにビーム形状に
影響を及ぼすことがある。
【０２２５】
　散乱素子1220は、半径R/nの概念上の円筒によって画定される空間の一部内に抽出素子1
210と同心に配設され、ただし、Rは抽出素子1210の出射面の半径である。この例では、散
乱素子1220は外径R/nを有する円筒状シェルの形状を有する。散乱素子がR/nよりも小さい
かまたは大きい外径を有してよいことに留意されたい。散乱素子のすべてまたは一部がR/
nの概念上の同心円筒の外側に配設されてよいことにも留意されたい。概して、散乱素子
が半径R/nの概念上の同心円筒の外側の空間内のより奥まで入り込むと、抽出素子1210の
出射面においてTIRが生じる可能性がより高くなる。散乱素子1220は非円筒状断面、たと
えば正多角形断面または不規則多角形断面を有してよいことにさらに留意されたい。
【０２２６】
　概して、ASLV発光デバイスの実施形態は、発光素子、散乱素子、抽出素子、およびベー
ス構造に加えて各構成要素を含んでよい。たとえば、図13は、たとえば、システム内光源
フィードバックユニット1350と、発光素子1310と、散乱素子1320(第1の光学素子とも呼ば
れる)と、抽出素子1330(第2の光学素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージャ1340とを含
むASLV発光デバイス1300の一例の概略図を示す。
【０２２７】
　発光素子1310は、動作時に光を生成し放出するように構成される。第1のケースでは、
発光素子1330は1つまたは複数の青色LEDを含む。第2のケースでは、発光素子1310は赤色L
ED、緑色LED、青色LED、または黄色LEDのうちの2つ以上の異なるLEDを含む。散乱素子132
0は、発光素子1310から間隔を置いて配置され発光素子1310からの光を受け取るように位
置する第1の表面(光入射面とも呼ばれる)を有する。散乱素子1320は、発光素子1310から
の光を実質的に等方的に散乱させ散乱光を生成するように配置された散乱中心を含む。散
乱光は、弾性散乱青色光、弾性散乱緑色光、または弾性散乱赤色光および非弾性散乱青色
光を変換黄色光の形で含む。弾性散乱光のスペクトルパワー分布は青色光、緑色光、また
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は赤色光のスペクトルパワー分布と同じであり、非弾性散乱光のスペクトルパワー分布は
たとえば黄色であってよい。弾性散乱青色光、弾性散乱緑色光、弾性散乱黄色光、および
弾性散乱赤色光のスペクトル111、911、1011、1012、1013、1014ならびに非弾性散乱ポン
プ青色光の黄色光の形態のスペクトル113、913が、図1B、図9B、および図10Bに散乱光の
対応するスペクトルとともに示されている。
【０２２８】
　再び図13を参照すると分かるように、抽出素子1330は、出射面を有する透明な材料から
形成される。出射面は全体的に湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通過
する散乱光の変化は、たとえば、透過光のさらなる散乱が生じる不透明面または拡散面と
は異なり、概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。抽出素子1330は散乱素子13
20に接触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があり、光
学的界面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子1330は、光学的界面
を通って散乱する光が抽出素子1330に入射するように配置される。
【０２２９】
　さらに、ASLV発光デバイス1300は、散乱素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒
質を含み、散乱素子1320は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透明
な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。いくつかの実装形態では、出射面は、出
射面に直接当たる散乱光の出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるよ
うに形作られた透明な表面である。この場合、抽出素子1330は、上記に図1Aに関連して説
明したようにワイエルシュトラス条件を満足していると言う。いくつかの実装形態では、
出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上での入射角がブリュースター角よりも小
さくなるように形作られた透明な表面である。この場合、抽出素子1330は、上記に図1Aに
関連して説明したようにブリュースター条件を満足していると言う。さらに、回復エンク
ロージャ1340は、散乱素子の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復エンクロージャ1340
は、第1の表面を通って媒質内に伝搬する散乱光の幾分かを回復するように配置され構成
される。さらに、ASLV発光デバイス1300は散乱光を出射面を通して周囲環境内に出力する
。上述のように、ASLV発光デバイス1300によって出力される光は図1Bに示すスペクトル11
5に対応するスペクトルパワー分布を有する。
【０２３０】
　システム内光源フィードバックユニット1350は、散乱光の出射面を通して出力される前
の部分の一部を受け取るように配置されたセンサを含む。センサは、散乱光の上記の部分
の一部に基づいてセンサ信号を生成するように構成される。さらに、センサは色検出器、
強度検出器、またはその両方の組合せを含む。発光素子1310が1つまたは複数の青色LEDを
含む第1のケースでは、センサは強度センサであり、センサ信号は、散乱青色光および変
換黄色光に対応する強度値を示す。発光素子1310が青色LED、緑色LED、黄色LED、または
赤色LEDのうちの異なる2つ以上を含む第2のケースでは、センサは色センサであり、セン
サ信号は、混合光に対応する色値を示す。第2のケースでは、色センサは、混合光の強度
値を示す強度信号を生成するように構成されてもよい。
【０２３１】
　さらに、システム内光源フィードバックユニット1350は、センサと通信し、センサ信号
に応答して発光素子1310に加えられる電力を調整するように構成された制御回路を含む。
いくつかの実装形態では、センサによって受け取られる散乱光の上記の部分の一部は抽出
素子1330の出射面の所で反射される光に相当する。たとえば、センサは、抽出素子1330の
出射面の所で反射されセンサによって受け取られる光が光学的界面の大部分から得られる
ように配置されてよい。
【０２３２】
　次に、システム内フィードバックユニットを有するデバイスの特定の実施形態を参照す
る。図14は、デバイス内フィードバックの例示的な構成を含むASLV発光デバイス1400を示
す。ASLV発光デバイス1400は、抽出素子1410と、散乱素子1420と、光学カプラ1450と、1
つまたは複数の検出器1490とを含む。ASLV発光デバイス1400は、赤色LED、緑色LED、青色
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LED、または黄色LED1460のうちの2つ以上をさらに含む。散乱素子1420はパッシブ散乱中
心のみを含む。
【０２３３】
　光学カプラ1450は、LEE1460からの光の方向をz軸の周りの所定の角度範囲に変更し、光
を散乱素子1420に適切に入射させるように構成される。光学カプラ1450は、散乱素子1420
から受け取られた所定の量の光を散乱素子1420に戻すASLV発光デバイス1400の回復エンク
ロージャとしてさらに構成される。光学カプラ1450は鏡面反射性の内部1440を有する中空
構成を有する。光学カプラは1つまたは複数の拡散反射ショルダ1453を有する。
【０２３４】
　ASLV発光デバイス1400は1つまたは複数の反射体1480をさらに含む。各反射体1480は、
散乱素子1420から横方向に放出された光の幾分かの方向を1つまたは複数の検出器1490の
うちの対応する検出器の方へ変更するように構成される。光学カプラ1450は、抽出素子14
10および/または散乱素子1420からの幾分かの光を検出器1490に送るのを可能にするよう
に1つまたは複数の検出器1480の各々に関連付けられた開口部または透明な部分1451を有
する。
【０２３５】
　1つまたは複数の検出器1490はRGB検出器として構成されてよい。抽出素子1410は、たと
えばワイエルシュトラス球、円筒、または環状体として構成されてよい。LEE1460は、色
ごとにグループ分けされ、(たとえば、以下に図17に関連して説明する駆動システムのよ
うに)適切な駆動システムと動作可能に相互接続される。動作可能な相互接続部は、LEE14
60を色ごとに独立に制御するのを可能にするように構成される。LEEの各グループは、同
じ色の1つまたは複数のLEE1460を含んでよい。グループ当たりのLEEは、直列に相互接続
され、並列に相互接続され、かつ/または直列と並列の両方に相互接続されてよい。ASLV
発光デバイス1400は、たとえば回転対称構成、細長い構成、環状構成、またはその他の構
成を有してよい。
【０２３６】
　本明細書において説明するように、適切に構成された例示的なASLV発光デバイスは、ラ
ンプ内フィードバックに基づいて独立にアドレス指定可能な多色LEEをフィードバック制
御するのを可能にするのに適切なランプ内色混合を行うことができる。各LEEは放射パタ
ーンを生成する。異なる色のLEEは実質的に異なる放射パターンを有してよい。さらに、
同じ色を有する異なるLEEも実質的に異なる放射パターンを有してよい。組立てプロセス
、LEEの固有の特性、または他の局面によって生じ得る互いに異なるLEEの光軸間のずれに
よって他の問題が生じることがある。散乱素子1420がない場合、結果的に生じる遠視野変
動を特定するのは困難であり、場合によっては望ましくない色変動が生じる。その理由は
、この場合の根本的な原因が、白色光のスペクトル成分ごとに同一の角度分布を確保する
ことが困難であることに遡るからである。一方、適切に構成されたASLV発光デバイス1400
は、散乱素子1420の下流側に色とは無関係の角度強度分布を生成することがある。
【０２３７】
　この例では、検出器1490は、散乱素子1420の後方の光路の下流側の散乱光をサンプリン
グするように配設される。図示の検出器1490は、散乱素子1420の縁部から横方向に放出さ
れる光の幾分かを検出できるように位置する。他の検出器がもしあれば、他の構成を有し
てよい。
【０２３８】
　そのようなランプ色サンプリングは、遠視野における色分布の有効な色混合を表す。適
切に構成された散乱素子1420は、光路におけるさらに下流側の散乱に関連する損失なしに
非常に効率的な色混合を行うことができる。(図17に関連して説明するような)ランプ内サ
ンプリングおよびフィードバックループは、遠視野サンプリングに伴う有線通信コストま
たはワイヤレス通信コストを回避する。これによって、たとえば一般的な照明市場の広範
囲の各分野において費用効果の高いデジタル色調整を実現する場合の顕著な障害を解消す
ることができる。
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【０２３９】
　図15は、デバイス内フィードバックの別の例示的な構成を含むASLV発光デバイス1500を
示す。ASLV発光デバイス1500は、光学素子1510と、散乱素子1520と、光学カプラ1550と、
検出器1590とを含む。ASLV発光デバイス1500は、1つまたは複数の青色ポンプと、発光素
子1560を形成する1つまたは複数の赤色LEDとをさらに含む。散乱素子1520は、青色ポンプ
光を散乱させて白色光に変換し、赤色光を変換なしに散乱させるように構成される。散乱
素子1520はアクティブ散乱中心とパッシブ散乱中心とを含む。光学カプラ1550は、LEE156
0からの光所定の程度にコリメートして、光を散乱素子1520に適切に入射させるように構
成される。
【０２４０】
　光学カプラ1550は、場合によっては散乱素子1520からの光を散乱素子1520に適切に戻す
ように構成されてよい。光学カプラ1550は、鏡面反射性の内部1540を含む中空構成を有し
、したがって、光学カプラ1550は、散乱素子1520と組み合わされて、ASLV発光デバイス15
00の回復エンクロージャを形成する。ASLV発光デバイス1500は、抽出素子1510および散乱
素子1520からの光を抽出素子1510内に反射する(戻す)ように構成された反射体1580をさら
に含む。反射体1580は、光学カプラ1550内の開口部または透明な部分1551に関連付けられ
た開口部または透明な部分1581を有する。開口部または透明な部分1551および1581は、光
学素子1510からの幾分かの光を検出器1590に送るのを可能にする。
【０２４１】
　この例では、1つの検出器1590が設けられ、抽出素子1510における光のCCT(相関色温度)
を表示するCCT検出器として構成される。抽出素子1510はワイエルシュトラス球として構
成される。LEE1560は、色ごとにグループ分けされ、適切な駆動システムと動作可能に相
互接続される。動作可能な相互接続部は、LEE1560を色ごとに独立に制御するのを可能に
するように構成される。LEEの各グループは、同じ色の1つまたは複数のLEE1560を含んで
よい。グループ当たりのLEEは、直列に相互接続され、並列に相互接続され、かつ/または
直列と並列の両方に相互接続されてよい。ASLV発光デバイス1500は回転対称構成を有して
よい。駆動システムは、ASLV発光デバイス1500のCCTおよび光束出力をフィードバック制
御するのを可能にするように構成されてよい。
【０２４２】
　検出器1590は、散乱素子1520の後方の光路の下流側の散乱光をサンプリングするように
配設される。検出器1590は、光学素子1510の外面の所でフレネル反射によって反射され光
学素子1510に戻される光の幾分かを検出できるように位置する。
【０２４３】
　別の例によれば、青色ポンプLEEは白色LEDパッケージと置き換えられてよい。そのよう
な例では、散乱素子は単に光を散乱させるように構成されてよい。
【０２４４】
　図16は、デバイス内フィードバックのさらに別の構成を含むASLV発光デバイス1600を示
