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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光ダイオードであって、
　赤色光を含む第１波長範囲に入る放射を生成する活性領域と、
　前記第１波長範囲内に生成された前記放射を第２波長範囲に変換する第１変換要素によ
り覆われた前記活性領域の第１の部分と、
　前記第１波長範囲内に生成された前記放射を第３波長範囲に変換する第２変換要素によ
り覆われた前記活性領域の残りの第２の部分と
を備える発光ダイオード。
【請求項２】
　前記第１変換要素及び前記第２変換要素はそれぞれの蛍光体を含む、請求項１に記載の
発光ダイオード。
【請求項３】
　前記第１変換要素及び前記第２変換要素はそれぞれの量子ドットを含む、請求項１に記
載の発光ダイオード。
【請求項４】
　前記活性領域は、単一の共通基板の上に形成された第１活性領域及び第２活性領域を含
み、前記第１変換要素は前記第１活性領域を覆い、前記第２変換要素は前記第２活性領域
を覆う、請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項５】
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　前記第２波長範囲は青色光を含む、請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項６】
　前記第３波長範囲は黄色光を含む、請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項７】
　前記第２波長範囲及び前記第３波長範囲を混合して白色光を生成するように構成される
、請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項８】
　前記第１活性領域は第１基板の上に形成され、前記第２活性領域は第２基板の上に形成
され、前記第１活性領域は前記第１変換要素によって覆われ、前記第２活性領域は前記第
２変換要素によって覆われる、請求項１に記載の発光ダイオード。
【請求項９】
　前記第１波長範囲内の発光強度を制御する制御装置をさらに備える、請求項１に記載の
発光ダイオード。
【請求項１０】
　前記制御装置は、前記活性領域に結合して前記第１波長範囲の光強度を制御するように
構成された可変抵抗器を備え、それによって白色点を動的に制御する、請求項９に記載の
発光ダイオード。
【請求項１１】
　白色光を生成する方法であって、
　活性領域によって生成された赤色光を含む第１波長範囲内の放射を、第１変換要素によ
り第２波長範囲内の放射に実質的に変換するステップと、
　前記活性領域によって生成された前記第１波長範囲内の前記放射を、第２変換要素によ
り第３波長範囲内の放射に実質的に変換するステップと
を含む方法。
【請求項１２】
　前記第２波長範囲内の放射及び前記第３波長範囲内の放射を混合して白色光を生成する
ステップをさらに含む、請求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
　前記活性領域に対するバイアスを調整して前記第１波長範囲内の発光強度を制御し、所
望の色点を有する白色光を生成するステップをさらに含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記第１波長範囲内の前記放射は赤色光を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１５】
　前記第２波長範囲内の前記放射は青色光を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１６】
　前記第３波長範囲内の前記放射は黄色光を含む、請求項１２に記載の方法。
【請求項１７】
　ランプ装置であって
　少なくとも１つの発光ダイオードを備え、前記少なくとも１つの発光ダイオードは、
　　赤色光を含む第１波長範囲に入る放射を生成する活性領域と、
　　前記第１波長範囲内に生成された前記放射を、青色光を含む第２波長範囲に変換する
第１変換要素によって覆われる前記活性領域の第１の部分と、
