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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光エンジンアセンブリーであって、
　内部空間を画定する少なくとも１つのトリム要素と、
　前記トリム要素の内部空間内にあり、光エンジンハウジングと光エンジンとからなる内
部構造であって、前記光エンジンハウジングの第１の表面の少なくとも一部分が前記トリ
ム要素の内部表面に直接接触している内部構造と
からなり、
　前記光エンジンハウジングは１つの内部空間を画定し、
　前記光エンジンは、少なくとも２つの固体発光素子を備えて、前記光エンジンハウジン
グの前記１つの内部空間に位置しており、
　前記個体発光素子それぞれからの光の少なくとも一部分が、前記光エンジンハウジング
の前記第１の表面と反対側の第２の表面上に入射するよう構成されている
ことを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項２】
請求項１記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記内部構造はさらに、少なくとも１
つの熱インタフェース要素を備え、該熱インタフェース要素は、前記光エンジンハウジン
グの前記第１の表面と前記トリム要素の前記第２の表面との間でこれらに接触して配置さ
れていることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項３】



(2) JP 5436216 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

請求項１記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記内部構造はさらに、複数の光エン
ジンハウジングフィンを備え、該光エンジンハウジングフィンのそれぞれが、前記光エン
ジンハウジングの前記第１の表面と前記トリム要素の前記第２の表面とに接触しており、
かつ、前記光エンジンハウジングの内部空間の外側で前記トリム要素の内部空間の内側に
存在することを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項４】
請求項１～３いずれかに記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記光エンジンハウジ
ングの前記第１の表面及び前記トリム要素の内部表面はそれぞれ、実質的に錘台形状であ
ることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項５】
請求項１～３いずれかに記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記光エンジンハウジ
ングの前記第１の表面及び前記トリム要素の内部表面はそれぞれ、実質的に円形の錘台形
状であることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項６】
請求項１～５いずれかに記載の光エンジンアセンブリーにおいて、
　前記トリム要素の内部表面は環状の形状を有し、
　前記トリム要素は少なくとも第１及び第２の開口を有し、これら開口はそれぞれ、前記
トリム要素の内部空間と通じており、かつ、前記環状の形状の対向する側部上にある
ことを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項７】
請求項６記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記第１の開口は前記環状の形状の第
１の端部領域にあることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項８】
請求項７記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記トリム要素はさらに、前記環状の
形状の第２の端部領域と接触している端部要素を備え、該端部要素内に前記第２の開口が
画定されていることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項９】
請求項１～８いずれかに記載の光エンジンアセンブリーにおいて、
　前記トリム要素の内部表面は環状の形状を有し、
　前記トリム要素はさらに、前記環状の形状の第２の端部領域と接触している端部要素を
備え、
　該端部要素は、前記第２の端部領域によって画定された前記トリム要素の端部を閉鎖し
ている
ことを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項１０】
請求項１～９いずれかに記載の光エンジンアセンブリーにおいて、
　該光エンジンアセンブリーはさらに、前記トリム要素の内部空間にある少なくとも１つ
の光拡散素子を備え、
　前記トリム要素及び前記光拡散素子によって１つの内部空間を画定しており、該内部空
間内に、前記光エンジンハウジングが存在する
ことを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項１１】
請求項３記載の光エンジンアセンブリーにおいて、
　前記光エンジンハウジングの前記第１の表面は環状の形状を有し、
　該環状の形状は、該形状の対向する側部にある第１及び第２の端部領域を有し、
　前記光エンジンハウジングフィンはそれぞれ、前記第１の端部領域から前記第２の端部
領域まで延在している
ことを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項１２】
請求項３記載の光エンジンアセンブリーにおいて、
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　前記光エンジンハウジングの前記第１の表面は環状の形状を有し、
　該環状の形状は、該形状の対向する側部にある第１及び第２の端部領域を有し、
　前記光エンジンハウジングフィンはそれぞれ、前記第１の端部領域から前記第２の端部
領域を超えた位置まで延在している
ことを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項１３】
請求項１～１２いずれかに記載の光エンジンアセンブリーにおいて、該アセンブリーはさ
らに照明装置用のハウジングを備え、該ハウジングが画定する内部空間に、前記トリム要
素の少なくとも一部分が存在していることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【請求項１４】
請求項１３記載の光エンジンアセンブリーにおいて、前記トリム要素はフランジ部を備え
、該フランジ部は、前記トリム要素の軸から前記照明装置用のハウジングの外部表面より
も遠くまで延在していることを特徴とする光エンジンアセンブリー。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
関連する出願への相互参照
　この出願は、２００６年１１月１４日に出願された米国仮特許出願第６０／８５８，８
８１号、の利益を主張するものであり、その出願の全体は、参照によりここに組み入れら
れる。
【０００２】
発明の分野
　本発明の主題は、照明装置において用いられる光エンジンアセンブリー、および、この
ような光エンジンアセンブリーを含む照明装置に関係する。いくらかの実施形態において
、本発明の主題は、固体発光素子、たとえば発光ダイオード、を含む光エンジンアセンブ
リーに関係する。
【背景技術】
【０００３】
発明の背景
　毎年、米国において生成される電気の多くの部分（いくつかの見積りは、２５％と高い