す。ASLV発光デバイス1600は、全体的に環状の構成を有し、抽出素子1610と、散乱素子16
20と、発光デバイス1660とを含む。発光デバイス1660は、基板上に動作可能に配設された
赤色LEDパッケージ、緑色LEDパッケージ、青色LEDパッケージ、および黄色LEDパッケージ
のうちの2つ以上を含む。LEDパッケージ間の基板の表面は、表面に当たった光を効果的に
回復エンクロージャ1640内に戻す鏡面反射性コーティングを有する。散乱素子1620は、パ
ッシブ散乱中心を含み、発光デバイス1660によって生成された光を混合して白色光を生成
するように構成される。抽出素子1610および散乱素子1620は、マルチショットプロセスに
おいて押出し成形されてよい。ASLV発光デバイス1600は検出器1690と反射層1617とをさら
に含む。ASLV発光デバイス1600は、たとえば、電源、駆動電子機器、電気接続部、および
冷却要素との電気機械接続を確立するための1つまたは複数のソケットをさらに含んでよ
い。
【０２４５】
　抽出素子1610および散乱素子1620は入れ子式の円筒状シェルとして構成される。散乱素
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子1620は、低屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填された中空の回復エンク
ロージャ1640を形成する。抽出素子1610は、拡散反射層1617によって囲まれる開口を画定
する。散乱素子1620は、発光デバイス1660の各側面に実質的に当接し、したがって、発光
デバイス1660からの実質的にすべての光が作動状態の間に回復エンクロージャ1640内に放
出される。場合によっては完全に円筒状管の特定の角度部分である円筒状セルの部分をAS
LV発光デバイス1600によって生成される光のビーム形状および混合に影響を及ぼすように
変更してよい。反射層1617と結合された抽出素子1610の表面の傾斜は図示の傾斜と異なっ
てよい。そのような表面は、平面状表面とは異なる所定の方法で光を反射するように非平
面状であってもよい。
【０２４６】
　散乱素子1620は、半径R/nの概念上の円筒によって画定される空間の一部内に抽出素子1
610と同心に配設され、ただし、Rは抽出素子1610の出射面の半径である。この構成は、円
筒状ワイエルシュトラス形状と呼ばれることがあり、散乱素子1620の光学接合部からこの
構成の円筒軸に垂直な平面内を直接伝搬するすべての光について出射面でのTIRを回避す
る。この形状は、TIRの臨界角を超えない限り、円筒軸に垂直な平面に対して斜めの平面
内を伝搬する光についてもTIRを回避する。
【０２４７】
　検出器1690は、抽出素子1610における光のCCTを表示するCCT検出器として構成される。
検出器1690は、散乱素子1620の後方の光路の下流側の散乱光をサンプリングするように配
設される。発光デバイス1660のLEDパッケージは、色ごとにグループ分けされ、適切な駆
動システムと動作可能に相互接続される。動作可能な相互接続部は、発光デバイス1660の
LEDパッケージを色ごとに独立に制御するのを可能にするように構成される。LEDパッケー
ジのグループは、同じ色の1つまたは複数のLEDパッケージを含んでよい。グループ当たり
のLEDパッケージは、直列に相互接続され、並列に相互接続され、かつ/または直列と並列
の両方に相互接続されてよい。駆動システムは、ASLV発光デバイス1600のCCTおよび光束
出力をフィードバック制御するのを可能にするように構成されてよい。
【０２４８】
　図17は、ASLV発光デバイスにおいてシステム内光源フィードバックを行うのに使用され
るフィードバック回路1700の概略図を示す。この例では、フィードバック回路1700はフォ
トニック検知ユニット1720とコントローラ1730とを含む。
【０２４９】
　フォトニック検知ユニット1720は、ASLV発光デバイスの散乱素子から下流側に配置され
、ASLV発光デバイスの抽出素子内を伝搬する散乱光を検知する。いくつかの実装形態では
、フォトニック検知ユニット1720は色検出器、強度検出器、またはその両方の組合せを含
んでよい。いくつかの実装形態では、検出器のうちの1つまたは複数は、抽出素子の出射
界面の所でフレネル反射された主として散乱した光が検知されるように構成されてよい。
さらに、1つまたは複数の検出器は、抽出素子の出射面によって反射されセンサによって
受け取られる散乱光が、散乱素子と抽出素子との間の光学的界面の大部分から得られるよ
うに配置されてよい。
【０２５０】
　コントローラユニット1730は、ハードウェア、ソフトウェア、またはその両方の組合せ
として実装されてよい。たとえば、コントローラユニット1730は、専用チップまたは汎用
チップによって実行されるソフトウェアドライバとして実装されてよい。コントローラユ
ニット1730は、フォトニック検知ユニット1720から受け取られる検知信号を解析する。解
析された信号値は、コントローラユニット1730によって、基準値と呼ばれる基準色値また
は基準強度値と比較される。コントローラユニット1730は、たとえば1つまたは複数の参
照テーブル内のそのような基準値にアクセスする。たとえば、コントローラユニット1730
は、抽出素子内を伝搬する散乱光の色度が変化したことが検知されたことに応答して、調
整信号を電力ドライバに選択的に送って異なる色発光素子1710の組合せの相対電力値を調
整する。別の例として、コントローラユニット1730は、抽出素子内を伝搬する散乱光の強
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度が変化したことが検知されたことに応答して、調整信号を電力ドライバに選択的に送っ
て1つまたは複数の発光素子1710の電力値を調整する。
【０２５１】
　場合によっては、フィードバック回路1700は非フォトニック特性検知ユニット1740を含
んでよい。このユニットによって検知される非フォトニック特性の例には、温度、電圧低
下などがある。そのような実装形態では、コントローラユニット1730は、非フォトニック
特性検知ユニット1740から受け取られた非フォトニック検知信号をフォトニック検知ユニ
ット1720から受け取られたフォトニック検知信号と組み合わせて解析する。フォトニック
検知信号と非フォトニック検知信号の解析された組合せの値は、LEE1710を駆動するドラ
イバに調整信号を送るためにコントローラユニット1730によって使用される。
【０２５２】
　本明細書において上記に説明したように、散乱素子の形状は一定でなくてよく、上記で
は非平面状で非球状の形状または円筒形状を有する散乱素子の例について説明した。概し
て、散乱素子の形状としては、ASLV発光デバイスの特定の光学特性をもたらす形状が選択
されてよい。たとえば、図18は、たとえば、発光素子1810と、散乱素子1820(第1の光学素
子とも呼ばれる)と、抽出素子1830(第2の光学素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージャ
1840とを含むASLV発光デバイス1800の一例の概略図を示す。
【０２５３】
　発光素子1810は、動作時に光を生成し放出するように構成される。発光素子1810によっ
て放出される光のスペクトルパワー分布(ポンプ光とも呼ばれる)はたとえば青色であって
よい。可視光のスペクトルパワー分布は色度と呼ばれる。散乱素子1820は、発光素子から
間隔を置いて配置され発光素子1810からの光を受け取るように位置する第1の表面(光入射
面とも呼ばれる)を有する。散乱素子1820は、発光素子からの光を実質的に等方的に散乱
させ散乱光を生成するように配置された散乱中心を含む。散乱光は、弾性散乱ポンプ光と
非弾性散乱ポンプ光とを含む。弾性散乱光のスペクトルパワー分布はポンプ光のスペクト
ルパワー分布と同じであり、非弾性散乱光のスペクトルパワー分布はたとえば黄色であっ
てよい。非弾性散乱ポンプ光のスペクトル111および非弾性散乱ポンプ光のスペクトル113
は、図1Bに散乱光のスペクトル115とともに示されている。
【０２５４】
　再び図18を参照すると分かるように、抽出素子1830は、出射面を有する透明な材料から
形成される。出射面は全体的に湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通過
する散乱光の変化は、たとえば、透過光のさらなる散乱が生じる不透明面または拡散面と
は異なり、概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。抽出素子1830は散乱素子18
20に接触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があり、光
学的界面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子1830は、光学的界面
を通って散乱する光が抽出素子1830に入射するように配置される。
【０２５５】
　さらに、ASLV発光デバイス1800は、散乱素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒
質を含み、散乱素子1820は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透明
な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。いくつかの実装形態では、出射面は、出
射面に直接当たる散乱光の出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるよ
うに形作られた透明な表面である。この場合、抽出素子1830は、上記に図1Aに関連して説
明したようにワイエルシュトラス条件を満足していると言う。いくつかの実装形態では、
出射面は、出射面に直接当たる散乱光の出射面上での入射角がブリュースター角よりも小
さくなるように形作られた透明な表面である。この場合、抽出素子1830は、上記に図1Aに
関連して説明したようにブリュースター条件を満足していると言う。さらに、回復エンク
ロージャ1840は、散乱素子の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復エンクロージャ1840
は、第1の表面を通って媒質内に伝搬する散乱光の幾分かを回復するように配置され構成
される。
【０２５６】
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　さらに、第2の素子の出射面の形状と光学的界面の非球状で非平面状の形状との組合せ
は、(i)散乱光を出射面を通して出力し、かつ(ii)出力光の強度分布を制御するように構
成される。たとえば、組合せは、出力強度分布のピーク強度の方向を制御するように構成
される。このように、出力強度分布は、たとえば二次光学系の入力要件に整合するように
形作られてよい。さらに、ASLV発光デバイス1800によって出力される光は図1Bに示すスペ
クトル115に対応するスペクトルパワー分布を有する。
【０２５７】
　実施形態に応じて、散乱素子1820は、最小で200ミクロン以下の厚さを有する1枚または
複数のシートとして構成されても、あるいは数ミリメートルの長辺または直径と数分の1
ミリメートルの厚さとを有する1つまたは複数の本体として構成されても、あるいは最大
で数センチメートルのサイズおよび最小で1ミリメートル以下程度の厚さを有する1つまた
は複数のドーム状またはボックス状の物体として構成されてよい。
【０２５８】
　いくつかの実装形態では、散乱素子は楕円形である。図19Aは、楕円形散乱素子1920を
有するASLV発光デバイス1900を示す図である。抽出素子1930は、半径R1の出射面1935を有
する。この例では、散乱素子1920は、長軸が概念上のR0半球内の光軸z軸に沿って存在す
る楕円形セグメントとして形作られる。いくつかの実装形態では、R0半球がワイエルシュ
トラス球を表し、一方、他の実装形態では、R0半球がブリュースター球を表す。散乱素子
1920の光入射面および平面状反射体1945から回復キャビティ1940が形成される。回復キャ
ビティ1940は、気体、たとえば空気を充填されるかまたは排気される。散乱素子1920の屈
折率npは抽出素子1930の屈折率n1以下である。平面状反射体1945の開口内に発光素子1910
が配置され、回復キャビティ1940内に光を放出する。いくつかの実装形態では、平面状反
射体1945は横方向に散乱素子1920の外縁部まで延びる。他の実装形態では、平面状反射体
1945は横方向に散乱素子1935の出射面まで延びる。他の実装形態では、平面状反射体1945
はたとえば1.2×R1、1.5×R1、または2.0×R1の半径に相当する抽出素子1935の出射面よ
りも遠い位置まで横方向に延びる。
【０２５９】
　図19Bは、ASLV発光デバイス1900と同様なASLV発光デバイスによって出力された光の強
度分布1990を示す。強度分布1990は、そのようなASLV発光デバイスでは、横方向(x軸の±
方向、単に左右方向または側方と呼ばれる)の放出が好ましく、(z軸に沿った)軸上強度が
犠牲になることを示す。概して、ASLV発光デバイスによって出力される光の強度分布は、
抽出素子1920の最大断面に垂直な方向に沿って偏らされる。
【０２６０】
　図20Aは、楕円形散乱素子2020を有する別のASLV発光デバイス2000を示す図である。こ
の例では、散乱素子2020は、短軸が光軸z軸に沿って存在する楕円形セグメントとして形
作られる。抽出素子2030は、半径R1の出射面2035を有する。この例では、散乱素子2020は
、長軸が概念上のR0半球内の光軸z軸に垂直な楕円形セグメントとして形作られる。いく
つかの実装形態では、R0半球がワイエルシュトラス球を表し、一方、他の実装形態では、
R0半球がブリュースター球を表す。散乱素子2020の光入射面および平面状反射体2045から
回復キャビティ2040が形成される。回復キャビティ2040は、気体、たとえば空気を充填さ
れるかまたは排気される。散乱素子2020の屈折率npは抽出素子2030の屈折率n1以上である
。発光素子2010は、平面状反射体2045の開口内に配置され、回復キャビティ2040内に光を
放出する。いくつかの実装形態では、平面状反射体2045は横方向に散乱素子2020の外縁部
まで延びる。他の実装形態では、平面状反射体2045は横方向に抽出素子2035の出射面まで
延びる。他の実装形態では、平面状反射体2045は、たとえば1.2×R1、1.5×R1、または2.