　　前記第１波長範囲内に生成された前記放射を、黄色光を含む第３波長範囲に変換する
第２変換要素によって覆われる前記活性領域の残りの第２の部分と、
　　前記ランプに電力を供給する電源と
を備える、
ランプ。
【請求項１８】
　前記第１変換要素及び前記第２変換要素は、それぞれの蛍光体及び量子ドットから成る
群から選択される、請求項１７に記載のランプ。
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【請求項１９】
　前記第２波長範囲内の前記放射、及び前記第３波長範囲内の前記放射を混合して白色光
を生成するように構成される、請求項１７に記載のランプ。
【請求項２０】
　前記ランプから生成される光を反射するためのリフレクタをさらに備える、請求項１７
に記載のランプ。
【請求項２１】
　ディスプレイ用のバックライト装置であって
　少なくとも１つの発光ダイオードを備え、該発光ダイオードは、
　　赤色光を含む第１波長範囲に入る放射を生成する活性領域と、
　　前記第１波長範囲内に生成された前記放射を、青色光を含む第２波長範囲に変換する
第１変換要素によって覆われる前記活性領域の第１の部分と、
　　前記第１波長範囲内に生成された前記放射を、黄色光を含む第３波長範囲に変換する
第２変換要素によって覆われる前記活性領域の残りの第２の部分と、
　　前記発光ダイオードに電力を供給する電源と
を備える、
バックライト装置。
【請求項２２】
　前記第１変換要素及び前記第２変換要素は、それぞれの蛍光体及び量子ドットを含む、
請求項２１に記載のバックライト装置。
【請求項２３】
　前記第２波長範囲内の前記放射、及び前記第３波長範囲内の前記放射を混合して白色光
を生成するように構成される、請求項２１に記載のバックライト装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、発光ダイオードに関し、具体的には、所望の色温度の白色光を生成する発光
ダイオードに関する。
【背景技術】
【０００２】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、電気的に順方向にバイアスをかけたときに、狭いスペク
トルのインコヒーレント光を放射する半導体デバイスである。この作用は、エレクトロル
ミネッセンス型である。放射される光の色は、使用される半導体材料の組成及び状態に依
存し、赤外、可視又は近紫外とすることができる。通常のダイオードと同様に、ＬＥＤは
不純物を注入又はドープしてｐ－ｎ接合を形成する半導体材料のチップで構成されるが、
ｐ－ｎ接合では電流はｐ側又はアノードから、ｎ側又はカソードに容易に流れ、逆方向に
は流れない。電子及び正孔である電荷担体は、異なる電圧を有する電極から接合内に流入
する。電子は正孔と出会うと低エネルギー準位に落ち、光子の形態でエネルギーを放出す
る。
【０００３】
　ＬＥＤは、最初にガリウムヒ素から作られた赤外及び赤色デバイスを用いて開発された
。しかし、材料科学の進歩は、絶えずより短波長のデバイスの製造を可能にし、様々な色
の光を生成している。従来、ＬＥＤは、その表面上に堆積したｐ型層に結合した電極を有
するサファイアのようなｎ型基板の上に作成される。一方、あまり一般的ではないｐ型基
板がなお生ずることもある。放射される波長に対して透明であり、放射が反射層によって
戻されるような基板は、ＬＥＤ効率を高める。パッケージ材料の屈折率は半導体の屈折率
に適合する必要がある。ＬＥＤの欠点は、生成された光が部分的に半導体内に反射して戻
り、そこで吸収され、付加的な熱に変化することである。
【０００４】
　白色ＬＥＤの一実施形態は特許文献１に開示されている。白色発光ダイオード（ＬＥＤ
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）は、青色又は紫外ＬＥＤダイの発光経路上に適切な角度で配置された反射鏡を含む。蛍
光体を反射鏡面、ＬＥＤの発光面、又はその両方にコーティングし、その結果、ＬＥＤダ
イにより放射される青色又は紫外光により蛍光体が励起され、白色光を生成する。白色Ｌ
ＥＤは長い寿命を有し、そして、ＬＥＤダイから蛍光体を離してＬＥＤから放射される光
が蛍光体に幾つかの励起過程を行わせることを可能にすることによって、均一な光色を有
する。
【０００５】