）は、照明に行っている。したがって、よりエネルギー効率の高い照明を与える、進行中
の必要がある。白熱電球バルブは、大変エネルギー効率の良くない電球光源であることが
、よく知られている － それらが消費する電気の約９０％は、光としてより熱として開放
される。蛍光灯は、白熱電灯バルブよりはより効率が良い（約１０％だけ）が、まだ、発
光ダイオード等の固体発光素子より効率は低い。
【０００４】
　さらに、固体発光素子、たとえば、発光ダイオードの通常の寿命に比較すると、白熱電
球は、相対的に短い寿命、たとえば、代表的に約７５０ － １０００時間を持つ。比較す
るに、発光ダイオードは、たとえば、５０，０００時間と、７０，０００時間の間の代表
的な寿命を、持つ。蛍光灯は、白熱灯より、より長い寿命（たとえば、１０，０００ － 
２０，０００時間）を持つが、色再現の好ましさは低い。
【０００５】
　従来の電灯設備 により直面されるもう１つの問題は、照明装置（たとえば、電灯バル
ブ等）を、周期的に置き換える必要である。このような問題は、特に、アクセスが困難で
ある（たとえば、丸天井、橋、高いビル、交通トンネル）ところで、および／または、交
換コストが極端に高いところで表明されている。従来の電灯設備の代表的な寿命は、少な
くとも約４４，０００時間の光発生装置の使用（２０年間にわたる１日６時間の使用に基
づく）に対応する、約２０年である。光発生装置の寿命は、代表的にもっと小さく、これ
により、周期的な交換の必要を生じる。
【０００６】
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　また、それの中にこのような照明アセンブリーがマウントされる、かつ、それの中で発
光素子をより容易に変更することのできる建築要素（たとえば、天井、壁、および、床）
のより少ない修整、または、それへのより少ない損傷を持って、より容易に搭載され、お
よび／または、修理されることのできる照明アセンブリーを与えることの継続中の必要が
ある。
【０００７】
　さらに、それにより、固体発光素子を、広い範囲の応用において白熱電球、蛍光灯、お
よび他の光発生装置の代わりに用いることのできる方法を開発する努力が、行われ続けて
きた。さらに、発光ダイオード（または、他の固体発光素子）がすでに用いられていると
ころでは、たとえば、エネルギー効率、演色評価指数（ＣＲＩ　Ｒａ）、コントラスト、
有効性（ｌｍ／Ｗ）、コスト、および／またはサービス期間、に関して改善された照明ア
センブリー（発光ダイオードまたは、他の固体発光素子を含む）を与えるよう、努力が行
われ続けてきている。
【０００８】
　発光ダイオード等の、固体発光素子の発展は、多くの態様で照明産業を改革してきたが
、光発光ダイオードの特徴のいくつかは、多くの挑戦を提示してきており、そのいくつか
はまだ十分に満たされていない。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００９】
【特許文献１】米国特許第６，６００，１７５号明細書
【特許文献２】米国特許第６，６９３，１６６号明細書
【特許文献３】米国特許第７，２１３，９４０号明細書
【特許文献４】米国特許出願第６０／７５２，７５３号
【特許文献５】米国特許出願第６０／７５２，５５５号
【特許文献６】米国特許出願第６０／７５２，５５６号
【特許文献７】米国特許出願第６０／７５３，１３８号
【特許文献８】米国特許出願第６０／７９３，５１８号
【特許文献９】米国特許出願第６０／７９３，５２４号
【特許文献１０】米国特許出願第６０／７９３，５３０号
【特許文献１１】米国特許出願第６０／７９４，３７９号
【特許文献１２】米国特許出願第６０／７９８，４４６号
【特許文献１３】米国特許出願第６０／８０２，６９７号
【特許文献１４】米国特許出願第６０／８０８，７０２号
【特許文献１５】米国特許出願第６０／８０８，９２５号
【特許文献１６】米国特許出願第６０／８０９，５９５号
【特許文献１７】米国特許出願第６０／８０９，６１８号
【特許文献１８】米国特許出願第６０／８０９，９５９号
【特許文献１９】米国特許出願第６０／８３９，４５３号
【特許文献２０】米国特許出願第６０／８４４，３２５号
【特許文献２１】米国特許出願第６０／８４５，４２９号
【特許文献２２】米国特許出願第６０／８４６，２２２号
【特許文献２３】米国特許出願第６０／８５１，２３０号
【特許文献２４】米国特許出願第６０／８５３，５８９号
【特許文献２５】米国特許出願第６０／８５７，３０５号
【特許文献２６】米国特許出願第６０／８５８，８８１号
【特許文献２７】米国特許出願第６０／８５９，０１３号
【特許文献２８】米国特許出願第６０／８６１，９０１号
【特許文献２９】米国特許出願第６０／８６８，１３４号
【特許文献３０】米国特許出願第６０／８６８，９８６号
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【特許文献３１】米国特許出願第６０／８９１，１４８号
【特許文献３２】米国特許出願第６０／９１６，３８４号
【特許文献３３】米国特許出願第１１／６１３，６９２号
【特許文献３４】米国特許出願第１１／６１３，７１４号
【特許文献３５】米国特許出願第１１／６１３，７３３号
【特許文献３６】米国特許出願第１１／６１４，１８０号
【特許文献３７】米国特許出願第１１／６２４，８１１号
【特許文献３８】米国特許出願第１１／６２６，４８３号
【特許文献３９】米国特許出願第１１／７３６，７６１号
【特許文献４０】米国特許出願第１１／７３６，７９９号
【特許文献４１】米国特許出願第１１／７３７，３２１号
【特許文献４２】米国特許出願第１１／７４３，７５４号
【特許文献４３】米国特許出願第１１／７５１，９８２号
【特許文献４４】米国特許出願第１１／７５１，９９０号
【特許文献４５】米国特許出願第１１／７５３，１０３号
【特許文献４６】米国特許出願第１１／７５５，１５３号
【特許文献４７】米国特許出願第１１／７５５，１６２号
【特許文献４８】米国特許出願第１１／８５４，７４４号
【特許文献４９】米国特許出願第１１／８５６，４２１号
【特許文献５０】米国特許出願第１１／８５９，０４８号
【発明の概要】
【００１０】
発明の簡単なサマリー
　従来のリセスを設けた照明等の場合には、多数の缶が、絶縁天井内で使用されるものと
して売られている。たとえば、住居用のリセス付きのダウンライトは、しばしば、絶縁体
と直接接触して、あるいは、天井内に空気流が、ほとんどなしで、あるいはなしで、搭載
されている。ほとんどの熱は、該ダウンライトが搭載されている部屋の空気内に放散され
る。
【００１１】
　白熱電球ダウンライトの設計は、代表的に、最大値、たとえば、アンダーライターズ　
ラボラトリーズ、により特定されたもの、以下で、木または絶縁とコンタクトする表面の
温度を維持することに、代表的に焦点を当ててきた。設計者は、代表的に、それは、代表
的に白熱電球ダウンライト内に見つけられる高温に耐えられるので、白熱電球ランプの熱
的管理には、焦点を当てていない。
【００１２】
　逆に、リセスされたダウンライト内のＬＥＤおよび他の固体発光素子からの熱の放散は
、大変、臨界的である。たとえば、もしＬＥＤ接合温度が、製造業者の定格以下に維持さ
れなければ、減少したランプ寿命、および、妥協した性能結果が、生ずる。
【００１３】
　本発明の主題による光エンジンアセンブリーは、特に、デバイスの部屋側における、優
れた熱放散を与える。
【００１４】
　本発明の主題の第１の側面によれば、以下のものよりなる光エンジンアセンブリーが、
与えられる：
　少なくとも１つのトリム要素、該トリム要素は、トリム要素内部空間を定義する；
　前記トリム要素内部空間内に位置する光エンジンハウジング、該光エンジンハウジング
は、前記光エンジンハウジング内部空間を定義する；かつ、
