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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透過開口を有する密封したハウジングと、
　前記ハウジングに収納されており、前記開口を介して伝播のための照明を放射する放射
エリアを有するLED部材と、
　前記LED部材によって生じた熱を分散させるために前記ハウジングに収納された冷却液
と、
　圧縮可能な材料を前記ハウジングの外部と連通せずに収納し、前記ハウジング内に位置
したカバーと、
を含み、
　前記カバーは、前記冷却液の膨張に応じて圧縮する動作が可能であり、
　前記ハウジングは、前記LED部材の前記放射エリアに前記放射光線を反射するための反
射面を有するリサイクル反射器を含み、
　前記反射面は、前記LED部材の前記放射エリアの中心に関する形状で球状であり、
　前記LED部材は、同じ色を放射し、前記LEDアレイの略中心に対照的に配列された少なく
とも1つのペアのLED部材を有するLEDアレイを含み、
　前記ペアのLED部材のうちの1つからの放射光線が、前記ペアのLED部材の他の1つに反射
されることを特徴とする液冷LED照明装置。
【請求項２】
　前記圧縮可能な材料を収納する前記カバーは、前記放射光線の前記光路の外部に位置す
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ることを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項３】
　前記圧縮可能な材料を収納する前記カバーは、前記ハウジング内に固定して位置するこ
とを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項４】
　前記圧縮可能な材料を収納する前記カバーは、前記放射光線の前記光路の外部に固定し
て位置することを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項５】
　前記冷却液は、前記LED部材の前記放射エリアに接触して位置することを特徴とするこ
とを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項６】
　前記冷却液は、過ふっ化液(perfluorinated liquid)を含むことを特徴とする請求項１
のLED照明装置。
【請求項７】
　前記圧縮可能な材料は、前記カバーに収納された空気又は窒素を含むことを特徴とする
請求項１のLED照明装置。
【請求項８】
　前記カバーは、バルーンを含むことを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項９】
　前記カバーは、密封した端を有するチューブを含むことを特徴とすることを特徴とする
請求項１のLED照明装置
【請求項１０】
　前記カバーは、球状か、環状体か、円盤状のカバーを含むことを特徴とする請求項１の
LED照明装置。
【請求項１１】
　前記カバーは、複数の密封されたガスポケットを収納する発泡材料を含むことを特徴と
する請求項１のLED照明装置。
【請求項１２】
　前記ハウジングの内部に配置され、前記LED部材に取り付くヒートシンクをさらに含む
ことを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項１３】
　前記LED部材によって生じた前記熱を分散させるための前記冷却液を循環させるポンプ
をさらに含むことを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項１４】
　前記ポンプは、前記ハウジングの内部に配置されることを特徴とする請求項１３のLED
照明装置。
【請求項１５】
　前記ポンプは、超音波ポンプであり、前記ハウジングの内部に配置されることを特徴と
する請求項１３のLED照明装置。
【請求項１６】
　前記ハウジングは入口と出口を有し、
　前記ポンプは、前記入口と前記出口の間に接続され、前記ハウジングの外部に配置され
ることを特徴とする請求項１３のLED照明装置。
【請求項１７】
　前記ポンプと連通する液体のチェンバーと、
　前記チェンバーに取り付く複数の冷却フィンを、さらに含むことを特徴とする請求項１
６のLED照明装置。