0×R1の半径に相当する抽出素子2035の出射面よりも遠い位置まで横方向に延びる。
【０２６１】
　図20Bは、ASLV発光デバイス2000と同様なASLV発光デバイスによって出力された光の強
度分布2090を示す。強度分布2090は、そのようなASLV発光デバイスでは、軸上(z軸に沿っ
た方向、または単に順方向と呼ばれる)強度が好ましく、(x軸の±方向における)横方向放
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出が犠牲になることを示す。この場合、散乱素子2020の最大断面(x-y)がx-y断面であるの
で、強度分布はz方向に沿って偏らされる。さらに、散乱素子2020全体がR0半球内に位置
する限り、外側の抽出器/空気界面2035ではTIRがほとんど生じないことに留意されたい。
【０２６２】
　図21A～図21Bは、別のASLV発光デバイス2100の側面断面図を示す。図21Cは同じデバイ
スの底面断面図を示す。ASLV発光デバイス2100は、x軸、y軸、およびz軸に沿った異なる
直交軸を含む楕円形散乱素子2120を有する。この例では、散乱素子2120は、x:y:z方向に
おける比2:1:4を満足する軸を有する半楕円体として形作られる。ASLV発光デバイス2100
は、発光素子2110と、平面状反射体2145と、抽出素子2130とをさらに含む。
【０２６３】
　抽出素子2130は、半球状であり、半楕円状散乱素子2120と同心の半径R1の出射面2135を
有する。散乱素子2120の長軸は、概念上のR0半球内にASLV発光デバイス2100の光軸z軸に
沿って配向される。いくつかの実装形態では、R0半球がワイエルシュトラス球を表し、一
方、他の実装形態では、RO半球がブリュースター球を表す。回復キャビティ2140は、散乱
素子2120の光入射面および平面状反射体2145から形成される。回復キャビティ2140は、気
体、たとえば空気を充填されるかまたは排気される。散乱素子2120の屈折率npは散乱素子
2130の屈折率n1以下である。発光素子2110は、平面状反射体2145の開口内に配置され、回
復キャビティ2140内に光を放出する。いくつかの実装形態では、平面状反射体2145は横方
向に散乱素子2120の外縁部まで延びる。他の実装形態では、平面状反射体2145は横方向に
抽出素子2135の出射面まで延びる。
【０２６４】
　図21Dは、ASLV発光デバイス2100と同様なASLV発光デバイスによって出力された光のx-z
強度分布2190を示す。この例では、反射体2145は抽出素子2130の出射面2135まで延びる。
このように、強度分布2190は順方向バイアスを有するが、散乱素子2120の上部から生じて
抽出器2130の下縁部の方へ伝搬する光が光軸z軸から>90°の角度に屈折されるので>2πsr
の立体角をカバーする。図21Eは、抽出素子2130の出射面2135まで延びる反射体2145を有
するASLV発光デバイス2100の同じ実施形態によって出力された光の強度分布2192を示す。
強度分布2192は、そのようなASLV発光デバイスでは、横方向(y軸の±方向、単に左右方向
または側方と呼ばれる)の放出が好ましく、(z軸に沿った)軸上強度および(x軸に沿った)
長手方向強度が犠牲になることを示す。
【０２６５】
　概して、ASLV発光デバイスによって出力される光の強度分布は、散乱素子2120の最大断
面に垂直な方向に沿って偏らされる。x-z断面はy-z断面またはx-y断面のいずれよりも大
きいので、ASLV発光デバイス2100は出力光の大部分をy方向(横方向)に出力し、一方、よ
り少ない出力光がx方向に(ASLV発光デバイス2100の長手方向に沿って)放出されるかまた
はz方向(順方向)に放出される。
【０２６６】
　別の実装形態では、ASLV発光デバイス2100の散乱素子2120は、x:y:z方向における比4:2
:4を満足する軸を有する半楕円体として形作られてよい。この他のケースでは、x-y断面
およびx-z断面がy-z断面よりも大きいので、ASLV発光デバイス2100は出力光の大部分をz
方向(順方向)およびy方向(横方向)に放出し、一方、出力光の一部のみがx方向に(ASLV発
光デバイス2100の長手方向に沿って)放出される。
【０２６７】
　図22は、ベース基板2205の長手方向x方向に配設された複数のASLV発光デバイス2210を
含む照明器具2200を示す。たとえば、各ASLV発光デバイス2100は、x:y:z方向における比4
:2:4を満足する軸を有する半楕円体として形作られた散乱素子を有するASLV発光デバイス
2100に対応してよい。そのような場合、照明器具2200は光の大部分をz方向(順方向)およ
びy方向(横方向)に出力し、一方、わずかな出力光のみがベース基板2205の長手方向x方向
に沿って出力される。
【０２６８】
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　図23Aは、回復エンクロージャ2340を囲む楕円形散乱素子2320を有するASLV発光デバイ
ス2300を示す図である。ASLV発光デバイス2300は、z軸に対して回転対称の球楕円混合構
成を有し、抽出素子2310と、散乱素子2320と、動作条件の下で青色光を放出するように構
成された発光デバイス2360とを含む。散乱素子2320は、アクティブ散乱中心とパッシブ散
乱中心とを含み、発光デバイス2360によって生成された青色光の幾分かを変換して白色光
を生成するように構成される。抽出素子2310および散乱素子2320は、マルチショットプロ
セスにおいて射出成形されてよい。この例では、楕円状散乱素子2320は抽出素子2310の出
射面と同心に配設され、概念上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半球
がワイエルシュトラス球を表し、一方、他の実装形態では、RO半球がブリュースター球を
表す。
【０２６９】
　ASLV発光デバイス2300は、たとえば、電源、駆動電子機器、電気接続部、および冷却要
素との電気機械接続を確立するためのソケットをさらに含んでよい。
【０２７０】
　抽出素子2310は、外側に球状出射面を有し内側に楕円状面を有するシェルとして構成さ
れる。散乱素子2320は、抽出素子2310の内側に当接する楕円状シェルとして構成される。
散乱素子2320は、低屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填された中空の回復
エンクロージャ2340を形成する。散乱素子2320の形状を変化させると、あるビーム整形度
が実現される。散乱素子2320は、壁2317によって囲まれた開口を画定し、発光デバイス23
60を支持する支柱の各側面に実質的に当接し、したがって、発光デバイスからの実質的に
すべての光が作動状態の間に回復エンクロージャ2340に放出される。発光デバイス2360と
散乱素子2320との間の距離、すなわち散乱素子2320の底部よりも上方の発光デバイス2360
の高さを変化させると、別のビーム整形度が実現される。
【０２７１】
　図23Bは、ASLV発光デバイス2300によって出力された光の強度分布2390を示す。強度分
布2390は、そのようなASLV発光デバイス2300では、(x軸の±方向における)横方向(左右方
向または側方)の放出が好ましく、散乱素子2320の横方向断面が散乱素子2320の軸方向断
面よりも大きいので(z軸に沿った)軸上強度が犠牲になることを示す。
【０２７２】
　図24Aは、回復エンクロージャ2440を囲む細長い散乱素子2420を有するASLV発光デバイ
ス2400を示す。ASLV発光デバイス2400は、回転対称の球円筒混合構成を有し、球状抽出素
子2410と、散乱素子2420と、動作条件の下で青色光を放出するように構成された発光デバ
イス2460とを含む。散乱素子2420は、アクティブ散乱中心とパッシブ散乱中心とを含み、
発光デバイス2460によって生成された青色光の幾分かを変換して白色光を生成するように
構成される。抽出素子2410および散乱素子2420は、マルチショットプロセスにおいて射出
成形されてよい。ASLV発光デバイス2400は、たとえば、電源、駆動電子機器、電気接続部
、および冷却要素との電気機械接続を確立するためのソケットをさらに含んでよい。
【０２７３】
　抽出素子2410は、外側に球状出射面を有し、散乱素子2420に整合するように適切に形作
られた表面を内側に有する。散乱素子2420は、抽出素子2410の内側に被覆され、抽出素子
2410の球状出射面によって決定される特定の概念上の球によって囲まれる領域内に配置さ
れる。いくつかの実装形態では、特定の概念上の球はワイエルシュトラス球である。いく
つかの実装形態では、特定の概念上の球はブリュースター球である。散乱素子2420は、低
屈折率媒質、たとえば空気または不活性ガスが充填された中空の回復エンクロージャ2440
を形成する。散乱素子2420の形状および/または寸法を変化させると、あるビーム整形度
が実現される。
【０２７４】
　図24Bは、ASLV発光デバイス2400によって出力された光の強度分布2490を示す。強度分
布2490は、ASLV発光デバイス2400が(幅が約10°の)2つの幅の狭いローブを出力し、した
がって、2つの幅の狭いローブの各々が(z軸に沿った)軸上成分にほぼ等しい(x軸の+方向
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または-方向における)横方向(左右方向または側方)成分を有することを示す。さらに、AS
LV発光デバイス2400は、2つの幅の狭いローブの大きさの約2分の1である大きさを有する(
z軸に沿った)順方向ローブを出力する。
【０２７５】
　この例では、散乱素子2420は、ドーム状キャップ2421および2423が各端部に配設された
管状の中央部2425を有する。管状の中央部2425は、円筒、角柱、または平行な壁もしくは
先細りの壁を有するその他の物体であってよい。ドーム状キャップ2421および2423は異な
る形状を有してもまたは等しい形成を有してもよい。ドーム状キャップ2421および2423は
、半球状、放物線状、双曲線状、楕円形、またはその他の形状を有してよい。そのような
散乱素子は、図24Aに示す場所以外の場所、たとえば中央部2425の中心における円周に近
接した場所に発光デバイスを位置させるように構成されてよいことに留意されたい。
【０２７６】
　散乱素子2420は、壁2417によって囲まれた開口を画定し、発光デバイス2460を支持する
支柱の各側面に実質的に当接し、したがって、発光デバイスからの実質的にすべての光が
作動状態の間に回復エンクロージャ2440に放出される。
【０２７７】
　図25Aは、(i)楕円形セグメントとして形作られた散乱素子2520と(ii)平面状反射体2545
の組合せによって囲まれる回復エンクロージャ2540を有するASLV発光デバイス2500を示す
。この例では、平面状反射体2545は、x-z平面に垂直であり、y軸に対してある傾斜角度だ
け傾斜する。抽出素子2530は、半径R1の出射面2535を有する。この例では、散乱素子2520
は概念上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半球がワイエルシュトラス
球を表し、一方、他の実装形態では、R0半球がブリュースター球を表す。回復エンクロー
ジャ2540は、気体、たとえば空気を含むか、または排気されてよい。いくつかの実装形態
では、平面状反射体2545は、回復エンクロージャ2540内部の空気と抽出素子2530の材料と
の間の平面状界面の所に形成される。この場合、散乱光(ポンプ光であろうと変換光であ
ろうと)は内部で平面状反射体2545において反射される。他の実装形態では、平面状反射
体2545は反射性材料でコーティングされてよい。
【０２７８】
　散乱素子2520は、壁2517によって囲まれた開口を画定し、発光デバイス2510を支持する
支柱の各側面に実質的に当接し、したがって、発光デバイスからの実質的にすべての光が
作動状態の間に回復エンクロージャ2540に放出される。発光デバイス2510と散乱素子2520
との間の距離、すなわち散乱素子2520の底部よりも上方の発光デバイス2510の高さを変化
させると、別のビーム整形度が実現される。
【０２７９】
　図25Bは、平坦な反射体2545に垂直な平面x-zにおいてASLV発光デバイス2500と同様なAS
LV発光デバイスによって出力された光のx-z強度分布2590を示す。x-z強度分布2590は、AS
LV発光デバイス2500が、z軸に対してある角度に配向された(幅が約5°の)幅の狭いローブ
を出力することを示す。幅の狭いローブの角度は平坦な反射体2545の傾斜角度に相当する
。図25Cは、平坦な反射体2545の法線に対して所与の角度だけ回転させた法線を有する平
面y-zにおけるASLV発光デバイス2500と同様のASLV発光デバイスにより出力される光のy-z
強度分布2592を示す。y-z強度分布2592は、ASLV発光デバイス2500が、それぞれ主としてy
軸の+方向および-方向に配向された2つのサイドローブを出力することを示す。
【０２８０】
　図26Aは、球状抽出素子2630に対して心ずれし、回復エンクロージャ2640を囲む球状散
乱素子2620を有するASLV発光デバイス2600を示す。球状散乱素子2620は、球状抽出素子26
30の出射面2635に対応するワイエルシュトラス球内に含まれる。さらに、球状散乱素子26
20の中心は球状抽出素子2630の中心に対して距離Δzだけずれる。抽出素子2630は、半径R

1の出射面2635を有する。この例では、散乱素子2620は概念上のR0半球内に含まれる。い
くつかの実装形態では、R0半球がワイエルシュトラス球を表し、一方、他の実装形態では
、R0半球がブリュースター球を表す。回復エンクロージャ2640は、気体、たとえば空気を
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含むか、または排気されてよい。
【０２８１】
　散乱素子2620は、壁2617によって囲まれた開口を画定し、発光デバイス2610を支持する
支柱の各側面に実質的に当接し、したがって、発光デバイスからの実質的にすべての光が
作動状態の間に回復エンクロージャ2640に放出される。発光デバイス2610と散乱素子2620
との間の距離、すなわち散乱素子2620の底部よりも上方の発光デバイス2610の高さを変化
させると、別のビーム整形度が実現される。
【０２８２】
　図26Bは、ASLV発光デバイス2600と同様なASLV発光デバイスによって出力された光の強
度分布2690を示す。強度分布2690は、そのようなASLV発光デバイス2400では、軸上(z軸に
沿った方向、または単に順方向と呼ばれる)の放出が好ましく、(x軸の±方向における)横
方向放出が犠牲になることを示す。強度分布2690が軸上に偏る理由は、このデバイスでは
、抽出素子2635の出射面の屈折力が横方向よりも軸上の方が大きいことである。
【０２８３】
　図27Aは、球状抽出素子2710に対して心ずれし、回復エンクロージャ2740を囲む楕円形