　典型的には、単一のＬＥＤからの光が不十分である用途において、照明をもたらすため
には数個のＬＥＤを寄せ集める必要がある。これは例えば、ディスプレイを照明するため
に白色ＬＥＤの個数に頼るディスプレイのような、バックライト装置の場合である。種々
異なる作業を実施するためのあらゆる種類のデバイスにおいて、ＬＥＤが都合よく使用さ
れることは、当業者には明らかであろう。特に、それらは、デジタル・クロック上の数字
を形成し、リモート・コントロールから情報を伝達し、時計を照らし出し、そして電気器
具が使用するのにいつ作動するかを表示する。一緒に集まると、それらは、ラップトップ
・コンピュータ、電子手帳、携帯電話、テレビジョン・スクリーンなどのディスプレイ上
に画像を形成し、或いは、交通信号灯を明るくすることさえできる。そのため、このよう
なデバイス及び／又はディスプレイは、均一な色温度を示すことが好ましい。しかし、白
色光を発生する蛍光体でコーティングされた特定の型のＬＥＤ、いわゆる白色ＬＥＤは、
原材料源、結晶成長、取扱い、原材料の保管状態、及び製造プロセス内の他の変数におけ
る違いのために色温度の変動を示す。そのため、製造されるＬＥＤは、ディスプレイのバ
ックライト装置内にアセンブルする前にビン貯蔵する必要がある。ビン貯蔵する方法は、
典型的には、カラー座標又は相関色温度（ＣＣＴ）を用いてＬＥＤを分類するが、同じＣ
ＣＴを有するＬＥＤがなお異なる色彩を有する可能性がある。製造者は、それぞれのビン
内のＬＥＤのバラツキを低減するための新たなビン貯蔵方式を用いてきた。このようなビ
ン貯蔵プロセスは、ＬＥＤの製造コストを著しく増加させる。
【０００６】
【特許文献１】米国特許出願公開公報第２００７００２４１９１号
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　従って、１つ又は複数の上述の欠点を改善した白色光を与えることのできる改良された
ＬＥＤを提供する必要がある。所望の色温度の白色光を生成することのできる改良された
ＬＥＤを提供する方法、及び、改良されたＬＥＤを用いて所望の色点の白色光を生成する
方法がなければ、この技術の有望性は、決して完全に達成することはできない。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　従って、本発明は、第１の波長範囲に入る放射を生成する活性領域を有する発光ダイオ
ードを提供する。活性領域の第１の部分は、第１波長範囲に入る放射を第２の波長範囲に
入る放射に変換する第１の変換要素によって覆われる。活性領域の残りの第２の部分は、
第１波長範囲に入る放射を第３の波長範囲に入る放射に変換する第２の変換要素によって
覆われる。発光ダイオードは、第１波長範囲に入る放射の強度を制御して、第２波長範囲
及び第３波長範囲に入る放射を混合することによって生成される白色光の色点を制御する
ように構成される。ＬＥＤ１００は、液晶ディスプレイ・デバイスのようなディスプレイ
・デバイスを照らし出すためのバックライト装置内にアセンブルするのに都合よく用いる
ことができ、ディスプレイ・パネルを照明するが、そこでは使用用途に応じてディスプレ
イ上の読み易さ及び視程を改善するために調節可能な色温度及び高いコントラストを与え
ることができる。ＬＥＤは、所望の色点を有する白色光を必要とするランプ内にアセンブ
ルするのに都合よく用いることができる。
【０００９】
　本発明のさらなる態様によると、発光ダイオードから白色光を生成する方法であって、
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活性領域によって生成された第１波長範囲に入る放射を、第１変換要素によって第２波長
範囲に入る放射に実質的に変換し、活性領域によって生成された第１波長範囲に入る放射
を、第２変換要素によって第３波長範囲に入る放射に実質的に変換し、次いで、第２波長
範囲に入る放射と第３波長範囲に入る放射を混合して白色光を生成することによって、白
色光を生成する方法が提供される。その結果、発光ダイオードの活性領域に供給されるバ
イアスを制御装置により適切に調整して、第１波長範囲に入る放射の強度を制御し、所望
の色点を有する白色光を生成することができる。
【００１０】
　本発明のこれらの及びさらなる態様は、添付の図面を参照しながら以下に説明する実施