【請求項１８】
　前記LED部材は、1以上のLED部材を含むことを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項１９】
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　前記LED部材は、1以上の色を放射することを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項２０】
　前記開口は、レンズを含むことを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項２１】
　前記ハウジングに取り付けられ、ねじが切られた接触部を有する基礎部を、さらに含む
ことを特徴とする請求項１のLED照明装置。
【請求項２２】
　照明を放射する放射エリアを有するLED部材と、
　前記放射光線が通過する透過開口を有する密封したハウジングと、
　反射面を有し、前記反射面に当たる前記放射光線は、前記LED部材の前記放射エリアに
反射する、リサイクル反射器と、
　前記LED部材によって生じた熱を分散させるために前記ハウジングに収納される冷却液
と、
　前記ハウジングに当該ハウジングの外部と連通せずに収納され、前記冷却液の膨張に応
じて圧縮する動作が可能な圧縮可能な材料と、
を含み、
　前記反射面は、前記LED部材の前記放射エリアの中心に関連する形状において球状であ
り、
　前記LED部材は、同じ色を放射し、前記LEDアレイの前記中心に関して配列されている、
少なくとも1つのペアのLED部材を有するLEDアレイを含み、前記ペアのLED部材のうちの1
つからの前記放射光線は、前記ペアのLED部材の他の1つに反射されることを特徴とする液
冷LED照明装置。
【請求項２３】
　前記冷却液は、過ふっ化液を含むことを特徴とする請求項２２のLED照明装置。
【請求項２４】
　前記圧縮可能な材料は、密封したカバーに収納される空気又は窒素を含むことを特徴と
する請求項２２のLED照明装置。
【請求項２５】
　前記圧縮可能な材料は、バルーンの内部に収納されることを特徴とする請求項２２のLE
D照明装置。
【請求項２６】
　前記圧縮可能な材料は、密封した端を有するチューブの内部に収納されることを特徴と
する請求項２２のLED照明装置。
【請求項２７】
　前記圧縮可能な材料は、球状か、環状体か、円盤状のカバーの内部に収納されることを
特徴とする請求項２２のLED照明装置。
【請求項２８】
　前記圧縮可能な材料は、複数の密封したエアポケットを含む発泡材料を含むことを特徴
とする請求項２２のLED照明装置。
【請求項２９】
　前記LED部材によって生じた熱を分散させるための、前記冷却液を循環させるポンプを
さらに含むことを特徴とする請求項２２のLED照明装置。
【請求項３０】
　前記ポンプは、前記ハウジングの内部に配置されることを特徴とする請求項２９のLED
照明装置。
【請求項３１】
　前記ハウジングには入口と出口を有し、
　前記ポンプは、前記入口と前記出口の間に接続され、前記ハウジングの外部に配置され
ることを特徴とする請求項２９のLED照明装置。
【請求項３２】
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　前記開口は、レンズを含むことを特徴とする請求項２２のLED照明装置。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本出願は、2011年2月1日に提出された米国仮出願シリアル番号61/438,389、及び、2010
年4月23日に提出された仮出願シリアル番号61/327,180に対して、35U.S.C.セクション119
(e)の下で優先権の利益を要求し、それらは参照によって完全にここに組込まれる。
【０００２】
　本発明は照明装置及び特にLED照明装置に関する。
【背景技術】
【０００３】
　LED(発光ダイオード)イルミネーション又は照明の多くのイルミネーション利用に関し
て、重要な問題は、LEDチップのLED照明部材から生じた熱の除去である。伝統的に、LED
チップは金属基体に搭載され、基体は冷却フィンを備えたヒートシンクに搭載される。そ
れから、ファンは、LEDチップを冷やすヒートシンク・フィン上に空気を吹きつけるため
に使用することが可能である。
【０００４】