散乱素子2720を有するASLV発光デバイス2700を示す。楕円形散乱素子2720は、長軸がx軸
に沿って存在し、球状抽出素子2730の出射面2735に対応するワイエルシュトラス球内に含
まれる。さらに、楕円形散乱素子2720は球状抽出素子2730の中心に対して距離Δzだけず
れる。抽出素子2730は、半径R1の出射面2735を有する。この例では、散乱素子2720は概念
上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半球がワイエルシュトラス球を表
し、一方、他の実装形態では、R0半球がブリュースター球を表す。回復エンクロージャ27
40は、気体、たとえば空気を含むか、または排気されてよい。
【０２８４】
　散乱素子2720は、壁2717によって囲まれた開口を画定し、発光デバイス2710を支持する
支柱の各側面に実質的に当接し、したがって、発光デバイスからの実質的にすべての光が
作動状態の間に回復エンクロージャ2740に放出される。発光デバイス2710と散乱素子2620
との間の距離、すなわち散乱素子2720の底部よりも上方の発光デバイス2710の高さを変化
させると、別のビーム整形度が実現される。
【０２８５】
　図27Bは、ASLV発光デバイス2700と同様なASLV発光デバイスによって出力された光のx-z
強度分布2790を示す。x-z強度分布2790は、x-z平面において、ASLV発光デバイス2700では
、軸上(z軸に沿った方向、または単に順方向と呼ばれる)の放出が好ましく、(x軸の±方
向における)横方向放出が犠牲になることを示す。強度分布2790の軸上バイアスの理由は
、このデバイスでは、抽出素子2735の出射面の屈折力が横方向よりも軸上の方が大きいこ
とである。さらに、ASLV発光デバイス2700と同様のデバイスがASLV発光デバイス2500と同
様のデバイスよりも強い軸上屈折力を有するので強度分布2790が強度分布2590よりも強い
軸上バイアスを有することに留意されたい。
【０２８６】
　ASLV発光デバイスから放出された光の分布は出射面の形状にも依存する。したがって、
出射面の形状を球(回転対称実施形態)および円筒(細長い実施形態)から変化させると、球
実施形態および/または円筒実施形態に対して様々な強度分布を実現することができる。
【０２８７】
　図28は、楕円形セグメントとして形作られた抽出素子2830/2830'を有するASLV発光デバ
イス2800を示す。ASLV発光デバイス2800は、発光素子210と、散乱素子220と、平面状反射
体245とをさらに含む。散乱素子220の光入射面および平面状反射体245から回復エンクロ
ージャ240が形成される。回復エンクロージャは、気体、たとえば空気を充填されるかま
たは排気される。散乱素子220の屈折率npは散乱素子230の屈折率n1以上である。
【０２８８】
　楕円形セグメントが半球230であるASLV発光デバイス2800の構成は、上記に図2Aに関連
して説明したASLV発光デバイス200に相当する。この場合、半球状抽出器230の出射面235
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はブリュースター条件を満足し、したがって、ワイエルシュトラス条件を満足する。しか
し、抽出素子2830(または2830')の頂点は、抽出素子230の頂点と比較して散乱素子220か
らより遠くに離れる。したがって、抽出器2835(または2835')の出射面の構成は、ASLV発
光デバイス200によって出力される光の対応する軸上強度に対して、z軸に沿ってASLV発光
デバイス2800によって出力される光の順方向バイアスまたは軸上強度を増大させる。しか
し、ASLV発光デバイス2800の場合、ASLV発光デバイス2800の出射面2835(または2835')の
側壁が直線的に切り取られているので、ある程度のTIR損失が生じることがある。
【０２８９】
　本明細書において上記に説明したように、ASLV発光デバイスは、(i)抽出素子の出射面
と同心のワイエルシュトラスR/(n1/n0)球に浸漬された散乱素子から光を効率的に抽出す
るように半径Rを有する抽出素子と、(ii)散乱素子によって少なくとも部分的に囲まれ、
散乱素子から逃げる光の大部分を回復エンクロージャ内に戻す回復エンクロージャとを使
用する。より高度な分析によって、入射角が臨界角arcsin(n1/n0)よりも小さいがブリュ
ースター角arctan(n1/n0)よりも大きく、ただしn0が周囲の屈折率であり、たとえば空気
の場合n0=1であり、n1が抽出素子の屈折率であるときに反射係数が大きくなるので、R/(n

1/0)限界でも抽出器の出射面においてかなり顕著な反射損失が生じ得ることが分かった。
【０２９０】
　さらに、本明細書において上記に説明したように、臨界半径またはブリュースター限界
半径よりも小さい散乱素子は、好ましくはブリュースター半径限界内に全体が含まれる限
り、平坦な形状、半球よりも大きいかまたは小さい部分球、または扁長形態と扁平形態の
両方の楕円形などの様々な形状を有してよい。散乱素子のこれらの形状は、最終用途の必
要に応じてASLV発光デバイスの光軸z軸に対してより狭い光束分布パターンまたはより広
い光束分布パターンのいずれかを生成することができる。しかし、強度分布は一般に、AS
LV発光デバイスの対称性に対応する対称性を有する。したがって、回転対称のASLV発光デ
バイスは一般に、同様に回転対称の強度分布パターンを生成する。そのようなASLV発光デ
バイスを方形または矩形のフットプリントを有する部屋などの直線的な環境において使用
すると、グリッド上に間隔を置いて配置されたそのような光源間で対角方向のコーナー間
輝度が低下する。
【０２９１】
　したがって、直線的な空間を照明するのにより適した形状を有するASLV発光デバイスを
形成することができる。たとえば、後述のASLV発光デバイスは、抽出素子の方形出射面を
有し、非対称方形光弁(ASQLV)と呼ばれる。そのようなASQLV発光デバイスは、回転対称の
ASLV発光デバイスよりもコーナー照明が効率的になる。ASQLV抽出器プロファイルの一例
は、円形ではなく方形の平面図(たとえば、上面図のフットプリント)を有する。ASQLV抽
出器は、全体的に単純な円錐状断面である側方断面を有する。ASQLV抽出器のそのような
側方断面の例には円形と扁長楕円形および扁平楕円形が含まれる。他の例では、ASQLV抽
出器の側方断面は放物線状断面および双曲線状断面を含む。他の形状を使用してもよいが
、これらの単純な円錐形はこの技術の一般的な概念を例示するものである。
【０２９２】
　図29は、発光素子2910と、散乱素子2920(第1の光学素子とも呼ばれる)と、抽出素子293
0(第2の光学素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージャ2940とを含むASLV発光デバイス29
00の一例の概略図を示す。
【０２９３】
　発光素子2910は、動作時に光を生成し放出するように構成される。発光素子2910によっ
て放出される光のスペクトルパワー分布(ポンプ光とも呼ばれる)はたとえば青色であって
よい。可視光のスペクトルパワー分布は色度と呼ばれる。散乱素子2920は、発光素子2910
から間隔を置いて配置され発光素子2910からの光を受け取るように位置する第1の表面(光
入射面とも呼ばれる)を有する。散乱素子2920は、発光素子2910からの光を実質的に等方
的に散乱させ散乱光を生成するように配置された散乱中心を含む。散乱光は、弾性散乱ポ
ンプ光と非弾性散乱ポンプ光とを含む。弾性散乱光のスペクトルパワー分布はポンプ光の
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スペクトルパワー分布と同じであり、非弾性散乱光のスペクトルパワー分布はたとえば黄
色であってよい。非弾性散乱ポンプ光のスペクトル111および非弾性散乱ポンプ光のスペ
クトル113は、図1Bに散乱光のスペクトル115とともに示されている。
【０２９４】
　再び図29を参照すると分かるように、抽出素子2930は、出射面を有する透明な材料から
形成される。出射面は全体的に湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通過
する散乱光の変化は、たとえば、透過光のさらなる散乱が生じる不透明面または拡散面と
は異なり、概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。抽出素子2930は散乱素子29
20に接触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があり、光
学的界面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子2930は、光学的界面
を通って散乱する光が抽出素子2930に入射するように配置される。
【０２９５】
　さらに、ASLV発光デバイス2900は、散乱素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒
質を含み、散乱素子2920は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透明
な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。出射面は複数の部分を含む透明な表面で
あり、したがって、出射面の各部分は縁部の所で別の部分に接合される。いくつかの実装
形態では、出射面の各部分は、出射面のこの部分に直接当たる散乱光の出射面の各部分で
の入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られる。この場合、抽出素子
2930は、出射面の各部分について、上記に図1Aに関連して説明したようにワイエルシュト
ラス条件を満足していると言う。いくつかの実施形態では、出射面の各部分は、出射面の
この部分に直接当たる散乱光の出射面の各部分の入射角がブリュースター角よりも小さく
なるように形作られる。この場合、抽出素子2930は、出射面の各部分について、上記に図
1Aに関連して説明したようにブリュースター条件を満足していると言う。
【０２９６】
　さらに、回復エンクロージャ2940は、散乱素子の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回
復エンクロージャ2940は、第1の表面を通って媒質内に伝搬する散乱光の幾分かを回復す
るように配置され構成される。さらに、第2の素子の出射面の複数の部分の形状と光学的
界面の形状との組合せは、(i)散乱光を出射面を通して出力し、かつ(ii)出力光の強度分
布を制御するように構成される。さらに、ASLV発光デバイス2900によって出力される光は
図1Bに示すスペクトル115に対応するスペクトルパワー分布を有する。
【０２９７】
　図30A～図30Bは、半球状散乱素子3020と、x-z断面およびy-z断面が円形でありかつx-y
断面が方形のフットプリントを有する抽出素子3030とを有するASLV発光デバイス3000の一
例の態様を示す。ASLV発光デバイス3000の抽出素子3030は、2つの交差する半円形円筒に
共通する体積を含み、したがって、抽出素子3030は、中心を通る、(平面x-zまたはy-zに
おいて)方形の各辺に平行な断面が半円形であるクッション状物体である。各辺に対する
他の角度でこの中心を通る平面は、方形の対角線に沿って最大偏心度に達する扁平楕円形
断面を有する。ASLV発光デバイス3000の抽出素子3030の最も短い断面は半円であり、最も
長い断面は扁平楕円である。
【０２９８】
　必要に応じて多くの他の選択肢が可能であり、たとえば上記に示した最長の断面は半円
形にされてもよく、その場合、すべての他の断面は扁平楕円ではなく扁長楕円になる。(
平面x-zまたはy-zにおける)各辺に平行な最短の断面と最長の対角断面との間のあらゆる
断面は円形にされてよく、その場合、抽出素子の出射面は最終用途の必要に応じてより幅
の狭い扁長楕円およびより幅の広い扁平楕円になる。抽出素子3035の出射面のこれらの形
態の各々に関して、散乱素子3020は、すべての考えられる光線方向について少なくとも(
ワイエルシュトラス角に相当する)臨界角条件、好ましくはブリュースター角入射条件を
満足する抽出素子の体積内に含まれる。散乱素子3020自体は、散乱素子から得られる光束
分布パターンをさらに制御するために臨界条件体積またはブリュースター条件体積の限界
内の様々な形状を有してよい。
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【０２９９】
　図30Cは、光軸z軸に垂直なx-y平面におけるx-y遠視野照度 (強度分布)3080を示し、図3
0Dは、ASLV発光デバイス3000に対応する光軸z軸を含むx-z平面におけるx-z遠視野照度(強
度分布)3090を示す。ASLV発光デバイス3000の抽出素子3030は、コーニック定数Kが零であ
る(K=0)交差した半円状円筒状に形作られる。対角面は扁平楕円形である。図30C～図30D
に示す結果は、上記に図2A～図2Dに関連して説明した回転対称のASLV発光デバイス200と
比較して、ASLV発光デバイス3000が対角部方向においてより良好な遠視野照度を有し、し
たがって、より良好な領域照度パターンを生成することを示す。抽出器形状のこの例は、
ASLV発光デバイス3000が方形の部屋の対角方向においてより高い強度を生成するのを可能
にし、回転が一様なパターンと比較してコーナーにおいて照度を向上させる。
【０３００】
　クッション状抽出面3035の様々な形態および散乱素子3020の内部有効発光体積の様々な
形態には広範囲の可能な照度パターンまたは強度パターンが利用可能である。
【０３０１】
　図31A～図31Bは、半球状散乱素子3120と、交差した楕円円筒王状に形作られ、円形の対
角断面を有するとともにxy平面において方形フットプリントを有する抽出素子3130とを有
するASLV発光デバイス3100の一例の態様を示す。この例では楕円はK=-0.5を有する。図31
Cは、光軸z軸に垂直なx-y平面におけるx-y遠視野照度(強度分布)3180を示し、図31Dは、A
SLV発光デバイス3100に対応する光軸z軸を含むx-z平面におけるx-z遠視野照度(強度分布)
3190を示す。
【０３０２】
　前述の実施形態は単一の出射面またはファセット出射面を含む抽出素子を備えるが、他
の実施形態も可能である。たとえば、図32は、段によって分離された第1の出射面と第2の
出射面とを有する抽出素子3230を含むASLV発光デバイス3200の一例の概略図を示す。発光
デバイス3200は、発光素子3210と、散乱素子3220(第1の光学素子とも呼ばれる)と、回復
エンクロージャ3240とをさらに含む。
【０３０３】
　発光素子3210は、動作時に光を生成し放出するように構成される。発光素子3210によっ
て放出される光のスペクトルパワー分布(ポンプ光とも呼ばれる)はたとえば青色であって
よい。可視光のスペクトルパワー分布は色度と呼ばれる。散乱素子3220は、発光素子3210