形態から明らかとなり、この実施形態に関連して明らかにすることになる。図面は、本発
明の実施形態を示し、記述とともに、本発明の原理をさらに説明するために役立つ。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　図１は、本開示による発光ダイオード１００の内部の例示的な実施形態を示す。発光ダ
イオード１００（以後、ＬＥＤとも呼ぶ）は、例えばサファイア又は基板を形成するのに
用いられる任意の他の適切な材料の基板１１０を含み、この基板に共通のカソード１１５
が結合し、カソード１１５はさらに制御装置１６０に結合する。活性領域１２０、例えば
ＧａＡｓ、ＡｌＧａＡｓ、ＧａＰ、ＧａＡｓＰなどの半導体合金は、第１波長範囲１５０
、典型的には赤色波長範囲に入る放射を与えるが、基板１１０の上に形成される。赤色波
長範囲内の放射を与えるこのようなＬＥＤは、比較的低コストで製造することが容易であ
る。アノード１１７は活性領域１２０に結合し、そしてアノード１１７は制御装置１６０
に結合し、典型的には、電子／電気回路がＬＥＤを駆動する電流を供給する。制御装置１
６０、及びカソード１１５とアノード１１７を接続するコネクタ（図示せず）は、随意の
要素である。コネクタにより設けられるカソード及びアノードと制御装置との接続は、当
業者にはよく知られている。ＬＥＤ１１０は、典型的には制御装置１６０及びコネクタな
しに、製造され販売される。
【００１２】
　活性領域１２０は、ｐ－ｎ接合を形成するドープ半導体であり、ＬＥＤを駆動するため
に必要な電流を供給するアノード１１７を介して共通の制御装置１６０に接続される。電
流は、アノード１１７（ｐ側）からカソード１１５（ｎ側）へ流れる。電荷担体、即ち電
子及び正孔は、異なる電圧を有する電極１１５、１１７から接合内に流入する。電子が正
孔に出会うとき、電子は、典型的には低エネルギー準位に落ち、その結果、光子の形態で
エネルギーを放出する。活性領域１２０は、エピタキシ、エッチング又は類似の方法を用
いて、単一の基板１１０の上、又は独立したそれぞれの基板の上に同様に形成することが
できる。順方向バイアスが印加されるとき、電位差は活性領域に可視スペクトルの赤色及
び／又は近赤外の波長範囲内の放射を生じさせることが好ましい。
【００１３】
　活性領域１２０は、バイアスを印加されるとき第１波長範囲１５０に入る放射（可視ス
ペクトルの赤色又は近赤外波長範囲内にピークを有し、６００ｎｍ又はそれ以上のピーク
波長を有し、以後、赤色光と呼ぶ）を与える。活性領域１２０の第１の部分１２１は、第
１変換要素１３０で覆われ、この第１変換要素は、アップ・コンバートする蛍光体又はア
ップ・コンバートする量子ドットであり、第１波長範囲１５０に入る放射を、第２波長範
囲１５２に入る放射に完全に変換することができる。第２波長範囲１５２に入る変換され
た放射は、可視スペクトルの青色の波長範囲（以後、青色光と呼ぶ）に入る。活性領域１
２０の残りの第２の部分１２２は、第２変換要素１４０で覆われ、典型的には、アップ・
コンバートする蛍光体又はアップ・コンバートする量子ドットであり、第１波長範囲１５
０に入る放射を、可視スペクトルの黄色の波長範囲に入る第３波長範囲１５４に入る放射
に（以後、黄色光と呼ぶ）完全に変換することができる。従って、第１変換要素１３０は
、赤色光１５０を青色光１５２に完全に変換し、第２変換要素１４０は、赤色光１５０を
黄色光１５４に完全に変換する。１つより多くの組合せの蛍光体を用いて異なる色の光を
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生成できることは、当業者には明らかであろう。例えば、一実施形態において、活性領域
１２０の一部分は露出したままにすることができ、活性領域の一部分は赤色光を青色光に
変換する蛍光体で覆うことができ、活性領域の残りの部分は赤色光を緑色光（黄緑色光）
に変換する蛍光体で覆うことができるので、赤色光、青色光及び緑色光を混合して、赤色
光の放射強度を制御することにより所望の色点の白色光を生成することができる。
【００１４】
　蛍光体１３０、１４０及び／又は量子ドットは、それらが活性領域からの放射である赤
色光１５０を、それぞれの青色波長範囲１５２（青色光）及びそれぞれの黄色波長範囲１