　少なくとも１つの固体発光素子よりなる光エンジン、該光エンジンは、前記光エンジン
ハウジング内部空間内に位置しており、
　前記光エンジンハウジングの外部表面は、前記トリム要素の内部表面と接触している。



(6) JP 5436216 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

【００１５】
　本発明の主題の第２の側面によれば、以下のものよりなる光エンジンアセンブリーが、
与えられる：
　少なくとも１つのトリム要素、該トリム要素は、トリム要素内部空間を定義する；
　前記トリム要素内部空間内に位置する光エンジンハウジング、該光エンジンハウジング
は、光エンジンハウジング内部空間を定義する；
　少なくとも１つの光発光素子よりなる光エンジン、該光エンジンは、前記光エンジンハ
ウジング内部空間内に位置している、および、
　少なくとも１つの熱インターフェース要素、
　該熱インタフェース要素は、前記光エンジンハウジングの外側表面、および前記トリム
要素の内部表面のおのおの、の間に、かつ、と接触して、配置されている。
【００１６】
　本発明の主題の第３の側面によれば、以下のものよりなる光エンジンアセンブリーが、
与えられる：
　少なくとも１つのトリム要素、該トリム要素は、トリム要素内部空間を定義する；
　前記トリム要素内部空間内に位置する光エンジンハウジング、該光エンジンハウジング
は、光エンジンハウジング内部空間を定義する；
　少なくとも１つの固体発光素子よりなる光エンジン、該光エンジンは、前記光エンジン
ハウジング内部空間内に位置している；かつ、
　複数の光エンジンハウジングフィン；
　前記光エンジンハウジングフィンのおのおのは：
　　前記光エンジンハウジングの外部表面と接触しており、
　　前記トリム要素の内部表面と接触しており、
　　前記光エンジンハウジング内部表面の外側にあり、かつ、
　　前記トリム要素内部空間の内側にある。
【００１７】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態において、前記光エンジンハウジングの前記外
部表面、および前記トリム要素の前記内部表面は、おのおの、実質的に錘台形状である。
いくらかのこのような実施形態において、前記光エンジンハウジングの前記外部表面、お
よび、前記トリム要素の前記内部表面は、おのおの、実質的に円形の錘台形状である。
【００１８】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態において、前記光エンジンアセンブリーは、さ
らに、照明装置ハウジングを備え、該照明装置ハウジングは、照明装置ハウジング内部空
間を定義しており、前記トリム要素の少なくとも一部は、前記照明装置ハウジング内部空
間内に位置している。いくらかのこのような実施形態において、前記トリム要素は、フラ
ンジ部を備え、該フランジ部は、前記トリム要素の軸から、前記照明装置ハウジングの外
部表面より、さらに遠くに離れるよう伸びている。
【００１９】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態において；
　前記トリム要素の内部表面は、環状の形状を有し、
　前記トリム要素は、少なくとも第１の開口、及び第２の開口を定義し、
　前記第１の開口、および前記第２の開口のおのおのは、前記トリム要素内部空間とつな
がっており、かつ、
　前記第１の開口、および前記第２の開口は、前記環状の形状の対向する側上に位置して
いる。
【００２０】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態において：
　前記トリム要素の内部表面は、環状の形状を有し、
　前記トリム要素は、少なくとも第１の開口、および第２の開口を定義し、
　前記第１の開口、および前記第２の開口のおのおのは、前記トリム要素内部空間とつな
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がっており、かつ、
　前記第１の開口、および前記第２の開口は、前記環状の形状の両側上に位置している。
いくらかのこのような実施形態において、前記第１の開口は、前記環状の形状の第１の端
部領域により定義されており、かつ、いくらかのケースにおいては、前記トリム要素は、
さらに、前記環状の形状の第２の端部領域と接触している端部要素を備えており、かつ前
記第２の開口は、前記端部要素内に定義されている。
【００２１】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態において：
　前記トリム要素の前記内部表面は、環状の形状を持ち、かつ、
　前記トリム要素は、さらに、前記環状の形状の第２の端部領域と接触している端部要素
を備え、前記端部要素は、前記第２の端部領域により定義された前記トリム要素の第２の
端を閉じている。
【００２２】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態において：
　前記光エンジンアセンブリーは、さらに、少なくとも１つの第１の光拡散素子を備え、
　前記光拡散素子は、前記トリム要素内部空間内に設けられており、
　前記トリム要素、および前記第１の拡散素子は、一緒になって、トリム要素 － 拡散素
子内部空間を定義し、かつ、
　前記光エンジンハウジングは、前記トリム要素 － 拡散素子内部空間内に位置している
。
【００２３】
　本発明の主題の第３の側面によるいくらかの実施形態において：
　前記光エンジンハウジングの外部空間は、環状の形状を持ち、
　前記光エンジンの前記外部表面の前記環状の形状は、第１の端部領域、及び第２の端部
領域を持ち、
　前記第１の端部領域、および前記第２の端部領域は、前記光エンジンの前記外部表面の
前記環状の形状の対向する端上にあり、
　前記光エンジンハウジングフィンのおのおのは、前記第１の端部領域から、前記第２の
端部領域にまで伸びる。
【００２４】
　本発明の主題の第３の側面によるいくらかの実施形態において、各光エンジンハウジン
グフィンは、前記光エンジンハウジングの外部表面の軸から、実質的に放射状に離れる方
向において伸びている。
【００２５】
　本発明の第３の側面によるいくらかの実施形態において：
　前記光エンジンハウジングの前記外部表面は、環状の形状を持ち、
　前記光エンジンハウジングの前記外部表面の前記環状の形状は、第１の端部領域、およ
び第２の端部領域を持ち、
　前記第１の端部領域、及び前記第２の端部領域は、前記光エンジンの前記外部表面の前
記環状の形状の対向する端上にあり、
　前記光エンジンハウジングフィンのおのおのは、前記第１の端部領域から、前記第２の
端部領域を超える位置にまで伸びている。
【００２６】
　本発明の主題は、添付図面、および、本発明の主題の以下の詳細な説明を参照して、よ
り十分に理解されるであろう。
【図面の簡単な説明】
【００２７】
【図１】図１は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第１の実施形態の斜視図
である。
【図２】図２は、図１に描かれた第１の実施形態の斜視展開図である。
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【図３】図３は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第２の実施形態の斜視図
である。
【図４】図４は、図３に描かれた第２の実施形態の斜視展開図である。
【図５】図５は、図３に描かれた第２の実施形態の光エンジンアセンブリーにおける集積
フィンを持つ光エンジンハウジングの斜視図である。
【図６】図６は、図３に描かれた第２の実施形態の光エンジンアセンブリーにおける前記