から間隔を置いて配置され発光素子3210からの光を受け取るように位置する第1の表面(光
入射面とも呼ばれる)を有する。散乱素子3220は、発光素子からの光を実質的に等方的に
散乱させ散乱光を生成するように配置された散乱中心を含む。散乱光は、弾性散乱ポンプ
光と非弾性散乱ポンプ光とを含む。弾性散乱光のスペクトルパワー分布はポンプ光のスペ
クトルパワー分布と同じであり、非弾性散乱光のスペクトルパワー分布はたとえば黄色で
あってよい。非弾性散乱ポンプ光のスペクトル111および非弾性散乱ポンプ光のスペクト
ル113は、図1Bに散乱光のスペクトル115とともに示されている。
【０３０４】
　再び図32を参照すると分かるように、抽出素子3230は、透明な材料から形成され、散乱
素子3220に接触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があ
り、光学的界面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子3230は、光学
的界面を通って散乱する光が抽出素子3230に入射するように配置される。
【０３０５】
　さらに、発光デバイス3200は、散乱素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒質を
含み、散乱素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透明な材料は
屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。第1および第2の出射面は全体的に湾曲した透明な
表面である。言い換えれば、第1および第2の出射面を通過する散乱光の変化は、たとえば
、透過光のさらなる散乱が生じる不透明面または拡散面とは異なり、概してスネルの屈折
の法則によって説明され得る。いくつかの実装形態では、第1および第2の出射面は、少な
くとも部分的に透明であり、第1および第2の出射面に直接当たる散乱光の少なくとも幾分
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かの第1および第2の出射面での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作
られる。この場合、抽出素子3230は、各出射面について、上記に図1Aに関連して説明した
ようにワイエルシュトラス条件を満足していると言う。いくつかの実装形態では、第1お
よび第2の出射面は、第1および第2の出射面に直接当たる散乱光の少なくとも幾分かの第1
および第2の出射面での入射角がブリュースター角よりも小さくなるように形作られる。
この場合、抽出素子3230は、各出射面について、上記に図1Aに関連して説明したようにブ
リュースター条件を満足していると言う。さらに、回復エンクロージャ3240は、散乱素子
の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復エンクロージャ3240は、第1の表面を通って媒質
内に伝搬する散乱光の幾分かを回復するように配置され構成される。さらに、ASLV発光デ
バイス3200は散乱光を第1および第2の出射面を通して周囲環境内に出力する。上述のよう
に、ASLV発光デバイス3200によって出力される光は図1Bに示すスペクトル115に対応する
スペクトルパワー分布を有する。
【０３０６】
　たとえば、第1の表面は、発光素子3200の光軸と交差するように配置されてよい。いく
つかの実装形態では、第1の出射面は第2の出射面に対してくぼんでいる。他の実装形態で
は、第2の出射面は第1の出射面に対してくぼんでいる。さらに、段は反射面または透明な
表面の一方を含んでよい。いくつかの実装形態では、第1および第2の出射面の少なくとも
一方は半透明である。
【０３０７】
　段によって分離された複数の出射面を有するASLV発光デバイス3200は、散乱素子3200か
ら出射面に対応する方向に放出される光に対して様々な倍率を実現することができる。こ
のように、出射面の相対倍率を、ASLV発光デバイス3200の強度分布を一方の出射面の方向
に偏らせるように調整してよい。ASLV発光デバイス3200の例示的な実装形態について以下
に図33～図37に関連して説明する。
【０３０８】
　図33Aは、半球状散乱素子3320と、抽出素子3330の第1の出射面3335-1と第2の出射面333
5-2との間に配置された段3333とを有するASLV発光デバイス3300を示す。第1の表面3335-1
は、ASLV発光デバイス3300の光軸z軸と交差するように配置される。ASLV発光デバイス330
0は、発光素子3310と平面状反射体3345とをさらに含む。回復キャビティ3340は、散乱素
子3320の光入射面および平面状反射体3345から形成される。回復キャビティ3340は、気体
、たとえば空気を充填されるかまたは排気される。散乱素子3320の屈折率npは散乱素子33
30の屈折率n1以上である。発光素子3310は、平面状反射体3345の開口内に配置され、回復
キャビティ3340内に光を放出する。
【０３０９】
　散乱素子3320は概念上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半球は第1
の出射面3335-1の半径R11と第2の出射面3335-2の半径R12のうちでより短い方に相当する
ワイエルシュトラス球を表す。たとえば、図33Aに示すように、第1の出射面3335-1は第2
の出射面3335-2に対してくぼんでおり、したがって、第2の出射面3335-2の半径R12は第1
の出射面3335-1の半径R11よりも短い。このように、抽出器3335-2の第2の出射面に関して
ワイエルシュトラス条件が満足される。いくつかの実装形態では、R0半球は、第1の出射
面3335-1の半径R11と第2の出射面3335-2の半径R12のうちでより短い方に相当するブリュ
ースター球を表す。R12<R11であるとき、抽出器3335-2の第2の出射面に関してブリュース
ター条件が満足される。
【０３１０】
　抽出素子3330の第1の出射面3335-1と第2の出射面3335-2との間の段3333における考えら
れるTIR光損失を低減させるために、段3333は両面鏡として形成される。抽出器3330の第2
の出射面3335-2の半径R12はワイエルシュトラス条件を満足するので、中央側で段3333の
鏡に当たる大部分の光線はTIRを受けずに第1の出射面3335-1を透過する。散乱素子3320の
外縁部から抽出器3330の第2の出射面3335-2の上縁部の方へ送られるすべての光線は、段3
333の鏡の外側に当たり、方向が光軸z軸に対して>90°の逆方向に変更される。回復エン
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クロージャ3340の鏡3345の任意の延長部は、これらの光線の大部分を(+z軸に沿って)順方
向に向け戻すことができる。
【０３１１】
　平面状反射体3345は横方向に抽出素子3320の外縁部まで延びる。いくつかの実装形態で
は、平面状反射体3345は、半径R12に等しい距離に相当する第2の出射面3335-2の外縁部ま
で横方向に延びる。他の実装形態では、平面状反射体3345は、たとえばR12とR11の間の距
離または1.2×R11、1.5×R11、もしくは2.0×R11の距離に相当する第2の出射面3335-2よ
りも遠い位置まで横方向に延びる。
【０３１２】
　図33Bは、ASLV発光デバイス3300と同様なASLV発光デバイスによって出力された光の強
度分布3390を示す。ASLV発光デバイス3300の散乱素子とASLV発光デバイス200の散乱素子
はどちらも半球状であるが、強度分布3390は強度分布290よりも強い順方向バイアスを有
する。順方向バイアスが顕著に増大する理由は、ASLV発光デバイス3300の抽出素子3335-1
の中央出射面の屈折力がASLV発光デバイス200の抽出素子235の出射面の対応する部分の屈
折力よりも大きいことである。さらに、強度分布3390は、散乱素子3320の上部から生じて
抽出器3330の下縁部の方へ伝搬する光が光軸z軸から>90°の角度に屈折されるので>2πsr
の立体角をカバーする。
【０３１３】
　図34Aは、楕円形散乱素子3420と、抽出素子3430の第1の出射面3435-1と第2の出射面333
5-2との間に配置された段3433とを有するASLV発光デバイス3400を示す。第1の表面3435-1
は、ASLV発光デバイス3400の光軸z軸と交差するように配置される。ASLV発光デバイス340
0は、発光素子3410と平面状反射体3445とをさらに含む。回復キャビティ3440は、散乱素
子3420の光入射面および平面状反射体3445から形成される。回復キャビティ3440は、気体
、たとえば空気を充填されるかまたは排気される。散乱素子3420の屈折率npは散乱素子34
30の屈折率n1以上である。発光素子3410は、平面状反射体3445の開口内に配置され、回復
キャビティ3440内に光を放出する。
【０３１４】
　半楕円形散乱素子3420は概念上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半
球は第1の出射面3435-1の半径R11と第2の出射面3435-2の半径R12のうちでより短い方に相
当するワイエルシュトラス球を表す。図34Aに示す例では、第1の出射面3435-1は第2の出
射面3435-2に対してくぼんでおり、したがって、第2の出射面3435-2の半径R12は第1の出
射面3435-1の半径R11よりも短い。このように、抽出器3355-2の第2の出射面に関してワイ
エルシュトラス条件が満足される。いくつかの実装形態では、R0半球は、第1の出射面343
5-1の半径R11と第2の出射面3435-2の半径R12のうちでより短い方に相当するブリュースタ
ー球を表す。R12<R11であるとき、抽出器3435-2の第2の出射面に関してブリュースター条
件が満足される。
【０３１５】
　抽出素子3430の第1の出射面3435-1と第2の出射面3435-2との間の段3433における考えら
れるTIR光損失を低減させるために、段3433は両面鏡として形成される。抽出器3430の第2
の出射面3435-2の半径R12はワイエルシュトラス条件を満足するので、中央側で段3433の
鏡に当たる大部分の光線はTIRを受けずに第1の出射面3435-1を透過する。散乱素子3420の
外縁部から抽出器3430の第2の出射面3435-2の上縁部の方へ送られるすべての光線は、段3
433の鏡の外側に当たり、方向が光軸z軸に対して>90°の逆方向に変更される。回復エン
クロージャ3440の鏡3445の任意の延長部は、これらの光線の大部分を(+z軸に沿って)順方
向に向け戻すことができる。
【０３１６】
　平面状反射体3445は横方向に散乱素子3320の外縁部まで延びる。いくつかの実装形態で
は、平面状反射体3445は、半径R12に等しい距離に相当する第2の出射面3435-2の外縁部ま
で横方向に延びる。他の実装形態では、平面状反射体3445は、たとえばR12とR11との間の
距離または1.2×R11、1.5×R11、もしくは2.0×R11の距離に相当する第2の出射面3435-2
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よりも遠い位置まで横方向に延びる。
【０３１７】
　図34Bは、ASLV発光デバイス3400と同様なASLV発光デバイスによって出力された光の強
度分布3490を示す。ASLV発光デバイス3400の散乱素子とASLV発光デバイス1900の散乱素子
はどちらも半楕円形であるが、強度分布3490は強度分布1990よりも強い順方向バイアスを
有する。順方向バイアスが顕著に増大する理由は、ASLV発光デバイス3400の抽出素子3435
-1の中央出射面の屈折力がASLV発光デバイス1900の抽出素子1935の出射面の対応する部分
の屈折力よりも大きいことである。さらに、強度分布3490は、散乱素子3420の上部から生
じて抽出器3430の下縁部の方へ伝搬する光が光軸z軸から>90°の角度に屈折されるので>2
πsrの立体角をカバーする。
【０３１８】
　図35Aは、矩形散乱素子3520と、抽出素子3530の第1の出射面3535-1と第2の出射面3535-
2との間に配置された段3533とを有するASLV発光デバイス3500を示す。図35に示す矩形蛍
光体形状は、ASLV発光デバイス3500の矩形散乱素子3520を対角方向に切断した部分を表す
。第1の表面3535-1は、ASLV発光デバイス3500の光軸z軸と交差するように配置される。AS
LV発光デバイス3500は、発光素子3510と平面状反射体3545とをさらに含む。回復キャビテ
ィ3540は、散乱素子3520の光入射面および平面状反射体3545から形成される。回復キャビ
ティ3540は、気体、たとえば空気を充填されるかまたは排気される。散乱素子3520の屈折
率npは抽出素子3530の屈折率n1以上である。発光素子3510は、平面状反射体3545の開口内
に配置され、回復キャビティ3540内に光を放出する。
【０３１９】
　矩形散乱素子3520は概念上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半球は
第1の出射面3535-1の半径R11と第2の出射面3535-2の半径R12のうちでより短い方に相当す
るワイエルシュトラス球を表す。図35Aに示す例では、第1の出射面3535-1は第2の出射面3
535-2に対してくぼんでおり、したがって、第2の出射面3535-2の半径R12は第1の出射面35
35-1の半径R11よりも短い。このように、抽出器3535-2の第2の出射面に関してワイエルシ
ュトラス条件が満足される。いくつかの実装形態では、R0半球は、第1の出射面3535-1の
半径R11と第2の出射面3535-2の半径R12のうちでより短い方に相当するブリュースター球
を表す。R12<R11であるとき、抽出器3355-2の第2の出射面に関してブリュースター条件が
満足される。
【０３２０】
　抽出素子3530の第1の出射面3535-1と第2の出射面3535-2との間の段3533における考えら
れるTIR光損失を低減させるために、段3533は両面鏡として形成される。抽出器3530の第2
の出射面3535-2の半径R12はワイエルシュトラス条件を満足するので、中央側で段3533の
鏡に当たる大部分の光線はTIRを受けずに第1の出射面3535-1を透過する。散乱素子3520の
外縁部から抽出器3530の第2の出射面3535-2の上縁部の方へ送られるすべての光線は、段3
533の鏡の外側に当たり、方向が光軸z軸に対して>90°の逆方向に変更される。回復エン
クロージャ3540の鏡3545の任意の延長部は、これらの光線の大部分を(+z軸に沿って)順方
向に向け戻すことができる。
【０３２１】
　平面状反射体3545は横方向に散乱素子3520の外縁部まで延びる。いくつかの実装形態で
は、平面状反射体3545は、半径R12に等しい距離に相当する第2の出射面3535-2の外縁部ま