　しかしながら、LEDチップとヒートシンク・フィンの間の相対的に大きな距離により、
冷却効率は通常低い。その結果、LED接合はより高温度で作動し、それはLEDチップの寿命
と照明出力を減じる。
【０００５】
　したがって、より効率的にLED照明部材を冷却するLED照明装置、及び、方法を提供する
ことが望ましい。
【発明の概要】
【０００６】
　本発明の1つの態様によれば、液冷LED照明装置は、透過開口を有する密封したハウジン
グと、ハウジングに収納されるLED部材を含む。LED部材は、開口を介した伝達のための照
明を放射する放射するエリアを有する。LED部材によって生じた熱を分散させるために、
冷却液はハウジングに収納される。好ましくは、カバーで密封された圧縮可能な材料はハ
ウジング内に位置し、放射光線の光路の外にある。LED部材から熱を吸収するにつれて、
圧縮可能な材料を含むカバーは、冷却液の膨張に応じて圧縮する。
【０００７】
　有利に、冷却液及び圧縮可能な材料はより効率的にLED部材を冷やすために作用し、そ
れにより、より高い照明出力及び増加した寿命を提供する。同時に、ハウジング中の圧縮
可能な材料の使用は、ハウジングが完全に密封した強剛なパッケージで作られることを可
能にする。
【０００８】
　本発明の他の態様によれば、液冷LED照明装置は、リサイクル反射器を有する密封した
ハウジングを含む。リサイクル反射器は反射面を有し、反射面に当たるLEDライトは、LED
部材の放射するエリアへ反射する。ハウジングに収納される冷却液及び圧縮可能な材料は
LED部材によって生じた熱を分散させるために作用する。
【０００９】
　本発明の他の態様によれば、液冷LED照明装置は、密封したハウジングの外部へ付けら
れているLED部材を含む。ハウジングに収納された冷却液及び圧縮可能な材料は、LED部材
によって生じた熱を分散させるために作用する。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】図1は、本発明の実施形態による典型的なLED照明装置を示す。
【図２】図2は、リサイクル反射器を有するLED照明装置を示す。
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【図３Ａ】図3Aは、少なくとも1つの対称的に配列された有色のペアを備えた4つのLED部
材のLEDアレイを示す。
【図３Ｂ】図3Bは、6つの対称的に配置されたLED部材のLEDアレイを示す。
【図４】図4は、本発明の実施形態による、より高出力の輝度を可能にするために、照明
出力がリサイクルされる液冷LED照明装置を示す。
【図５】図5A-5Eは、本発明による圧縮可能な材料を密封するために使用することが可能
である様々なタイプのカバーを示す。
【図６Ａ】図6Aは、本発明の実施形態によるポンプを有するLED照明装置を示す。
【図６Ｂ】図6Bは、本発明の実施形態による冷却液に接する、ポンプ及びLED部材を有す
るLED照明装置を示す。
【図７】図7は、本発明の実施形態による外部ポンプを有するLED照明装置を示す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　図1は、本発明の1つの実施形態による典型的なLED照明装置を示す。LED照明装置2は、L
EDパッケージ4、ヒートシンク5及び冷却液9を含む。
【００１２】
　LEDパッケージ4は、一般的に照明を放射する放射エリアを有するLED部材である少なく
とも1つのLEDチップ10と、チップが搭載される基体12を含む。放射エリアは、LEDチップ1
0を保護する任意の透明ウィンドウ7を含む。LEDチップ10から熱を除去するために、ヒー
トシンク5は基体12に取り付けられている。そのようなLEDパッケージは例えば、マサチュ
ーセッツ州、ビレリカのLuminus Devices社から入手可能である。
【００１３】
　液体の密封したハウジングに収納された冷却液9は、LEDチップ10の近く、又は、そのチ
ップのすぐ近くに位置する。異なるタイプのハウジングを使用する様々な応用例の中でそ
れを使用することが可能であるので、図1において、冷却液を収納しているハウジングの
境界線は示されない。好ましくは、冷却液9は、LEDチップ10(すなわち、LED半導体自体又
はウィンドウ7)と直接的に接触し、その結果、チップによって生じたいかなる熱も、全く