トリム要素の部分的斜視図である。
【図７】図７は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第３の実施形態の斜視図
である。
【図８】図８は、図７に描かれた第３の実施形態の一部の近接斜視図である。
【図９】図９は、図１に描かれた第１の実施形態の断面図である。
【図１０】図１０は、本発明の主題による照明装置の第４の実施形態の断面図である。
【図１１】図１１は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第５の実施形態の断
面図である。
【図１２】図１２は、図３に描かれた第２の実施形態の断面図である。
【図１３】図１３は、図７に描かれた第３の実施形態の断面図である。
【発明を実施するための形態】
【００２８】
発明の詳細な説明
　本発明の主題は、今、本発明の主題の実施形態が示された添付図面を参照して、以下に
より十分に説明される。しかしながら、この発明の主題は、ここで打ち立てられた実施形
態に限定して解釈されるべきではない。むしろ、これらの実施形態は、この開示が完全で
完璧であり、本発明の主題の範囲を当業者に運ぶように与えられる。同様の要素に対して
は、全体を通して同様の数字が与えられる。ここで使用されるように、用語“および／ま
たは”は、１つ、またはそれ以上の関連するリストされたアイテムの任意のもの、および
すべての結合を含む。
【００２９】
　ここで使用される用語は、特定の実施形態のみを記述する目的のためのものであり、本
発明の主題を限定することが意図されているものではない。ここで使用されるように、単
一形“a”、“an”、および“the”は、文脈が明らかにそうでないことを示していなけれ
ば、複数形をも含むことが意図されている。さらに、用語“comprises”、および／また
は“comprising”は、この明細書において使用されるときは、述べられた特徴、整数、ス
テップ、動作、要素、および／または構成要素の存在を特定するが、しかし、その１つ、
またはそれ以上の他の特徴、整数、ステップ、動作、要素、構成要素、および／または、
それらのグループの存在、または付加を排除するものではない。
【００３０】
　層、領域、または基板等の要素が、ここでもう１つの要素の上に（“on”）ある、ある
いは、の上に（“onto”）伸びている、と言及されるとき、それは該他の要素上に直接あ
る（“directly on”）、あるいは該他の要素上に直接（“directly onto”）伸びること
もでき、あるいは中間の要素がまた存在してもよい。対照的に、ある要素がもう１つの要
素の直接上に（“directly on”）ある、あるいは直接上に（“directly onto”）伸びて
いる、と言及されるとき、中間の要素は存在しない。また、ある要素が、ここで、もう１
つの要素に、“接続されている”（“connected”）または“結合されている”（“coupl
ed ”）と言われるとき、それは、該他の要素に直接接続されている、あるいは、結合さ
れていることができ、あるいは、中間の要素が、存在してもよい。対照的に、ある要素が
、他の要素に“直接接続されている”（“directly connected”）、または“直接結合さ
れている”（“directly coupled”）と言われるとき、中間の要素は存在しない。
【００３１】
　ある装置における２つの構成要素が“電気的に接続されている”、との文章は、前記構
成要素間に、その挿入が、該デバイスにより提供される１つの機能、または複数の機能に
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実質的に影響を与える何らの構成要素も、電気的に存在しないことを、意味する。たとえ
ば、２つの構成要素は、たとえもし、それらが、それらの間に、該デバイスによって与え
られる１つの機能、または複数の機能に実質的に影響を与えない小さい抵抗をもっていた
としても、電気的に接続されている、と言うことができる（実際、２つの構成要素を結ぶ
ワイヤは、小さい抵抗であると、考えることができる）；同様に、２つの構成要素は、た
とえ、それらが、それらの間に、該デバイスが、付加的な機能を達成することのできるよ
うにする付加的な電気的な構成要素をもってはいるが、該付加的な構成要素を含まないこ
とを除いて同一である、該デバイスにより与えられる１つの機能、または複数の機能に実
質的に影響を与えないものであれば、電気的に接続されている、と言うことができる；同
様に、相互に直接接続されている、あるいは回路基板上のワイヤ、またはトレースの対向
するエンドに直接接続されている２つの構成要素は、電気的に接続されている。
【００３２】
　ここで使用される用語“第１の”、“第２の”等は、種々の要素、構成要素、領域、層
、セクション、および／またはパラメータを記述するために用いられるが、これらの要素
、構成要素、領域、層、セクション、および／またはパラメータは、これらの用語によっ
て限定されるものではない。これらの用語は、単に、１つの要素、構成要素、領域、層、
またはセクションを、もう１つの要素、構成要素、領域、層、またはセクションから区別
するためにのみ用いられる。このように、以下で議論される第１の要素、構成要素、領域
、層、またはセクションは、本発明の教えから離れることなく、第２の要素、構成要素、
領域、層、またはセクションと言われることができる。
【００３３】
　さらに、相対的用語“より低い”または“底の”、および“より上の”または“上面の
”は、図面に示されたような１つの要素のもう１つの要素に対する関係を記述するために
用いられる。このような相対的用語は、図面において描かれた方位に加えて該デバイスの
異なる方位をカバーすることが意図されている。たとえば、もし該図面に示されるデバイ
スがひっくり返されれば、該他の要素の“より低い”側上にあると記述されている要素は
、そのとき、該他の要素の“より上の”側上に方位を向けられているであろう。好ましい
用語“より下の”は、それゆえ、該図面の特定の方向に依存した“より下の”、および“
より上の”の方位の両方をカバーする。同様に、もし、該図面の１つにおけるデバイスが
ひっくり返されれば、他の要素の“下に”あるいは“下側に”あると記述されている要素
は、そのとき、該他の要素の“上に”方位を向けられているであろう。好ましい用語“下
に”または“下側に”は、それゆえ、上におよび下に、の両方の方位をカバーするであろ
う。
【００３４】
　本明細書（以下のパラグラフにおける、を含む）において用いられる表現“接触して”
は、第２の構造と“接触している”前記第１の構造が、前記第２の構造と直接接触してい
ることができること、あるいは、１つ、またはそれ以上の中間構造により前記第２の構造
から分離されている（すなわち、間接接触している）ことができること、ここで、該第１
、および第２の構造、および該１つ、またはそれ以上の中間構造はおのおの、前記第１、
および第２の構造の表面、および前記１つ、またはそれ以上の中間構造の表面、のうちか
ら選択されたもう１つの表面と直接接触する、少なくとも１つの表面を持つ、を意味する
。第１の構造が、第２の構造“と接触している”という文章は、該第１の構造と該第２の
構造とが互いに一体となっている状況をカバーする。たとえば、表現“該トリム要素は、
さらに、前記環状の形状の第２の端部領域と接触している端部要素を備える”は、該端部
要素が、前記第２の光エンジンアセンブリーと一体となっている装置を排除しない。
【００３５】
　固体発光素子に言及するときにここで使用される表現“照明”（または、“照明された
”）は、少なくともいくらかの電流が固体発光素子に供給されて、該固体発光素子をして
少なくともいくらかの光を発光せしめることを意味する。表現“照明された”は、該固体