５４（黄色光）に完全にアップ・コンバートするように選択される。赤色光を青色光及び
黄色光に完全に変換するために、第１変換要素１３０及び第２変換要素１４０の厚さは、
赤色光１５０である活性領域からの全放射が青色光１５２及び黄色光１５４に変換される
ように選択される。例えば、一実施形態において、Ｅｒ、Ｙｂドープ・イットリウムをベ
ースとするナノサイズ蛍光体が、赤色光を青色光及び／又は黄色光にアップ・コンバート
するためのアップ・コンバート蛍光体として有利に使用される。活性領域１２０から放射
された赤色光１５０を、変換要素１３０、１４０を用いて完全に変換するためには、変換
要素の厚さは、特に変換要素が蛍光体であるとき重要な要素である。量子ドットを蛍光体
の代わりに用いるときは、量子ドットの薄いコーティング膜は、ある波長から別の波長に
光を完全に変換することが可能でなければならない。蛍光体又は量子ドットのいずれかを
用いるとき、その厚さは、赤色光を青色光及び黄色光に完全に変換するのに実質的に十分
でなければならない。しかし、量子ドットの出力効率は蛍光体に比べて低く、そのため蛍
光体が好ましいことは、当業者には明らかであろう。蛍光体の厚さは、全赤色光が第１変
換要素１３０によって青色光に変換され、また全赤色光が第２変換要素１４０によって黄
色光に変換されるように、最適に選択する必要がある。次に、青色光１５２及び黄色光１
５４は適切に混合して白色光を生成することができ、その際、白色光の色点は、活性領域
に供給される電流を制御し、それゆえ赤色光１５０の強度を制御することによって調整す
ることができる。
【００１５】
　さらに進んだ実施形態において、発光ダイオード１００の電極１１５、１１７は、制御
装置１６０に結合されるが、この装置は、第１波長範囲に入る放射の強度を制御するよう
に構成され、可変抵抗器により活性領域１２０に供給される電流を調節して放射される赤
色光の強度を調節することができる。活性領域に供給される電流を制御することによって
、第２波長範囲１５２及び第３波長範囲１５４に入る放射を混合して生成した白色光の色
点は、デバイスと使用用途に応じて適切に制御することができる。
【００１６】
　アノード、カソードなどのコネクタ及び、ＬＥＤ内に用いられる全てのワイヤ・ボンド
は、同じ導電性金属で形成して同じ電気的及び熱的特性を有するようにし、異なる材料を
用いた状態に比べて改善された導電性をもたらすことが好ましい。さらに進んだ実施形態
においては、活性領域に供給する電圧を独立に制御することができて、所望の色温度の混
合白色光が得られることが好ましい。活性領域に供給する電流を調節することによって、
第１波長範囲に入る放射の強度又はエネルギーは、容易に調節することができ、従って白
色点の色温度を適切に調整することができる。その結果、可変の色温度を有する光源を、
この単純な構造体を用いて実現することができる。これは、黄色発光蛍光体の光度が、本
質的に青色発光蛍光体の光度と相関するためである。従って、活性領域の光度を適切に制
御することによって、ＬＥＤに任意の色温度の白色光を生成させることができる。
【００１７】
　図２は、単一の基板１１０の上に形成されたＬＥＤ１０１の例示的な実施形態を示す。
第１活性領域１２２が基板の第１の部分の上に形成され、第２活性領域１２４が基板１１
０の第２の部分の上に形成される。活性領域１２２、１２４の両方は、外部制御装置（図
示せず）に結合し、活性領域のそれぞれに供給する電流は、独立に適切に調整することが
できる。第１活性領域１２２は、第１波長範囲１５０内の放射（赤色光）を第２波長範囲
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１５２に入る放射（青色光）に完全に変換する第１変換要素１３０によって覆われる。第
２活性領域１２４は、第１波長範囲１５０内の放射（赤色光）を第３波長範囲１５４に入
る放射（黄色光）に完全に変換する第２変換要素によって覆われる。青色光１５２及び黄
色光１５４は混合されて白色光を生成する。白色光の色点は、第１活性領域１２２及び第
２活性領域１２４のそれぞれに独立に供給する電流を独立に制御することによって適切に
調整することができる。活性領域及び変換要素（蛍光体）の全ての他の機能の詳細は、図