少量の耐熱性を有する液体によって直ちに除去される。図1の場合には、冷却液9が、チッ
プの透明ウィンドウ7と直接接触する。透明ウィンドウ7がない場合には、冷却液9は、LED
半導体自体と直接接触する。好ましくは、冷却液9は、低い熱膨張、高い熱伝導率、化学
上不活性で、電気的に絶縁する特性を有する。そのような液体の1つは、ミネソタ州、セ
ントポールの3M社から入手可能なFluorinertTMと呼ばれる、過ふっ化液(perfluorinated 
liquid)がある。より低コストな液体は、鉱油、パラフィン又はその他同種のものになり
える。
【００１４】
　図2は、リサイクル反射器を備えたLED照明装置を示し、本出願人がより早く提出した、
2011年3月31日に提出の出願番号13/077,006に開示され、参照によってここに組込まれる
。LED照明装置はLEDパッケージ4と、LEDチップ10を駆動するための駆動回路3と、LEDチッ
プの前に位置した、リサイクルするカラーのようなリサイクル反射器6と、LEDライトが通
り抜ける透過開口8とを含む。
【００１５】
　LEDチップ/部材10は、白色、単一色又は複数の色のシングル・チップか多数のチップに
なりえる。特定の用途について、それらは、リサイクル反射器6の透過開口8の光軸16は、
LED部材の中心20(図3を参照)を通り、中心は、さらに実質的に、リサイクル反射器の曲率
中心の近隣にあるように配列することが可能である。LED部材10は、同じ面に好ましくは
配列され、LED部材の任意の2つの放射エリア間のいかなるスペースも最小限にするために
接近して位置する。LED部材10は、赤、緑、青、あるいは、放射白色光のような単一色の
照明を放射することが可能である。放射角度は一般的に180度以下である。
【００１６】
　リサイクルカラー6は、LED部材10に関して凹面の方式で曲げられる。内部の表面14が反
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射面であるので、内部の表面に当たるLED光は光源(すなわちLED部材)に反射される。反射
面は、カラー6の外部か内部の表面をコーティングすることにより、あるいは、カラーに
取り付いた分離した反射ミラーを有することによって提供することが可能である。好まし
い実施形態によれば、リサイクルカラー6は、LED部材10の中心20に関する形状において球
状であり、その結果、出力が単位拡大によりそれ自体に反射される。したがって、LED部
材10が、それ自体の上へのイメージを形成する場合に、それは有効に画像処理システムに
なる。有利に、実質的に、内側の球状の反射面14に当たるLED光はすべて、光源、すなわ
ち、LED部材10の放射エリアに反射される。
【００１７】
　当業者が十分に理解することが可能であるように、従来の照射系の透過開口を通り抜け
ないすべてのLED光は永久に失われる。しかしながら、湾曲した反射面14の使用によって
、本発明のLED照明装置は、失われたであろう相当な量の照明の回収を可能にする。例え
ば、その透過開口のサイズが放射光線の約20%を取り込む照射系において、リサイクルカ
ラー6は、放射光線のさらに20%の回収を可能にする。有利には、それは取り込まれた照明
スループットの100%の改善であり、それは輝度における本質的な改善につながる。
【００１８】
　本発明でのLEDは単一のLED又はアレイLEDになりえる。LEDは白い単一色になりえるか、
又は単一の色又は多数の色を備えた多数のチップからできてよい。LEDはさらにDC LED、
又はAC LEDになりえる。
【００１９】
　図3は、本発明と共に使用することが可能であるLEDチップのうちのいくつかを示す。図
3Aは、4つの有色のLED部材10のLEDアレイ18を示す。特に、LEDアレイ18は、赤色照明を放
射する1つの赤色LED部材Rと、反対のコーナーで、中心20について対称的に配置された青
色照明を放射する1つの青色LED部材Bと、反対のコーナーで、LEDアレイの中心20について
対称的に配置された緑色照明を放射する2つの緑色LED部材G1、G2と、を含む。LEDアレイ1
8は、リサイクル反射器6の光軸16が中心20を通過し、この中心は、リサイクル反射器6の
曲率中心の付近にさらに実質的にあるように配列される。
【００２０】