で横方向に延びる。他の実装形態では、平面状反射体3545は、たとえばR12とR11との間の
距離または1.2×R11、1.5×R11、もしくは2.0×R11の距離に相当する第2の出射面3535-2
よりも遠い位置まで横方向に延びる。
【０３２２】
　図35Bは、ASLV発光デバイス3500と同様なASLV発光デバイスによって出力された光の強
度分布3590を示す。強度分布3590は、順方向に偏るが、ASLV発光デバイス3500では、横方
向(x軸またはy軸の±方向、単に左右方向または側方と呼ばれる)の放出が好ましく、(z軸
に沿った)軸上放出が犠牲になることを示す。さらに、強度分布3590は、散乱素子3520の
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上部から生じて抽出器3530の下縁部の方へ伝搬する光が光軸z軸から>90°の角度に屈折さ
れるので>2πsrの立体角をカバーする。
【０３２３】
　図36は、矩形散乱素子3620と、段3633によって分離された第1の出射面3635-1および第2
の出射面3635-2を含む抽出素子3630とを有するASLV発光デバイス3600を示す。さらに、第
2の出射面3635-2は光軸z軸から90°を超えた角度に延びる。第1の表面3635-1は、ASLV発
光デバイス3600の光軸z軸と交差するように配置される。ASLV発光デバイス3600は、発光
素子3610と平面状反射体3645とをさらに含む。回復キャビティ3640は、散乱素子3620の光
入射面および平面状反射体3645から形成される。回復キャビティ3640は、気体、たとえば
空気を充填されるかまたは排気される。散乱素子3620の屈折率npは散乱素子3630の屈折率
n1以上である。発光素子3610は、平面状反射体3645の開口内に配置され、回復キャビティ
3640内に光を放出する。
【０３２４】
　矩形散乱素子3620は概念上のR0半球内に含まれる。いくつかの実装形態では、R0半球は
第1の出射面3635-1の半径R11と第2の出射面3635-2の半径R12のうちでより短い方に相当す
るワイエルシュトラス球を表す。図36に示す例では、第1の出射面3635-1は第2の出射面36
35-2に対してくぼんでおり、したがって、第2の出射面3635-2の半径R12は第1の出射面363
5-1の半径R11よりも短い。このように、抽出器3635-2の第2の出射面に関してワイエルシ
ュトラス条件が満足される。いくつかの実装形態では、R0半球は第1の出射面3635-1の半
径R11と第2の出射面3635-2の半径R12のうちでより短い方に相当するブリュースター球を
表す。R12<R11であるとき、抽出器3635-2の第2の出射面に関してブリュースター条件が満
足される。
【０３２５】
　抽出素子3630の第1の出射面3635-1と第2の出射面3635-2との間の段3633における考えら
れるTIR光損失を低減させるために、段3633は両面鏡として形成される。抽出器3330の第2
の出射面3635-2の半径R12はワイエルシュトラス条件を満足するので、中央側で段3633の
鏡に当たる大部分の光線はTIRを受けずに第1の出射面3635-1を透過する。散乱素子3620の
外縁部から抽出器3630の第2の出射面3635-2の上縁部の方へ送られるすべての光線は、段3
633の鏡の外側に当たり、方向が光軸z軸に対して>90°の逆方向に変更される。回復エン
クロージャ3640を延長する任意の鏡3650が、後述のようにこれらの光線の大部分を(+z軸
に沿って)順方向に向け戻すことができる。
【０３２６】
　鏡3650は、回復エンクロージャ3640を形成する平面状反射体3645を延長するように配置
される。さらに、鏡3650は、一方の端部において散乱素子3620の縁部に結合し、他方の端
部において抽出素子3636-2の第2の出射面の縁部に結合するように形作られる。上述のよ
うに、図36に示す例では、抽出素子3636-2の第2の出射面の縁部は、平面状反射体3645に
よって形成される平面よりも下まで、光軸z軸に対して90°よりも大きい角度座標を有す
るように延びる。この場合、鏡3650は互いに角度を形成する2つの平面状部分を含む。他
の実装形態では、鏡3650は単一の平面状部分または湾曲(凹状または凸状)部分として形成
されてよい。場合によっては、鏡3650は、たとえばR12とR11との間の距離または1.2×R11
、1.5×R11、もしくは2.0×R11の距離に相当する第2の出射面3635-2よりも遠い位置まで
横方向に延びる。
【０３２７】
　いくつかの実装形態では、抽出素子3630の第1の出射面3635-1と第2の出射面3635-2との
間の段3633における鏡は、光を逆方向に(z軸の負の方向に)反射するように延ばされ配置
されてよい。この変形実装形態は、順方向(z軸の正の方向)における指定された「ダウン
ライト」分布および(z軸の負の方向における)天井を照明するための定められた「逆方向
ローブ」を有するペンダント設計において重要である。
【０３２８】
　図37は、矩形の台3710上に配置された2つ以上の色度の複数の発光デバイスを含む発光
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素子3710を有するASLV発光デバイス3700を示す。ASLV発光デバイス3700は、抽出素子3730
の第1の出射面3735-1と第2の出射面3735-2との間に配置された段3733をさらに有する。散
乱素子3720のサイズはワイエルシュトラス条件を満足する。発光素子3710の複数の発光デ
バイスは潜在的に有益であり得る。たとえば、発光素子3710はASLV発光デバイス3700の光
出力を増大させるように複数の青色ポンプを有してよい。別の例として、発光素子3710は
、温白色照明器具の有効性を高めるように複数の青色ポンプおよび赤色LEDを有してよい
。この例では、複数の青色ポンプおよび赤色LEDが独立にアドレス指定されてよい。たと
えば、ASLV発光デバイス3700によって順方向ローブおよびサイドローブについて独立に色
および強度出力を調整するために、中央における蛍光体照明を支配する頂部LEDは、サイ
ドローブを支配する側部LEDとは独立にアドレス指定されてよい。すべての光源が散乱素
子3720内にあるので、遠視野強度分布は色不変であってよい。
【０３２９】
　特定の照明器具設計では、光の2峰性分布、すなわち、側方およびわずかに逆方向に向
けられたシート光を伴う光の中央ダウンコーンを実現する。そのような設計の目的は一般
に、ダウンライトと天井照明の2つの機能である。後述のように、複合抽出器を有するASL
Vデバイスは、ASLV発光デバイスによってもたらされる効率上のすべての利点を維持しつ
つそのような強度分布を実現することができる。
【０３３０】
　本明細書において上記に説明したように、特定のASLV設計は、ワイエルシュトラス形状
を切頭ワイエルシュトラス球(たとえば、図4～図6に示す例を参照されたい)またはワイエ
ルシュトラスシェル(たとえば図2および図7に示す例を参照されたい)のいずれかとして使
用することによって順方向の光を最大にする。青色ポンプと蛍光素子とを含む発光素子か
らの光の抽出量を最大にする場合、回転対称およびワイエルシュトラス形状がASLV設計の
寄与および価値を利用する最も単純な設計を代表し得る。
【０３３１】
　上記に図2Aに関連して説明した発光素子のランバート分布によって照明される半球状散
乱素子を検討する。散乱素子220の中央(頂部)領域は外周よりも高いレベルの放射密度を
受け取ると考えられる。しかし、散乱素子220から後方散乱する光は、拡散反射体245によ
って再び散乱素子220内に散乱される。このように、散乱素子220の照明の、上述のような
中心と縁部との差が低減する。光学設計ソフトウェアを使用して特定の設計を構成するこ
とができるが、たとえば、(1)半径方向に対称であり、(2)明るさが中心から縁部に低下し
ていき、(3)角度分布がデバイス間で再生可能であるべきである、散乱素子220から放射さ
れる強度分布が得られるようにすべきである。
【０３３２】
　図38は、上述の要件を満足するように構成されASLV発光デバイスの別の例3800の概略図
である。ASLV発光デバイス3800は、発光素子3810、散乱素子3820(第1の光学素子とも呼ば
れる)と、抽出素子3830(第2の光学素子とも呼ばれる)と、回復エンクロージャ3840とを含
む。
【０３３３】
　発光素子3810は、動作時に光を生成し放出するように構成される。発光素子3810によっ
て放出される光のスペクトルパワー分布(ポンプ光とも呼ばれる)はたとえば青色であって
よい。可視光のスペクトルパワー分布は色度と呼ばれる。散乱素子3820は、発光素子3810
から間隔を置いて配置され発光素子3810からの光を受け取るように位置する第1の表面(光
入射面とも呼ばれる)を有する。散乱素子3820は、発光素子3810からの光を実質的に等方
的に散乱させ散乱光を生成するように配置された散乱中心を含む。散乱光は、弾性散乱ポ
ンプ光と非弾性散乱ポンプ光とを含む。弾性散乱光のスペクトルパワー分布はポンプ光の
スペクトルパワー分布と同じであり、非弾性散乱光のスペクトルパワー分布はたとえば黄
色であってよい。非弾性散乱ポンプ光のスペクトル111および非弾性散乱ポンプ光のスペ
クトル113は、図1Bに散乱光のスペクトル115とともに示されている。
【０３３４】
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　再び図38を参照すると分かるように、抽出素子3830は、透明な材料から形成され、散乱
素子3820に接触し、したがって、散乱素子と抽出素子との間の接触場所に光学的界面があ
り、光学的界面は散乱素子の第1の表面の反対側にある。さらに、抽出素子3830は、光学
的界面を通って散乱する光が抽出素子3830に入射するように配置される。さらに、抽出素
子3830は、第1の部分と光導波路とを含む。第1の部分は、出射面を有し、散乱光の第1の
部分を光学的界面から受け取るように配置される。いくつかの実装形態では、第1の部分
の出射面は、第1の部分の出射面に直接当たる散乱光の第1の部分の出射面上での入射角が
全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られた透明な表面である。この場合、抽
出素子3830の第1の部分は、上記に図1Aに関連して説明したようにワイエルシュトラス条
件を満足していると言う。いくつかの実装形態では、第1の部分の出射面は、第1の部分の
出射面に直接当たる散乱光の第1の部分の出射面上での入射角がブリュースター角よりも
小さくなるように形作られる。この場合、抽出素子3830の第1の部分は、上記に図1Aに関
連して説明したようにブリュースター条件を満足していると言う。
【０３３５】
　出射面は全体的に湾曲した透明な表面である。言い換えれば、出射面を通過する散乱光
の変化は、たとえば、透過光のさらなる散乱が生じる不透明面または拡散面とは異なり、
概してスネルの屈折の法則によって説明され得る。光導波路は、散乱光の第2の部分を光
学的界面から受け取るように配置される。さらに、光導波路は、散乱光の受け取られた第
2の部分の少なくとも幾分かを反射することによって散乱光の受け取られた第2の部分を光
学的界面から離れる方向に案内するように構成された案内面を有する。
【０３３６】
　さらに、ASLV発光デバイス3800は、散乱素子の第1の表面に隣接し屈折率n0を有する媒
質を含み、散乱素子3820は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含む。透明
な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2である。さらに、回復エンクロージャ3840は、散
乱素子の第1の表面に隣接する媒質を囲む。回復エンクロージャ3840は、第1の表面を通っ
て媒質内に伝搬する散乱光の幾分かを回復するように配置され構成される。ASLV発光デバ
イス3800は散乱光を出射面を通して周囲環境内に出力する。上述のように、ASLV発光デバ
イス3800によって出力される光は図1Bに示すスペクトル115に対応するスペクトルパワー
分布を有する。
【０３３７】
　いくつかの実装形態では、第1の部分が発光素子3800の光軸と交差する。いくつかの実
装形態では、案内面上に反射性コーティングが配設される。反射性コーティングは、散乱
光の受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射するように構成される。いくつか
の実装形態では、光導波路は、受け取られた第2の光の少なくとも幾分かを全内部反射に
よって反射するように構成される。いくつかの実装形態では、光導波路は、所定量の光を
案内面を通して発光素子3810から所定の距離において出力するように構成されてよい。た
とえば、案内面は、所定量の光を抽出するように構成された表面テクスチャを有する。別
の例として、光導波路は、所定量の光が案内面を通して発光素子3810から所定の距離にお
いて放出されるように光を散乱させるように構成された中心を含んでよい。いくつかの実
装形態では、光導波路は、散乱光の受け取られた少なくとも幾分かの第2の部分の少なく
とも一部を出力するように構成された遠位面を有してよい。
【０３３８】
　図39は、複合抽出素子を有するASLV発光デバイス3900を示す図である。ASLV発光デバイ
ス3900によって出力された強度分布は2つの部分に区画される。部分1は、切頭ワイエルシ
ュトラスシェルの形をした複合抽出器3930-1の第1の部分を通して抽出される強度分布の
中央部分を含む。この例では、強度分布の中央部は90°の円錐として形作られる。部分2
は、中央円錐にはない強度分布の残りの部分であり、複合抽出器3930-2の光導波路を通し
て光導波路3935-2/3935-2'の出射面まで横方向に導波される。この例では、反射体3945が
、散乱素子3920と一緒にASLV発光デバイス3900の回復エンクロージャ3940を形成し、光導
波路3935-2/3935-2'の出射面まで延びる。このように、散乱素子3920によって光導波路39
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30-2内に散乱された光は、(i)案内面3937におけるTIRおよび(ii)反射体3945の延長部にお
ける反射によって出射面3935-2/3935-2'に案内される。
【０３３９】
　光導波路3935-2/3935-2'の出射面の形状はASLV発光デバイス3900によって出力される強
度分布の部分2を決定する。このように、複合抽出器の出射面は、複合抽出器3930-1のワ
イエルシュトラス部に相当する出射面3935-1の中央部と、光導波路3930-2の出力面に相当
する出射面3935-2、3935-2'の側部とを含む。複合抽出器3935-1、3935-2/3935-2'の出射
面のこの2つの部分は、ASLV発光デバイス3900によって出力される光の2峰性強度分布を生