発光素子が、光を連続的に、あるいは、人間の目がそれを連続的に光を発していると感じ
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るような速度で、光を間欠的に発している状況、あるいは、同じ色、または異なる色の複
数の発光ダイオードが、人間の目がそれらを光を連続的に発していると（かつ、異なる色
が出射される場合には、それらの色の混合物として）感じるような態様で光を間欠的に、
および／または交互に（“on”時間におけるオーバーラップありで、または、なしで）発
している状況をカバーする。
【００３６】
　ルミファーに言及するときにここで使用される、表現“励起された”は、少なくともい
くらかの電磁放射（たとえば、可視光、紫外光、または赤外光）がルミファーと接触し、
該ルミファーをして少なくともいくらかの光を発生せしめることを意味する。表現“励起
された”は、ルミファーが、光を連続的に、あるいは、人間の目がそれを光を連続的に発
していると感ずるような速度で間欠的に発している状況、あるいは、同じ色、または異な
る色の複数のルミファーが人間の目がそれらを光を連続的に発していると（かつ、異なる
色が出射される場合には、それらの色の混合物として）感じるような態様で光を間欠的に
、および／または交互に（“on”時間におけるオーバーラップありで、または、なしで）
発している状況を、カバーする。
【００３７】
　ここで使用される、表現“照明装置”は、それが光を発することができる点を除いて、
限定されない。すなわち、照明装置は、即ち、照明装置は、領域、または体積、たとえば
、構造、水泳プールまたはスパ、部屋、倉庫、指示器、道、パーキングロット、車両、信
号、たとえば、道路標識、ビルボード、船、おもちゃ、鏡、ベッセル、電子装置、ボート
、航空機、スタジアム、コンピュータ、遠隔音響装置、遠隔ビデオ装置、携帯電話、木、
窓、ＬＣＤディスプレイ、洞窟、トンネル、庭、ランプポスト、を照明するデバイス、あ
るいは、包囲体を照明するデバイス、またはデバイスアレイ、あるいは、エッジ、または
背景照明に使用されるデバイス（たとえば、背景光のポスター、標識、ＬＣＤディスプレ
ー）、バルブ置替体（たとえば、ＡＣ白熱電灯、低電圧灯、蛍光灯、等を置き換えるため
の）、室外照明に使用されるライト、安全照明に使用されるライト、室外居住照明に使用
されるライト（壁マウント、ポスト／カラムマウント）、天井取付体／壁取付け用燭台、
キャビネット下照明、ランプ（床、および／またはテーブル、および／またはデスク）、
景観照明、トラック照明、タスク照明、特殊照明、天井ファン照明、アーカイブ／アート
表示照明、高振動／衝撃照明 － 作業用照明、等、鏡／化粧テーブル照明、または、任意
の他の発光デバイスであることができる。
【００３８】
　ここで使用されるように、たとえば、表現“実質的に錘台形状の”、“実質的に円形の
錘台形状の”、“実質的に放射状の”、“実質的に円錐形の”、“実質的に円筒形状の”
、“実質的に半楕円形の”、等は、記載された特徴との少なくとも約９５％の一致を意味
する、即ち、
　　ここで使用される表現“実質的に錘台形状の”は、実質的に錘台形状であると特徴付
けられる該表面内の点の少なくとも９５％が、それらの最大の寸法の５％より大きくない
距離だけ、互いに離れている一対の想像上の錘台形状構造のうちの１つ上に、またはそれ
らの間に、配置されていることを意味する；
　　表現“実質的に円形の錘台形状の”は、実質的に円形の錘台形状であると特徴付けら
れる表面内の点の少なくとも９５％が、それらの最大の寸法の５％より大きくない距離だ
け、互いに離れている一対の想像上の錘台形状構造のうちの１つ上に、またはそれらの間
に、配置されており、かつ、ｘ、およびｙ軸を、該形状と、該形状の軸に垂直な平面との
間の交差点上の点の少なくとも９５％が、ｘ座標を、式ｘ2 ＋ｙ2 ＝１に代入することに
より得られる値の０．９５％から１．０５倍内にあるｙ座標を持つことを意味する；
　　表現“実質的に放射状の”は、原点から“実質的に放射状に”伸びる構造内の点の少
なくとも９５％が、該原点とともに、前記原点を通って伸びる半径方向線に対して５度よ
り大きくない角度を定義する線を、定義することを意味する；
　　ここで使用される表現“実質的に円錐形状の”は、実質的に円錐形状であると特徴付
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けられる表面内の点の少なくとも９５％が、それらの最大の寸法の５％より大きくない距
離だけ、互いに離れている一対の想像上の円錘構造のうちの１つ上に、またはそれらの間
に、配置されていることを意味する；
　　表現“実質的に半楕円形の”は、半楕円を、式ｘ2／ａ2 ＋ｙ2／ｂ2 ＝１、ここで、
ｙ≧０、を持つよう引くことができ、かつ、虚数軸を、該構造上の各点のｙ座標が、この
ような点のｘ座標を、このような式に代入することにより得られる値の０．９５から１．
０５倍内にある位置で引くことができることを意味する；かつ、
　　ここで使用される表現“実質的に円筒形状の”は、実質的に円筒形状であると特徴付
けられる表面内の点の少なくとも９５％が、それらの最大の寸法の５％より大きくない距
離だけ、互いに離れている一対の想像上の円筒形状構造のうちの１つ上に、またはそれら
の間に、配置されていることを意味する。
【００３９】
　もし、他の方法でもって定義されなければ、ここで使用される（技術的、および科学的
用語を含む）すべての用語は、発明が属する技術の分野における当業者によって共通に理
解されるのと同じ意味を持つ。共通に使用される辞書において定義されたもの、のような
用語は、関連する技術および本開示の文脈におけるそれらの意味と一環した意味を持つも
のと解釈されるべきであり、明確にここでそのように定義されたのでなければ、理想化さ
れた、または過度に形式的な意味では解釈されないであろうことがさらに理解される。
【００４０】
　上記したように、本発明の主題の第１の側面においては、少なくとも１つのトリム要素
、１つの光エンジンハウジング、および少なくとも１つの固体発光素子よりなる光エンジ
ン、よりなる光エンジンアセンブリーが与えられる。
【００４１】
　また上記したように、本発明の主題の第２の側面においては、少なくとも１つのトリム
要素、１つの光エンジンハウジング、少なくとも１つの固体発光素子よりなる光エンジン
、および、少なくとも１つの熱インタフェース要素、よりなる光エンジンアセンブリーが
与えられる。
【００４２】
　また上記したように、本発明の主題の第３の側面においては、少なくとも１つのトリム
要素、１つの光エンジンハウジング、少なくとも１つの固体発光素子よりなる光エンジン
、および、複数の光エンジンハウジングフィン、よりなる光エンジンアセンブリーが与え
られる。
【００４３】
　本発明の主題による光エンジンアセンブリーのいくらかの実施形態は、主要な取付体製
造業者より入手可能な代表的なリセス付きハウジング（缶）内にインストールされるよう
、設計されている。
【００４４】
　上記したように、本発明の主題のいくらかの実施形態においては、トリム要素が設けら
れる。このような実施形態におけるトリム要素は、任意の所望の形状であることができ、
かつ、任意の所望の材料よりなることができ、その両者の広い範囲の種々のものは、当業
者によく知られている。それからトリム要素を作ることのできる材料の代表的な例は、圧
延鋼材、ダイカストアルミニウム、スパンアルミニウム、液晶ポリマー、ポリフェニレン
スルファイド（ＰＰＳ）、熱可塑性バルクモールド化合物、または他の複合材料よりなり
、これらは、熱を放散するのに役立つであろう、優秀な熱転送特性を与える。
【００４５】
　該光エンジンハウジングは、任意の適切な材料からつくられることができ、その広い範