　LEDアレイ18は4つのLED部材で示されているが、本発明は少なくとも1つのLED部材で動
作することが可能である。さらに、1ペアのLED部材の場合には、ペア中のLED部材が同じ
色を放射することが好ましいが、効率はより低いかもしれないが、それらが異なる色を放
射することが可能である。さらに、アレイ中の各LED部材のサイズは他のLED部材とは異な
ることが可能である。
【００２１】
　LED部材10はそれぞれ正方形として示されているが、それが長方形でもよいことに注目
する。好ましくは、LEDアレイ18の全体の放射エリアは、投射されるイメージと同じ縦横
比であるべきである。例えば、その縦横比が9:16であるハイビジョン・イメージを投射す
るために、LEDアレイ18の全体の放射エリアは同じ9:16の寸法を有するべきである。同様
に、LEDアレイ18の寸法は、特に4:3、1:1、2.2:1でありえ、それらはポピュラーな縦横比
でもある。
【００２２】
　図3Aの実施形態の中で、2つの緑のLED部材G1、G2は互いの上へイメージされる。具体的
には、内部の反射面14に当たるLED部材G1からのいかなる照明も、対称的に位置したLED部
材G2に反射され、また、その逆も成立する。対称的に配置された同じ色のLED部材が動作
するために、駆動回路3は同じ色のLED部材(例えばG1、G2)を同時に駆動する。したがって
、この配置は高いリサイクル効率を提供する。一方、青色LED部材Bからの照明は赤色LED
部材Rの上にイメージされ、また、その逆も成立する。したがって、リサイクル効率はこ
れらの二色はより低い。
【００２３】
　マルチカラーのLED部材での効率を増加させるために、図3Bの中で示されるような対称
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な構成を使用することが可能である。この実施形態において、赤色チップ(LED部材R)は、
中心20に関して対称的に配列される。そのため、赤色チップは高いリサイクル効率を伴っ
て、互いの上にイメージされる。同様に、青色チップ(LED部材B)及び緑色チップ(LED部材
G)も、中心20に関して対称的に配列され、高いリサイクル効率を伴って、互いの上にイメ
ージされるだろう。
【００２４】
　図4は、本発明の実施形態によって高出力の強度を可能にするために、照明出力がリサ
イクルされる液冷LED照明装置を示す。図4において、LED照明装置は、密封ハウジング/バ
ルブ24及び基礎部26を有するLED光バルブ22である。密封バルブ24は、プラスチック、ガ
ラス又は金属で作ることが可能である。
【００２５】
　LEDマウント28は基礎部26へ取り付けられており、制御回路3と、ヒートシンク5と、基
体12と、制御回路に電気的に接続されるLEDチップ10を取り付けるための剛性支持構造を
備える。LEDチップ10を支持する基体12は、ヒートシンク5に搭載される。LEDマウント28
は、さらに、制御回路から電気的な下部接触部32及びねじが切られた接触部30までの電線
を導くためのダクトを有する。動作において、電気的な接触部30及び32からの線間電圧は
、制御/駆動回路3によってLEDチップ10のための所要のレベルに変換される。
【００２６】
　図4は、エジソン・タイプのねじが切られた基礎部コネクターを有する光バルブを示す
が、さらに、MR-16タイプの基礎部を有するような他のLED照明装置も、本発明の使用に適
している。
【００２７】
　バルブ24にはLEDチップ10からの放射光線が通過する、光学的に透明な透過開口8を有す
る。開口8は、単純な光学的に透明な球状のウィンドウになりえ、又は、所要の出力ビー
ムの開きを得るために集束レンズかコリメータレンズのようなレンズを有することが可能
である。
【００２８】
　基体12の上のバルブ24の部分は、LEDチップ10の放射エリアの中心に関して、球形に形
作られる。透過開口8のまわりの球状のバルブ表面の一部は、LEDチップ10の照明放射エリ
アに放射光線を反射するためにミラー・コーティング14でコーティングされる。これは、
図2に示されるようなリサイクルカラー6として機能する。
【００２９】
　本発明によれば、密封された光バルブ24は、ヒートシンク用冷却液9で満たされる。図1
と同様に、密封された冷却液9は、LEDチップ10の近く、又は、すぐ近くに位置する。図示