成することができる。たとえば、光導波路3935-2'の出射面の特定の構成は、天井の大部
分を照明するように光軸に対して95度～110度に出射する光のわずかに逆方向に向けられ
たコーンを生成することができる。
【０３４０】
　いくつかの実装形態では、散乱素子3920から放出された光は、半径方向に対称の2つよ
りも多い部分または光軸z軸に垂直な方向(xまたはy)における楕円形強度分布またはその
他の非対称強度分布を生成する各部分に分割される。
【０３４１】
　ASLV発光デバイス3900によって出力される光パターンの整形においては複数の自由度が
ある。たとえば、上述のように、複合抽出器3930-1の中央部の角度は中央コーンと側部強
度分布との比を決定する。複合抽出器3930-1のワイエルシュトラス部の外径および厚さは
、(z軸に沿った)軸方向コリメーションを最適化するように変更されてよい。側光を案内
する抽出素子3930-2の光導波路の回転対称性からの逸脱を使用して側光の様々な分布パタ
ーンを生成してよい。側光の出射面3935-2/3935-2'の形状または表面構造を使用して案内
される側光の強度分布を調整してよい。図39に示す例において、光導波路3935-2の出射面
の第1の部分は、ASLV発光デバイス3900の光軸z軸に対して所定の角度に配置され、光導波
路3935-2'の出射面の第2の部分は、所定の角度とは異なる角度に配置され、屈折力が非零
になるように構成される。
【０３４２】
　図40は、中央部4030-1と光導波路4030-2とを含む複合抽出素子を有する別のASLV発光デ
バイス4000を示す。この例では、ASLV発光デバイス4000の複合抽出器4030-1の中央部は約
60°のコーン角に広がる。さらに、中央部4035-1の出射面はワイエルシュトラス条件を満
足する。この例では、反射体4045が、散乱素子4020と一緒にASLV発光デバイス4000の回復
エンクロージャ4040を形成し、光導波路4035-2/4035-2'の出射面まで延びる。さらに、光
導波路4037の案内面は反射層で覆われる。このように、散乱素子4020によって光導波路40
30-2内に散乱された光は、案内面4037における反射および反射体4045の延長部における反
射によって出射面4035-2/4035-2'に案内される。
【０３４３】
　光導波路4035-2の出射面の第1の部分は、レンズアレイ、たとえばフライアイレンズを
含み、光導波路4035-2'の出射面の第2の部分は出力光を拡散するように構成される。たと
えば、出射面4035-2'の第2の部分は、くぼみ、スクラッチ、ピットなどを含むように構成
される。
【０３４４】
　図41は、ASLV発光デバイス4100の複合抽出器4130-1の中央部に関する製造手法の一例を
示す。第1のステップは、側部抽出器4130-2および中央抽出器4130-1を成形することを含
む。側部抽出器4130-2は、散乱素子4120が堆積された半球状エンクロージャ4140を含む。
さらに、側部抽出器4130-2は、中央抽出器4130-1が側部抽出器4130-2と嵌め合う位置合わ
せくぼみ4125を含む。次に、頂部反射体4137を側部抽出器4130-2に蒸着または接着してよ
い。次に、散乱素子4120をエンクロージャ4140内に堆積させてよい。次に、底部反射体41
45を適切な基準点に接着して反射体の穴4105を光軸z軸に揃えてよい。組立ての最後のス
テップは、くぼみ4125において中央抽出器4130を側部抽出器4130-2に空隙なしに接着する
ことを含む。側部抽出器4130-2の出射面は成形されてよく、または出射面の構造が可撓性
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のテープと一致する場合、ボイドフリー屈折率整合接着剤を使用して側壁上に接着されて
よい。
【０３４５】
　(上記に図39～図40に関連して説明したような)複合抽出器を使用するASLV発光デバイス
は、従来の設計を使用する発光デバイスよりも効率的であり得る。ASLV設計は、光(たと
えば、青色およびその他の色)の50%以上が再びLEDチップ内に散乱するのを回避すること
ができ、光の損失は抽出効率に関係する。(たとえば上記に図2Aに関連して説明したよう
な)ASLV発光素子のワイエルシュトラスシェル形状では、後方散乱した光の実質的にすべ
てが1回の反射のみで散乱素子内に反射される。後方散乱した光の約10%(形状に依存する)
のわずかな部分のみがチップまたはその他のパッケージの関連する表面に当たり、吸収さ
れる可能性がある。
【０３４６】
　さらに、(上記に図39～図40に関連して説明したような)複合抽出器を使用するASLV発光
素子は従来の設計を使用する発光デバイスよりも小形であってよい。ASLV回復エンクロー
ジャの半径は、1×1mm2チップを含むレベル型ランプの場合5mm程度であってよく、または
3×3mm2チップアレイの場合は8mm程度であってよい。中央抽出器位置合わせ機構の設計に
応じて、横方向光導波路または側部抽出器の厚さは空洞半径プラス2mm程度であってよい
。
【０３４７】
　さらに、(上記に図39～図40に関連して説明したような)複合抽出器を使用するASLV発光
素子は、従来の設計を使用する発光デバイスよりも高いモジュール性を有してよい。100l
m～500lm用途では、寿命に応じて1つのチップ1x1mm2を使用してよいが、2klm～3klm用途
では3x3mm2アレイが有効であり得る。さらに、様々な用途の設計要件を満たすように複数
のASLVデバイスを1次元アレイまたは2次元アレイとして使用してよい。
【０３４８】
　さらに、(上記に図39～図40に関連して説明したような)複合抽出器を使用するASLV発光
素子は、従来の設計を使用する発光デバイスよりも設計上の融通性が高くなり得る。光源
断面積が25mm2～64mm2であり、放射パターンが正常な振る舞いを示し予測可能であり、3
°sr～6°srの範囲である場合、様々な用途に関して強度分布パターンを設計する際の融
通性が高くなる。
【０３４９】
　さらに、(上記に図39～図40に関連して説明したような)複合抽出器を使用するASLV発光
素子は、従来の設計を使用する発光デバイスよりもコストが安くなり得る。(設置費を含
まない)照明システムのコストは概して、(a)光源コスト、(b)電圧変換器または安定器、(
c)構成要素およびその組立てに必要な精度、ならびに(d)最終的なエンクロージャのサイ
ズおよび重量によって決定される。LED光源とスペクトル的に独立したASLVベースの強度
分布との組合せは、(a)および(c)に関する低コスト解決策を実現する。低電力消費量のLE
Dでは、最終的に(b)に関するコストが最低になると考えられる。最終的なエンクロージャ
(d)は、グレア制御に起因して依然として従来の照明と同程度の大きさを有する必要があ
るが、強度分布の優れた内部制御によってエンクロージャ仕様の重大度を低下させ、した
がって、エンクロージャを著しく安価にすることができ、強度分布制御を向上させること
ができる。
【０３５０】
　現在、直線的な蛍光管が屋内空間の一般的な照明用に広く使用されている。このような
蛍光管の強度分布を模倣するかまたは向上させることのできる任意の効率的なSSL光源が
、照明業界で大いに注目されている。
【０３５１】
　前述の実施形態のうちの多くは軸、たとえばz軸に対して回転対称であるが、他の構成
も可能である。たとえば、上述の実施形態の特徴を組み込んだASLV発光デバイスは、y軸
に沿って細長いASLV発光デバイスであってよい。したがって、デバイスのx-z断面が回転
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不変である代わりに、延長されたデバイスのx-z断面が延長方向、たとえばy軸の方向に並
進不変であってよい。
【０３５２】
　前述のように、ASLV発光デバイスの細長い実施形態も考えられる。たとえば、従来の蛍
光管の形状因子を有する上述の実施形態の特徴を組み込んだASLV発光デバイスが可能であ
る。図42は、z軸に対して回転対称である複数の散乱素子4220と共通の細長い抽出素子423
0とを有する細長いASLV発光デバイス4200の一例を示す図である。この例では、抽出素子4
230は、単一のLED4210またはLED4210のクラスタごとにくぼみ4240を有する半円筒状ロッ
ドで構成される。内側に散乱素子4220を含む半球状のくぼみ4240と蛍光体とLEDとの間の
エアギャップ4240がハイブリッドASLVデバイスを表す。半径方向平面x-zにおいて、ハイ
ブリッドASLVデバイスは、上記に図2Aに関連して説明したASLVデバイスとまったく同じよ
うに働く。このように、ハイブリッドASLVデバイス内を伝搬する大部分の光は、第1のパ
スにおいてx-z平面内を透過する。
【０３５３】
　(y軸に沿った)長手方向において、散乱素子4220からの散乱光の大部分を抽出素子4230
に導波モードとして閉じ込めることができる。このような導波モードをエスケープモード
に変換するために、半円筒状ロッドの裏側の反射体4245は顕著な拡散度、すなわち10%～5
0%を有するように構成される。たとえば、市販の反射体は12%～82%の拡散率から97%の反
射率を維持することができる。拡散率を適切に選択すると、半円筒状抽出器4230の裏側反
射体4205上の反射が3回～5回以下である設計を見つけることができる。(z方向において)
順方向に偏った角度分布を有するそのようなASLV発光デバイス4200は、照明器具損失が全
方向性蛍光管に基づく照明器具損失よりも優れている。
【０３５４】
　図43は、細長い散乱素子4320と細長い抽出素子4330とを有するASLV発光デバイス4300を
示す。この例では、抽出素子4330は、ASLV発光デバイス4300の全長にわたって内側を蛍光
体で覆われた(細長い散乱素子4320を形成する)半円筒状シェルで構成される。ASLV発光デ
バイス4200において生じる(y軸に沿った)長手方向における同じモード変換問題がASLV発
光デバイス4300にも存在する。しかし、反射率が97%～98%であり、拡散率の利用可能な範
囲が5%～82%であるので、全方向性直線状チューブよりも優れた性能が実現可能であると
考えられる。
【０３５５】
　押出し成形/成形時に工程時に観測される温度範囲にわたって半円筒状ロッド/シェルの
屈曲の両方を回避するには、たとえば、発光デバイス4300の全長を覆う剛性を有する押出
し成形された4フィートの(たとえば、Alから製造された)ヒートシンク上に取り付けられ
た、1フィートの4つの部片としてASLV発光デバイス4300を製造してよい。
【０３５６】
　ASLV発光デバイス4300に対する発光デバイス4200の蛍光体消費量は、s/2Rの比だけ低く
、ただし、sはLED間またはLEDクラスタ間の距離を示し、Rはくぼみ/溝(4240/4340)の内径
を示す。
【０３５７】
　3600lmチューブの直線的な光均一性は、リニアフィート当たり4つ～6つの素子によって
実現することができ、したがって、LED間隔は3インチから4インチの間である。このよう
に、LEDまたはLEDクラスタ当たり150lm～225lmが必要である。現在の性能では、上記の仕
様を2Wの市販のLEDポンプによって実現することができる。
【０３５８】
　いくつかの実装形態では、光子が抽出器4330から散乱素子4320に再入射するのを低減さ
せる(たとえば、最低限に抑える)と有益であることがある。たとえば、ASLV発光デバイス
4300において、抽出素子4330内を(y軸に沿って)長手方向に伝搬する光子は、この散乱素
子4320がチューブ4330の全長に沿って円筒状表面を覆う場合、散乱素子4320内に戻るTIR
を受ける確率が非常に高い。ASLV発光デバイス4200において、次のLED位置の散乱素子422
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0'は所与のLED位置の散乱素子4220に対して比較的離れており、したがって、所与のLEDの
散乱素子4220において発生した長手方向光子は次のLED位置に達する前にチューブ4230か
ら放出される可能性が高い。したがって、ASLV発光デバイス4200は、蛍光体関連損失がAS
LV発光デバイス4300よりも低くなることがある。
【０３５９】
　ASLV発光デバイス4300における散乱素子4320において生じた光が数回のTIR反射を受け
て蛍光体素子4330に戻る場合、青色光子が奪われ、光のスペクトル組成が、(y軸に沿った
)長手方向における青色ポンプからの距離に応じてCCTが低くなるように変化する。このCC
Tの変化は、LED間隔が短く、すなわち、円筒状抽出素子4330の外径の1倍～2倍であるとき
にはそれほど顕著ではない。しかし、少数のパワーLEDを離隔距離を6インチ以上にして使
用するときには問題になることがある。したがって、LED離隔距離が約6インチ以上である
実施形態では、(たとえば、抽出素子4330の組成を抽出素子4330の長さに沿って変化させ
、かつ/またはASLV発光デバイス4300に追加の拡散源を導入することによって)ASLV発光デ
バイス4300の長さに沿ったスペクトル変動を補償することが有益であることがある。
【０３６０】
　他の実施形態は特許請求の範囲に記載されている。
【符号の説明】
【０３６１】
　　100　発光デバイス
　　111　放出スペクトル
　　112　吸収スペクトル
　　113　放出スペクトル
　　115　散乱光
　　120　散乱素子
　　130　抽出素子
　　140　回復エンクロージャ
　　200　ASLV発光デバイス
　　210　発光素子
　　215　第1の表面
　　220　散乱素子
　　225　光学的界面
　　230　抽出素子
　　235　出射面
　　240　半球状エンクロージャ
　　245　反射体
　　300　ASLV発光デバイス
　　310　発光素子
　　320　散乱素子
　　325　光学的界面
　　330　抽出素子
　　334　出射面
　　340　回復エンクロージャ
　　345　反射体
　　400　ASLV発光デバイス
　　402　一次光学サブシステム
　　410　抽出素子
　　415　光入射面
　　417　二次表面
　　420　散乱素子
　　425　光学的界面
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　　440　ギャップ
　　450　光学カプラ
　　451　反射マントル
　　460　LEE
　　500　ASLV発光デバイス
　　510　抽出素子
　　520　発光素子
　　525　周辺エンクロージャ
　　530　発光素子
　　540　媒質
　　590　支持部材
　　600　ASLV発光デバイス
　　610　発光素子
　　620　散乱素子
　　625　光学的界面
　　630　抽出素子
　　635　出射面
　　640　回復エンクロージャ
　　645　光学カプラ
　　700　ASLV発光デバイス
　　710　抽出器
　　717　壁
　　720　散乱素子
　　740　回復エンクロージャ
　　760　発光デバイス
　　800　ASLV発光デバイス
　　810　抽出素子
　　817　平坦な表面
　　820　散乱素子
　　840　回復エンクロージャ
　　850　ベース
　　860　発光素子