囲の種々のものは、容易に入手可能である。光エンジンハウジングをそれから作ることの
できる材料の代表的な例は、押し出された、あるいはダイカストされたアルミニウム、液
晶ポリマー、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、熱可塑性バルクモールド化合物、
または、他の複合材料よりなり、これらは、光エンジンにより生成された熱を放散するの
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に役立つであろう、優秀な熱転送特性を与える。
【００４６】
　該光エンジンハウジングは、任意の所望の形状であることができる。該光エンジンハウ
ジングのための代表的な形状は、円筒形状、および円錐台形状を含む。
【００４７】
　上記したように、光エンジンは、少なくとも１つの固体発光素子を備える。いくらかの
実施形態において、光エンジンは、さらに、前記少なくとも１つの固体発光素子、および
、少なくとも１つの電源（それは、前記光エンジンとインタフェースする）から、前記少
なくとも１つの固体発光素子（たとえば、印刷配線板）に電力を運ぶ電気的に伝導性の構
造のおのおのを支持する構造を、備える。本発明の主題にしたがって使用される適切な光
エンジンの代表的な例は、以下に記述されている：
　　米国特許出願第６０／８４６，２２２号、２００６年９月２１日出願、名称“照明ア
センブリー、これを搭載する方法、および、光を置き換える方法”（発明者：アントニー
　ポール　ヴァンデヴェン、および ジェラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９
３１＿０２１ＰＲＯ）、および、米国特許出願第１１／８５９，０４８号、２００７年９
月２１日出願、それらの全体は、参照によりここに組み入れられる；
　　米国特許出願第６０／８５３，５８９号、２００６年１０月２３日出願、名称“照明
装置、および、光エンジンハウジングおよび／または、トリム要素を、照明装置ハウジン
グ内に搭載する方法”（発明者：ゲイリー デイビット トロット およびポール ケネス 
ピッカード；代理人ドケット番号９３１＿０３８ＰＲＯ）、その全体は、参照によりここ
に組み入れられる。
【００４８】
　該１つの、またはそれ以上の固体発光素子は、任意の適切な固体発光素子であることが
でき、その広い範囲の種々のものは、当業者によく知られており、容易に入手可能である
。固体発光素子は、無機の、および、有機の発光素子を含む。このような発光素子のタイ
プの例は、広い範囲の発光ダイオード（ポリマー発光ダイオード（ＰＬＥＤ）を含む、無
機の、および有機の）、レーザダイオード、薄膜エレクトロルミネッセントデバイス、発
光ポリマー（ＬＥＰ）、そのおのおのの種々のものは、技術においてよく知られている（
それゆえ、このような装置、および／または、このような装置がそれから作られる材料を
、詳細に記述する必要はない。）を含む。ここで使用される表現“固体発光素子”は、１
つ、またはそれ以上の固体発光素子を含む要素、あるいは、１つまたはそれ以上の固体発
光素子ばかりでなく、１つまたはそれ以上のルミファーを含む要素を、言及することがで
きる。本発明の主題によるいくらかの実施形態においては、照明アセンブリーは、１つま
たはそれ以上の固体発光素子、それは、少なくとも１つの固体発光素子および光を発する
少なくとも１つのルミファーを含む、を含み、該ルミネッセント要素により出射されるこ
のような光の少なくとも一部は、該ルミネッセント要素内のルミネッセント材料が、前記
少なくとも１つの固体発光素子により出射された光により励起されることに応答して、出
射される。
【００４９】
　上記したように、用いることのできる１つのタイプの固体発光素子は、ＬＥＤである。
このようなＬＥＤは、任意の発光ダイオードの中から選択することができる（その広い範
囲の種々のものは、容易に入手可能であり、かつ当業者によく知られており、それゆえ、
このような装置および／またはこのような装置がそれから作られる材料を詳細に記述する
必要はない）。
【００５０】
　このようなＬＥＤの代表的な例は、その多くは、技術において知られているが、リード
フレーム、ルミファー、包囲体領域等を含むことができる。
【００５１】
　適切なＬＥＤの代表的な例は、以下に記述されている：
　(1) 米国特許出願第６０／７５３，１３８号、２００５年１２月２２日出願、名称“照
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明装置”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿００３ＰＲ
Ｏ）、および、米国特許出願第１１／６１４，１８０号、２００６年１２月２１日出願、
それらの全体は、参照によりここに組み入れられる；
　(2) 米国特許出願第６０／７９４，３７９号、２００６年４月２４日出願、名称“ルミ
ファー膜を空間的に分離することにより、ＬＥＤにおけるスペクトル内容をシフトするこ
と”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびアントニー　ポール　ヴァンデヴェン
；代理人ドケット番号９３１＿００６ＰＲＯ）、および、米国特許出願第１１／６２４，
８１１号、２００７年１月１９日出願、それらの全体が参照によりここに組み入れられる
；
　（3) 米国特許出願第６０／８０８，７０２号、２００６年５月２６日出願、名称“照
明装置”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびアントニー　ポール　ヴァンデヴ
ェン；代理人ドケット番号９３１＿００９ＰＲＯ）、および、米国特許出願第１１／７５
１，９８２号、２００７年５月２２日出願、それらの全体が参照によりここに組み入れら
れる；
　(4) 米国特許出願第６０／８０８，９２５号、２００６年５月２６日出願、名称“固体
発光装置、およびこれを製造する方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびニ
ール　ハンター；代理人ドケット番号９３１＿０１０ＰＲＯ）、および、米国特許出願第
１１／７５３，１０３号、２００７年５月２４日出願、それらの全体が参照によりここに
組み入れられる；
　(5) 米国特許出願第６０／８０２，６９７号、２００６年５月２３日出願、名称“照明
装置、および製造方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３
１＿０１１ＰＲＯ）、および、米国特許出願第１１／７５１，９９０号、２００７年５月
２２日出願、それらの全体が参照によりここに組み入れられる；
　(6) 米国特許出願第６０／８３９，４５３号、２００６年８月２３日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラ
ルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０３４ＰＲＯ）、および、米国特許出
願第１１／８４３，２４３号、２００７年８月２２日出願、それらの全体が参照によりこ
こに組み入れられる;
　(7) 米国特許出願第６０／８５７，３０５号、２００６年１１月７日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラ
ルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０２７ＰＲＯ）、その全体が参照によ
りここに組み入れられる;　および、
　(8) 米国特許出願第６０／８５１，２３０号、２００６年１０月１２日出願、名称“照