されるように、冷却液9は、LEDチップ10の放射エリアと直接接触し、その結果、チップに
よって生じたいかなる熱も、非常に小さな耐熱性とともに、液体によって直ちに除去され
る。
【００３０】
　照明を放射する場合、LEDチップ10は熱を発する。熱は、体積で膨張する冷却液9を次に
は加熱する。冷却液9がバルブ24の内部で密封されるので、リリーフは、冷却液の膨張に
よる爆発を防ぐために必要である。図4に示されるように、圧縮により冷却液9の膨張する
体積を吸収するために、圧縮可能な材料34はバルブの内部に位置する。示された実施形態
において、圧縮可能な材料34は固定して位置し、放射光線の光路の外部にあり、その結果
、それが透過開口8を通して伝搬される照明に干渉しない。そうでなければ、圧縮可能な
材料34は照明の光路へ移動し、開口8を出る照明の中にひずみとシャドーを生成するかも
しれないし、さらに照明出力を低減するかもしれない。
【００３１】
　図4において、圧縮可能な材料34はバルブ24の内部表面に取り付けられている。あるい
は、圧縮可能な材料34は、材料が放射光線の光路の外部に位置する限り、LEDマウント28
、ヒートシンク、又は、バルブ24内の他の部分に固定して取り付けることが可能である。
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ある実施形態において、圧縮可能な材料は図4に示されるような密封したカバーに収納さ
れている。
【００３２】
　図4に示されるような圧縮可能な材料はエアーポケットである。エアポケットは小さな
密封したバルーンカバーの内部に収納されている。バルブ24の内部の圧力が増加するにつ
れて、エアポケット34は光バルブの内部の圧力を取り除いて、体積が減少するだろう。
【００３３】
　ハウジング24の内部の圧縮可能な材料34の位置を決める代わりに、冷却液9が膨張する
につれて、それが膨張する場合があるように、ハウジングの一部は、ゴムのような可撓性
材料で作ることが可能である。しかしながら、可撓性材料と剛体のハウジングの間のシー
ルを維持するのが難しいので、これは好ましい解決策ではない。したがって、本発明によ
るハウジング24の内部の圧縮可能な材料34の位置付けは、ハウジングが完全に剛体で、は
完全に密封される膨張しない材料で作られることを可能にし、それによって、LED照明装
置の信頼性及び耐久性を改善する。
【００３４】
　代替の実施形態において、エアーのような圧縮可能な材料34はカバーに収納されており
、開口を有する内部壁33によって定義された内室35内に閉じ込められ、その結果、流体9
が自由にそれを通って流れる。このように、圧縮可能な材料34は固定して位置する必要は
ない。好ましくは、壁33、また、それゆえ、圧縮可能な材料34及びそのカバーは、放射光
線の光路の外部にある。
【００３５】
　図4の実施形態は圧縮可能な材料としてエアーを示すが、窒素のような、他のタイプの
ガス(それは生来圧縮可能である)を使用することが可能である。実際、カバーが真空の力
に耐えるのに十分に強剛であるが、膨張する冷却液9の外圧により圧縮するのに十分に柔
軟な限り、真空でさえ使用することが可能である。
【００３６】
　図5は本発明によって圧縮可能な材料を密封するための様々なタイプのカバーを示す。
図5Aは両端を密封した、エアーを収納する管の部分である。管はゴム、シリコーン、プラ
スチックなどになりえる。
【００３７】
　カバーの形状は、図5Aに示されるように円筒状、図5Bに示されるように球状、図5Cに示
されるように環状体、図5Dに示されるようなディスクのような平らなキャビティ、あるい
は、その他同種のものになりうる。エアポケットはパッケージと独立してよく、又はパッ
ケージに取り付けることが可能であり、パッケージと一体化することが可能である。
【００３８】
　図5Eに示されるように、圧縮可能な物質34は、1個の「泡」として、ともにパックされ
た小さなエアポケットの集合になりえる。そのような材料は、扱うのが簡単であり、求め
られるようなサイズにカットすることが可能であり、要求されるガスの必要な体積を提供
する。例えば、発泡材料はクッション材料のパックで見つけることが可能である。これら
の発泡を構成する材料はビニール、シリコーン、ゴムなどでありえる。ポケットの内部の
ガスは空気、窒素などになりえる。
【００３９】