　　900　ASLV発光デバイス
　　910　発光素子
　　911　放出スペクトル
　　912　吸収スペクトル
　　913　放出スペクトル
　　914　スペクトル
　　915　混合光
　　917　混合光
　　920　散乱素子
　　930　抽出素子
　　940　回復エンクロージャ
　　1000　ASLV発光デバイス
　　1010　発光素子
　　1011　放出スペクトル
　　1012　放出スペクトル
　　1013　放出スペクトル
　　1014　放出スペクトル
　　1015　混合光
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　　1017　混合光
　　1020　散乱素子
　　1030　抽出素子
　　1040　回復エンクロージャ
　　1100　ASLV発光デバイス
　　1110　抽出素子
　　1117　拡散反射面
　　1120　散乱素子
　　1140　回復エンクロージャ
　　1150　表面
　　1160　発光デバイス
　　1200　ASLV発光デバイス
　　1210　抽出素子
　　1217　反射層
　　1220　散乱素子
　　1240　回復エンクロージャ
　　1245　基板
　　1260　発光デバイス
　　1300　ASLV発光デバイス
　　1310　発光素子
　　1320　散乱素子
　　1330　抽出素子
　　1340　回復エンクロージャ
　　1350　システム内光源フィードバック
　　1400　ASLV発光デバイス
　　1410　抽出素子
　　1420　散乱素子
　　1440　鏡面反射性の内部
　　1450　光学カプラ
　　1460　LEE
　　1490　検出器
　　1500　ASLV発光デバイス
　　1510　光学素子
　　1520　散乱素子
　　1550　光学カプラ
　　1551　開口部または透明な部分
　　1560　LEE
　　1580　反射体
　　1581　開口部または透明な部分
　　1590　検出器
　　1600　ASLV発光デバイス
　　1610　抽出素子
　　1617　反射層
　　1620　散乱素子
　　1640　回復エンクロージャ
　　1660　発光デバイス
　　1690　検出器
　　1700　フィードバック回路
　　1720　フォトニック検知ユニット
　　1730　コントローラ
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　　1740　非フォトニック特性検知ユニット
　　1800　ASLV発光デバイス
　　1820　発光素子
　　1830　抽出素子
　　1840　回復エンクロージャ
　　1900　ASLV発光デバイス
　　1910　発光素子
　　1920　散乱素子
　　1930　抽出素子
　　1935　出射面
　　1940　回復キャビティ
　　1945　反射体
　　2000　ASLV発光デバイス
　　2020　散乱素子
　　2030　抽出素子
　　2035　出射面
　　2040　回復キャビティ
　　2045　反射体
　　2090　強度分布
　　2100　ASLV発光デバイス
　　2120　散乱素子
　　2130　抽出素子
　　2135　出射面
　　2140　回復キャビティ
　　2145　反射体
　　2190　強度分布
　　2192　強度分布
　　2200　照明器具
　　2205　ベース基板
　　2210　ASLV発光デバイス
　　2300　ASLV発光デバイス
　　2310　抽出素子
　　2320　散乱素子
　　2340　回復エンクロージャ
　　2360　発光デバイス
　　2390　強度分布
　　2400　ASLV発光デバイス
　　2410　抽出素子
　　2417　壁
　　2420　散乱素子
　　2421　ドーム状キャップ
　　2423　ドーム状キャップ
　　2425　管状の中央部
　　2440　回復エンクロージャ
　　2460　発光デバイス
　　2490　強度分布
　　2500　ASLV発光デバイス
　　2510　発光デバイス
　　2517　壁
　　2520　散乱素子
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　　2535　出射面
　　2540　回復エンクロージャ
　　2545　反射体
　　2590　強度分布
　　2592　強度分布
　　2600　ASLV発光デバイス
　　2610　発光デバイス
　　2620　散乱素子
　　2630　抽出素子
　　2635　出射面
　　2640　回復エンクロージャ
　　2690　強度分布
　　2700　ASLV発光デバイス
　　2710　抽出素子
　　2717　壁
　　2720　散乱素子
　　2730　抽出素子
　　2735　出射面
　　2740　回復エンクロージャ
　　2790　強度分布
　　2800　ASLV発光デバイス
　　2830　抽出素子
　　2835　抽出器
　　2900　ASLV発光デバイス
　　2910　発光素子
　　2920　散乱素子
　　2930　抽出素子
　　2940　回復エンクロージャ
　　3000　ASLV発光デバイス
　　3020　散乱素子
　　3030　抽出素子
　　3035　抽出素子
　　3080　x-y遠視野照度
　　3090　ASLV発光デバイス
　　3100　ASLV発光デバイス
　　3120　散乱素子
　　3130　抽出素子
　　3180　x-y遠視野照度
　　3190　x-z遠視野照度
　　3200　ASLV発光デバイス
　　3210　発光素子
　　3220　散乱素子
　　3230　抽出素子
　　3240　回復エンクロージャ
　　3300　ASLV発光デバイス
　　3320　発光素子
　　3330　抽出素子
　　3333　段
　　3335-1　第1の出射面
　　3335-2　第2の出射面
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　　3340　回復キャビティ
　　3345　反射体
　　3390　強度分布
　　3400　ASLV発光デバイス
　　3420　散乱素子
　　3433　段
　　3435-1　第1の出射面
　　3435-2　第2の出射面
　　3440　回復キャビティ
　　3445　反射体
　　3490　強度分布
　　3500　ASLV発光デバイス
　　3510　発光素子
　　3520　散乱素子
　　3530　抽出素子
　　3533　段
　　3535-1　第1の出射面
　　3535-2　第2の出射面
　　3540　回復キャビティ
　　3545　反射体
　　3590　強度分布
　　3600　ASLV発光デバイス
　　3610　発光素子
　　3620　散乱素子
　　3630　抽出素子
　　3633　段
　　3635-1　第1の出射面
　　3635-2　第2の出射面
　　3636-2　第2の出射面
　　3640　回復キャビティ
　　3645　反射体
　　3650　鏡
　　3700　ASLV発光デバイス
　　3710　台
　　3720　散乱素子
　　3733　段
　　3735-1　第1の出射面
　　3735-2　第2の出射面
　　3800　ASLV発光デバイス
　　3810　発光素子
　　3820　散乱素子
　　3830　抽出素子
　　3840　回復エンクロージャ
　　3900　ASLV発光デバイス
　　3920　散乱素子
　　3930-1　複合抽出器
　　3930-2　複合抽出器
　　3935-2/3935-2'　光導波路
　　3937　案内面
　　4000　ASLV発光デバイス
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　　4020　散乱素子
　　4030-1　中央部
　　4030-2　光導波路
　　4035-2/4035-2'　光導波路
　　4037　光導波路
　　4040　回復エンクロージャ
　　4045　反射体
　　4100　ASLV発光デバイス
　　4105　穴
　　4120　散乱素子
　　4125　位置合わせくぼみ
　　4130-1　複合抽出器
　　4130-2　側部抽出器
　　4140　エンクロージャ
　　4200　ASLV発光デバイス
　　4205　裏面反射体
　　4220　散乱素子
　　4230　抽出素子
　　4300　ASLV発光デバイス
　　4320　散乱素子
　　4330　抽出素子

【図１Ａ】 【図１Ｂ】

【図２Ａ】
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【図４１】

【手続補正書】
【提出日】平成26年7月23日(2014.7.23)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　動作中に第1のスペクトルパワー分布を有する光を生成するように構成された第1の発光
素子、および、動作中に前記第1のスペクトルパワー分布とは異なる第2のスペクトルパワ
ー分布を有する光を生成するように構成された第2の発光素子を含む複数の発光素子と、
　前記第1および第2の発光素子から間隔を置いて配置されかつ前記第1および第2の発光素
子から光を受け取るように位置する第1の表面を有する第1の光学素子であって、前記第1
の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱される変換光に変換するように配置され
た非弾性散乱中心、ならびに前記第2の発光素子からの前記光を実質的に等方的に散乱さ
せ、前記第2の発光素子からの前記散乱させた光、および前記変換光を含む混合光を生成
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するように配置された弾性散乱中心を備え、前記混合光が混合スペクトルパワー分布を有
する、第1の光学素子と、
　出射面を有する透明な材料から形成され、前記第1の光学素子と接触する第2の光学素子
であって、前記第1の光学素子と前記第2の光学素子との間の接触場所に光学的界面があり
、前記光学的界面が前記第1の光学素子の前記第1の表面の反対側にあり、前記第2の光学
素子が前記光学的界面を通して前記混合光の幾分かを受け取るように配置された、第2の
光学素子と
　を備える発光デバイスであって、
　屈折率n0を有する、前記第1の光学素子の前記第1の表面に隣接した媒質を含み、前記第
1の光学素子は、第1の屈折率n1を有し、ただしn0<n1である材料を含み、
　透明な材料は屈折率n2を有し、ただしn0<n2であり、
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる、前記第1の光学素子によって生成された前記
混合光の前記出射面上での入射角が全内部反射の臨界角よりも小さくなるように形作られ
た透明な表面であり、
　前記発光デバイスは、前記出射面を通して前記混合光の所定の部分を出力する、発光デ
バイス。
【請求項２】
　前記第1の光学素子は、内部に発光素子からの光が放出されるエンクロージャを画定す
るシェルであり、前記シェルは、前記第1の表面からの光の少なくとも幾分かがそのまま
前記エンクロージャを通過して前記第1の表面まで伝搬するように形作られる、請求項1に
記載の発光デバイス。
【請求項３】
　前記シェルは前記エンクロージャに対して凹形状になっており、
　前記シェルは楕円形になっており、
　前記楕円形は扁長または扁円であり、
　前記楕円形は三軸である、請求項2に記載の発光デバイス。
【請求項４】
　前記シェルは前記発光素子を受け入れるように構成された1つまたは複数の開口部を有
し、
　前記1つまたは複数の開口部内に配置された1つまたは複数の反射体をさらに備え、前記
1つまたは複数の反射体は前記エンクロージャに面しかつ前記エンクロージャを囲むよう
に構成された1つまたは複数の反射面を有する、請求項2に記載の発光デバイス。
【請求項５】
　反射面を有する反射体をさらに備え、前記反射面と前記第1の表面とは一緒に、内部に
前記発光素子からのすべての光が放出されるエンクロージャを画定する、請求項1に記載
の発光デバイス。
【請求項６】
　前記反射面が平面状であるか、
　前記第1の表面が平面状であるか、
　前記第1の表面が前記エンクロージャに対して凸状であるか、
　前記反射面が鏡面反射部を備えるか、
　前記反射面が拡散反射部を備えるか、または、
　前記反射面が、前記発光素子からの光を前記第1の表面の方へ向けるように構成される
、請求項5に記載の発光デバイス。
【請求項７】
　前記発光素子と前記第1の表面との間に位置し、前記発光素子から光を受け取って前記
第1の表面に光を送る、透明な材料から形成された第3の素子をさらに備える、請求項1に
記載の発光デバイス。
【請求項８】
　前記混合光の前記部分の一部を、前記出射面を通して出力される前に受け取るように配
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置されたセンサであって、前記混合光の前記部分の前記一部に基づくセンサ信号を生成す
るように構成されたセンサと、
　前記センサと通信する制御回路であって、前記センサ信号に応答して前記発光素子に供
給される電力を制御するように構成された制御回路とをさらに備える、請求項1に記載の
発光デバイス。
【請求項９】
　前記第2の光学素子は第1の部分と光導波路とを備え、前記第1の部分は、前記出射面を
有し、かつ前記光学的界面から前記混合光の第1の部分を受け取るように配置され、前記
光導波路は、前記光学的界面から前記混合光の第2の部分を受け取るように配置され、か
つ前記混合光の前記受け取られた第2の部分の少なくとも幾分かを反射させることによっ
て前記混合光の前記受け取られた第2の部分を前記光学的界面から離れる方向に案内する
ように構成された案内面を有する、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項１０】
　前記出射面は、少なくとも部分的に透明である第1の出射面および第2の出射面と、前記
第1の出射面及び第2の出射面の間に配置された段とを備える、請求項1に記載の発光デバ
イス。
【請求項１１】
　前記出射面は、前記出射面に直接当たる前記混合光の前記出射面上の入射角がブリュー
スター角よりも小さくなるように形作られる、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項１２】
　断面について、前記出射面上の各点pは対応する曲率半径R(p)を有し、前記第1および第
2の光学素子は、前記光学的界面上の各点が前記出射面から少なくとも対応する距離d(p)
に位置するように配置され、
　ただし、d(p)=R(p)*(1-k/n2)であり、
　値kは、k<n2であるように正の実数である、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項１３】
　k/n2<0.8であるか、
　k<1であるか、または、
　前記光学的界面上の各点が、前記出射面上の対応する最も近い点からの距離d(p)である
、請求項12に記載の発光デバイス。
【請求項１４】
　前記第1の光学素子の対称軸と前記第2の光学素子の対称軸は同一線上にあり、
　1つまたは複数の発光素子は、前記第1の光学素子の前記対称軸に対して対称に位置する
、請求項1に記載の発光デバイス。
【請求項１５】
　前記非弾性散乱中心は光変換材料を含む、請求項1に記載の発光デバイス。
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