明装置、およびこれを製造する方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケ
ット番号９３１＿０４１ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる。
【００５２】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態は、少なくとも１つの第１のＬＥＤ、および、
少なくとも１つの第１のルミファーを含む。いくらかのこのような実施形態において、前
記第１のＬＥＤから出射される光は、４３０ｎｍから４８０ｎｍまでの範囲内のピーク波
長を持ち、かつ、前記第１のルミファーから出射される光は、約５５５ｎｍから約５８５
ｎｍまでの範囲内の主要波長を持つ。
【００５３】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態は、少なくとも１つの第１のＬＥＤ，少なくと
も１つの第２のルミファー、および、少なくとも１つの第２のＬＥＤを含む。いくらかの
このような実施形態において、前記第１のＬＥＤから出射される光は、４３０ｎｍから４
８０ｎｍまでの範囲内のピーク波長を持ち、前記第１のルミファーから出射される光は、
約５５５ｎｍから約５８５ｎｍまでの範囲内の主要波長を持ち、かつ、前記第２のＬＥＤ
から出射される光は、６００ｎｍから６３０ｎｍまでの範囲内の主要波長を持つ。
【００５４】
　本発明の主題によるいくらかの実施形態は、少なくとも１つの第１の固体発光素子（そ
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れは、いくらかのこのような実施形態においては、少なくとも１つの第１のＬＥＤ、およ
び、少なくとも１つの第１のルミファーを含む）を含み、これは、もし照明されれば、１
９３１年ＣＩＥ色度図上の、第１、第２、第３、第４、および第５の線分により囲まれる
領域内にある点を定義するｘ、ｙカラー座標、ここで、前記第１の線分は、第１の点を第
２の点に接続し、前記第２の線分は、第２の点を第３の点に接続し、前記第３の線分は、
第３の点を第４の点に接続し、前記第４の線分は、第４の点を第５の点に接続し、前記第
５の線分は、第５の点を第１の点に接続し、前記第１の点は、０．３２、０．４０のｘ、
ｙ座標を持ち、前記第２の点は、０．３６、０．４８のｘ、ｙ座標を持ち、前記第３の点
は、０．４３、０．４５のｘ、ｙ座標を持ち、前記第４の点は、０．４２、０．４２のｘ
、ｙ座標を持ち、前記第５の点は、０．３６、０．３８のｘ、ｙ座標を持つ、を持つ光を
、出射するであろう。
【００５５】
　一般に、任意の数の色の光は、本発明の主題による照明アセンブリーにより混合するこ
とができる。光の色のブレンドの代表的な例は、以下に記述されている：
　(1) 米国特許出願第６０／７５２，５５５号、２００５年１２月２１日出願、名称“照
明装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェ
ラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿００４ＰＲＯ）、および、米国特許
出願第１１／６１３，７１４号、２００６年１２月２０日出願、それらの全体が参照によ
りここに組み入れられる、
　(2) 米国特許出願第６０／７５２，５５６号、２００５年１２月２１日出願、名称“看
板、および照明方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびアントニー　ポール
　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００５ＰＲＯ）、および米国特許出願第
１１／６１３，７３３号、２００６年１２月２０日出願、それらの全体は参照によりここ
に組み入れられる；
　（3） 米国特許出願第６０／７９３，５２４号、２００６年４月２０日出願、名称“照
明装置、および照明方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびアントニー　ポ
ール　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０１２ＰＲＯ）、および米国特許出
願第１１／７３６，７６１号、２００７年４月１８日出願、それらの全体は参照によりこ
こに組み入れられる；
　(4) 米国特許出願第６０／７９３，５１８号、２００６年４月２０日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびアントニー　ポー
ル　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０１３ＰＲＯ）、および米国特許出願
第１１／７３６，７９９号、２００７年４月１８日出願、それらの全体は参照によりここ
に組み入れられる；
　(5) 米国特許出願第６０／７９３，５３０号、２００６年４月２０日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、およびアントニー　ポー
ル　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０１４ＰＲＯ）、および米国特許出願
第１１／７３７，３２１号、２００７年４月１９日出願、それらの全体は参照によりここ
に組み入れられる、；
　(6) 米国特許第７，２１３，９４０号明細書、２００７年５月８日発行、名称“照明装
置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラル
ド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０３５ＮＰ）、その全体は参照によりこ
こに組み入れられる;
　(7) 米国特許出願第６０／８６８，１３４号、２００６年１２月１日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラ
ルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０３５ＰＲＯ）、その全体は参照によ
りここに組み入れられる;
　(8) 米国特許出願第６０／８６８，９８６号、２００６年１２月７日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラ
ルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０５３ＰＲＯ）、その全体は参照によ



(15) JP 5436216 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

りここに組み入れられる。
　(9) 米国特許出願第６０／８５７，３０５号、２００６年１１月７日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、ジェラルド　
Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３１＿０２７ＰＲＯ）、その全体は参照によりここ
に組み入れられる;および、
　(10) 米国特許出願第６０／８９１，１４８号、２００７年２月２２日出願、名称“照
明装置および照明方法、光フィルタ及び光をフィルタする方法”（発明者：アントニー　
ポール　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０５７ＰＲＯ）、その全体は参照
によりここに組み入れられる。
【００５６】
　本発明の主題による照明アセンブリーは、任意の所望の数の固体発光素子よりなる。た
とえば、本発明の主題による照明アセンブリーは、１つの発光ダイオードを含むことがで