　冷却及びヒートシンクの効率を向上させるために、ポンプ38は、ハウジング24の内部の
冷却液を循環させるために付け加えることが可能である。ポンプ38は、LEDチップ10の近
くの熱い液体を素速く移動させ、より冷たい液体にそれを置換し、それによって、LEDチ
ップの接合温度を下げるために冷却効率を増加させる。
【００４０】
　好ましい実施形態において、ポンプ38は超音波ポンプである。超音波信号は、変換器を
駆動するために使用され、冷却液9中に音波を生成する。ポンプ38の構成は、音波が液体
の純フローを生成するようなものである。
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【００４１】
　図6Aは、そのようなポンプを備えたLED照明装置を示す。液体の密封されたハウジング2
4は、一側面に入口40を有し、他の側面に出口42を有する超音波ポンプ38を含んでいる。
超音波ポンプ38は、超音波の駆動信号を生成するハウジング24の外部で位置した、超音波
駆動回路44によって駆動される。図6Aにおいて、基体12及び基体に付けられたLEDチップ1
0は、図4に示されるようなハウジングの内部に付けられる代わりにハウジング24の外部表
面に搭載される。冷却液9から熱を取り除くために、冷却フィン50がハウジング24に取り
付けられている。好ましくは、図6Aのハウジング24は金属又は合金のような熱伝導材料で
作られている。
【００４２】
　図6Aのエアポケット34は、LEDチップ10がハウジング24の外部へ付けられているので、
ハウジング24に固定してエアポケットを付ける必要がないこと以外は、図4のそれと同様
である。
【００４３】
　図6Bは、LEDチップ10及び内部ヒートシンク5が効果的な冷却のための冷却液9に浸され
る代替のLED照明装置を示す。圧縮可能な材料34は図4のそれと同様であり、液体の密封し
たハウジング24の内部の表面に、LEDチップ10の光路から遠ざけて取り付けられている。
冷却液9から熱を取り除くために、フィン50はハウジング24に取り付けられている。好ま
しくは、図6Bの中のハウジング24は金属又は合金のような熱伝導材料で作られている。
【００４４】
　ヒートシンク5はハウジング24の内部の表面へ取り付けられ、その結果、ハウジングの
全体にわたってヒートシンクからの熱を再分配することを可能とする。ハウジング24に取
り付けられた基礎部26は、コネクター46に、LEDチップ10及びポンプ38からの電線を接続
する。LEDチップ10からの光を放射は、開口/光学ウィンドウ8を通して伝達される。
【００４５】
　図7は、本発明の他の実施形態によるLED照明装置を示す。アレイLEDチップ10及び基体1
2が、ハウジング24の内部の表面へ取り付けられたヒートシンク5に搭載される。圧縮可能
な材料34はハウジング24の内部の表面へ付けられており、放射光線の光路の外部に位置す
る。ハウジング24は入口52及び出口54を有する。流管56は入口52と出口54の間で連結され
る。冷却フィン50は、冷却チェンバー58を定義する流管56の一部分に付けられている。超
音波ポンプ38のようなポンプは、ハウジング24から、冷却フィンによる、効率的なヒート
シンクのための、冷却チェンバー58へ冷却液9を送るために、流管56にインラインで接続
される。
【００４６】
　上記の開示は、例示であり、かつ完全でないように意図される。この明細書は多くの変
更、バリエーションを示唆するだろう。また、代替物は発明の範囲から外れずに、当業者
によってなされるかもしれない。本技術に精通している人々は、ここに記述された特定の
実施形態に対する他の等価物を認識するだろう。例えば、本発明にはリサイクル反射器が
示されるが、それは、照明のリサイクルなしで使用することが可能である。さらに、本発
明は光源としてLEDの文脈の中で示されているが、それは、動作中の著しい量の熱を発す
るあらゆる光源に使用することが可能である。例えば、本発明はレーザー、アーク灯など
に使用することが可能である。本発明の原理は、熱が、パワートランジスタ、マイクロプ
ロセッサー、誘導器、整流器及び変圧器のように生じる、他の光学以外の用途に適用する
ことも可能である。従って、本発明の範囲は前述の明細書に制限されない。
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