１に関して前述したのと同じである。
【００１８】
　図３は、分離した基板の上に形成されたＬＥＤ１０２の例示的な実施形態を示す。第１
活性領域１２２が第１基板１１２の上に形成され、第２活性領域１２４が第２基板１１４
の上に形成される。第１基板１１２及び第２基板１１４は、共通の電極１１５の上に取り
付けられる。活性領域１２２、１２４の両方は、外部制御装置（図示せず）に結合し、活
性領域のそれぞれに供給する電流は、独立に適切に調整することができる。第１活性領域
１２２は、第１波長範囲１５０内の放射（赤色光）を第２波長範囲１５２に入る放射（青
色光）に完全に変換する第１変換要素１３０によって覆われる。第２活性領域１２４は、
第１波長範囲１５０内の放射（赤色光）を第３波長範囲１５４に入る放射（黄色光）に完
全に変換する第２変換要素によって覆われる。青色光１５２及び黄色光１５４は混合され
て白色光を生成する。白色光の色点は、第１活性領域１２２及び第２活性領域１２４のそ
れぞれに独立に供給する電流を独立に制御することによって適切に調整することができる
。活性領域及び変換要素（蛍光体）の全ての他の機能の詳細は、図１に関して前述したの
と同じである。
【００１９】
　図４は、本明細書に開示される白色ＬＥＤの実施形態１００に関するスペクトル２００
の例示的な実施形態を示す。ｘ軸は、ＬＥＤの活性領域によって生成された発光スペクト
ル及びＬＥＤの変換されたスペクトルの波長を表し、ｙ軸は発光強度を表す。白色ＬＥＤ
は、第１波長範囲２５０に入る発光を与え、これは約６００ｎｍ又はそれ以上の波長にピ
ークを有し、可視スペクトルの赤色／近赤外部分に入る。発光２５０のピークにおける両
方向の矢印は、図１の前述された制御装置によって発光強度を制御できることを示してい
る。活性領域から放射された赤色光２５０は、第１変換要素により青色光２５２に、また
第２変換要素により黄色光２５４に、それぞれ完全に変換される。青色光２５２及び黄色
光２５４は混合して白色光を生成することができる。青色光及び黄色光を混合して白色光
を生成することは、当業者には周知のことである。白色光の色点は、赤色光の発光強度を
制御することによって適切に調整することができる。
【００２０】
　図５は、白色ＬＥＤ１０２に関するスペクトル２００の例示的な実施形態を示す。ｘ軸
は放射の波長を表し、ｙ軸は発光スペクトルの強度を表す。第１活性領域は赤色波長範囲
２５０Ａ内の放射を生成し、第２活性領域は赤色波長範囲２５０Ｂ内の放射を生成する。
説明のために、２つのピークは互いに並んで示されている。第１変換要素は赤色光２５０
Ａを青色光２５２に完全に変換し、第２変換要素は赤色光２５０Ｂを黄色光２５４に完全
に変換する。青色光２５２及び黄色光２５４は適切に混合して白色光を生成することがで
きる。白色光の色温度は、赤色光２５０Ａ及び／又は２５０Ｂの発光強度を適切に変化さ
せることによって選択することができる。説明のために、青色光２５２の放射は、黄色光
２５４の放射よりもやや強く示している。青色光２５２の強度が高いほど、相関色温度、
従って色点が高くなることは利点である。
【００２１】
　前述したように、第１活性領域１２２及び第２活性領域１２４への電流は独立に制御す
ることができ、そのためこれらの活性領域からの発光強度を独立に調節することができる
。青色光のスペクトルのピーク及び黄色光のスペクトルのピークにある両方向の矢印は、
第１活性領域１２２及び第２活性領域１２４に供給する電流を制御することによって、青
色及び黄色光の強度を調節できることを示す。第１活性領域及び第２活性領域のそれぞれ
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（又は一般に単一の活性領域）に供給する電流を制御装置によって調節する結果、強度を
適切に調整し、生成された白色光の相関色温度を調整して、例えば、昼光色、昼白色、温
白色又は白熱電球によって生成されるスペクトル内の光が得られる。
【００２２】
　図６は、図１に示した少なくとも１つのＬＥＤをアセンブルして組み立てたランプ３０
０の例示的な実施形態を示す。典型的には、数個のＬＥＤ１００を組み合せてランプ３０
０を形成する。このランプは、ランプから発生した光を反射するように高度に研磨された
表面であるリフレクタ３６５、ＬＥＤ１００に電力を供給するための電源装置３８０、及
びベース３９０を含む。さらに、ランプ３００は、ランプ３００の色及び輝度を調節する
のに使用できる色調節ダイヤル（図示せず）及び輝度調節ダイヤル（図示せず）を備える
ことができる。
【００２３】
　さらに進んだ実施形態においては、アレイを形成する少なくとも１つ又は複数のＬＥＤ
１００は、液晶ディスプレイ・デバイスのようなディスプレイ・デバイスを照らし出すた
めのバックライト装置内にアセンブルするのに都合よく用いることができて、ディスプレ
イ・パネルを照明するが、そこでは、使用用途に応じてディスプレイ上の読み易さ及び視
程を改善するために調節可能な色温度及び高いコントラストを好都合に与えることができ
る。
【００２４】
　添付の図面及びその説明により、本発明の実施形態、及びそれらの特徴と構成要素につ
いて図示し説明した。当業者は、この説明に用いられたいずれの用語及び／又は図も単に
便宜のためであり、従って本発明はこうした用語によって特定及び／又は含意されるいず
れの特定の用途にだけ用いるように限定されるべきでないことを理解するであろう。従っ
て、本明細書に説明された実施形態は、あらゆる点で例証的なものであり、限定するもの
ではないと考えられたい。また、本発明の範囲を判断するには添付の特許請求の範囲を参
照されたい。
【００２５】
　本発明は、上述の実施形態に関して説明されたが、同じ目的を達成するために、他の実
施形態を代りに用いることができることは明白であろう。本発明の範囲は、上述の実施形
態に限定されず、一般にソフトウェア・プログラム及びコンピュータ・プログラムの製品
に適用することも可能である。上述の実施形態は本発明を限定するのではなく例証するも
のであること、及び、当業者は添付の特許請求の範囲から逸脱することなく代替的な実施
形態を設計できるであろうことに留意されたい。特許請求の範囲において、いずれの参照
記号も特許請求の範囲を限定するものではない。本発明は、幾つかの別個の要素を含むハ
ードウェアを用いて実施することができる。
【図面の簡単な説明】
【００２６】
【図１】本発明による発光ダイオード１００の例示的な実施形態を示す。
【図２】本発明による発光ダイオード１００の例示的な実施形態を示す。
【図３】本発明による発光ダイオード１００の例示的な実施形態を示す。
【図４】白色ＬＥＤの実施形態１００に関するスペクトル２００の例示的な実施形態を示
す。
【図５】白色ＬＥＤ１０２に関するスペクトル２００の例示的な実施形態を示す。
【図６】図１に示す少なくとも１つのＬＥＤをアセンブルして構築したランプ３００の例
示的な実施形態を示す。
【符号の説明】
【００２７】
１００、１０１，１０２：発光ダイオード
１１０：基板
１１２：第１基板
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１１４：第２基板
１１５：電極（カソード）
１１７：電極（アノード）
１２０：活性領域
１２１：活性領域の第１領域
１２２：活性領域の第２領域（第１活性領域）
１２４：第２活性領域
１３０：第１変換要素
１４０：第２変換要素
１５０、２５０、２５０Ａ、２５０Ｂ：赤色光
１５２、２５２：青色光
１５４、２５４：黄色光
１６０：制御装置
２００：スペクトル
３００：ランプ
３６５：リフレクタ
３８０：電源装置
３９０：ベース

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】



(11) JP 5166085 B2 2013.3.21

10

フロントページの続き

(74)代理人  100086243
            弁理士　坂口　博
(72)発明者  エリック・ダブリュー・ビー・ディアス
            インド共和国　５６０００８　カルナタカ州　バンガロール　ハル　２番ステージ　オフ　７番　
            メイン　８番クロス　６９１

    審査官  佐藤　俊彦

(56)参考文献  特開２００６－３３２６６３（ＪＰ，Ａ）　　　

(58)調査した分野(Int.Cl.，ＤＢ名)
              Ｈ０１Ｌ　３３／００－３３／６４


	biblio-graphic-data
	claims
	description
	drawings
	overflow