き、あるいは、５０、またはそれ以上の発光ダイオードを含むことができ、あるいは、１
００、またはそれ以上の発光ダイオード等、を含むことができる。
【００５７】
　上記したように、本発明の主題による照明アセンブリーのいくらかの実施形態は、複数
ルミファー（すなわち、少なくとも１つのルミネッセント材料を備えたルミネッセンス領
域またはルミネッセント要素）を、含むことができる。ここで使用される、表現“ルミフ
ァー”は、任意のルミネッセント要素、たとえば、１つのルミネッセント材料を含む任意
の要素を、言及する。
【００５８】
　広い範囲の種々のルミネッセント材料（たとえば、米国特許第６，６００，１７５号明
細書、その全体は参照によりここに組み入れられる、に開示されているように、ルミファ
ー、またはルミノフォリック媒体としても知られる）は、当業者によく知られており、か
つ入手可能である。たとえば、リン発光体は、放射の励起源により励起されたとき、応答
性の放射（たとえば、可視光）を出射するルミネッセント材料である。多くの場合におい
て、応答性の放射は、励起する放射の波長と異なる波長を有する。ルミネッセント材料の
他の例は、シンチレーター、昼日グローテープ、および紫外線を照射されると可視スペク
トル内において輝くインクを含む。
【００５９】
　ルミネッセント材料は、ダウンコンバートするもの、すなわち、フォトンをより低いエ
ネルギーレベル（より長い波長）に変換する材料である、あるいは、アップコンバートす
るもの、すなわち、フォトンをより高いエネルギーレベル（より短い波長）に変換する材
料である、ものとして分類されることができる。
【００６０】
　ルミネッセント材料をＬＥＤ装置内に含むことは、上記したように、ルミネッセント材
料を清浄な、または透明な収容材料（たとえば、エポキシ系、シリコーン系、ガラス系、
または金属酸化物系材料）に、たとえば、ブレンディングまたはコーティングプロセスに
より付加することにより遂行されてきた。
【００６１】
　たとえば、米国特許第６，６９３，１６６号明細書（Ｙａｎｏ‘１６６）は、従来の発
光ダイオードランプが、発光ダイオードチップ、発光ダイオードチップを覆うための弾丸
形状透明ハウジング、電流を発光ダイオードチップに供給する導線、および、発光ダイオ
ードチップの放射を一定の方向に反射するためのカップ反射器、そこにおいては、発光ダ
イオードチップは、第１の樹脂部分により収容されており、これは、さらに第２の樹脂部
分により収容されている、を含むことを開示している。Ｙａｎｏ‘１６６によれば、該第
１の樹脂部分は、カップ反射器を樹脂材料で満たし、それを、発光ダイオードチップがカ
ップ反射器の底上にマウントされ、そののち、そのカソード、およびアノード電極がワイ
ヤによりリードに電気的に接続された後に、キュアーすることにより得られる。Ｙａｎｏ
‘１６６によれば、リン発光体は、該第１の樹脂部分内に、前記発光ダイオードチップか



(16) JP 5436216 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

ら出射された光Ａにより励起されるよう分散されることができ、該励起されたリン発光体
は、光Ａより長い波長を持つ蛍光発光（“光Ｂ”）を生成し、該光Ａの一部は、該リン発
光体を含む第１の樹脂部分を通って送信され、結果として、光Ａと光Ｂの混合物である光
Ｃが、照明として用いられる。
【００６２】
　本発明の主題の照明装置は、任意の所望の形態で、電気を供給されることができる。当
業者は、広い範囲の種々の電源供給装置をよく知っており、かつ、任意のこのような装置
は、本発明の主題と関連して用いることができる。本発明の主題の照明装置は、任意の所
望の電源に電気的に接続される（または、選択的に接続される）ことができ、当業者は、
種々のこのような電源をよく知っている。
【００６３】
　さらに、任意の所望の回路網は、本発明の主題による照明装置に、電源を供給するため
に、用いることができる。本発明の主題を実行するのに用いることのできる回路網の代表
的な例は、 以下に、記述されている：
　(1) 米国特許出願第６０／７５２，７５３号、２００５年１２月２１日出願、名称“照
明装置”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、
およびニール　ハンター；代理人ドケット番号９３１＿００２ＰＲＯ）、および米国特許
出願第１１／６１３，６９２号、２００６年１２月２０日出願、それらの全体が参照によ
りここに組み入れられる；
　(2) 米国特許出願第６０／７９８，４４６号、２００６年５月５日出願、名称“照明装
置”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００
８ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７４３，７５４号、２００７年５月３日出願、
それらの全体が参照によりここに組み入れられる；
　(3) 米国特許出願第６０／８０９，９５９号、２００６年６月１日出願、名称“冷却を
備えた照明装置”（発明者：トーマス　Ｇ．コールマン、ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、お
よびアントニー　ポール　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００７ＰＲＯ）
、および米国特許出願第１１／６２６，４８３号、２００７年１月２４日出願、それらの
全体が参照によりここに組み入れられる；
　(4) 米国特許出願第６０／８０９，５９５号、２００６年５月３１日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット番号９３
１＿０１８ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５５，１６２号、２００７年５月３
０日出願、それらの全体が参照によりここに組み入れられる；
　(5) 米国特許出願第６０／８４４，３２５号、２００６年９月１３日出願、名称“低側
ＭＯＳＦＥＴ電流制御を持つブースト／フライバック電源トポロジー”（発明者：ピータ
ー　Ｊ．メイヤーズ；代理人ドケット番号９３１＿０２０ＰＲＯ）、および米国特許出願
第１１／８５４，７４４号、２００７年９月１３日出願、それらの全体が参照によりここ
に組み入れられる。
【００６４】
　熱インタフェース要素は、任意の適切な材料よりなることができ、その広い範囲の種々
のものは、よく知られており、容易に入手可能である。適切な熱転送材料の代表的な熱エ
ポキシ、熱グリーズおよびギャップパッド、を含み、そのおのおのの適切な種々のものは
、当業者によく知られており、かつ、容易に入手可能である。
【００６５】
　光エンジンハウジングフィンは、任意の所望の形状のものであることができ、かつ、任
意の適切な材料よりなることができ、その広い範囲の種々のものは、当業者によく知られ
ており、かつ、容易に利用可能である。該光エンジンハウジングをそれから作ることので
きる材料の代表的な例は、押し出された、あるいはダイカストされたアルミニウム、液晶
ポリマー、ポリフェニレンスルファイド（ＰＰＳ）、熱可塑性バルクモールド化合物、ま
たは、他の複合材料よりなり、これらは、光エンジンにより生成された熱を放散するのに
役立つであろう、優秀な熱転送特性を与える。いくらかの実施形態において、該光エンジ
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ンハウジングフィンは、該光エンジンハウジングと一体になっている。
【００６６】
　上記したように、本発明の主題によるいくらかの実施形態においては、さらに、照明装
置ハウジングが与えられる。
【００６７】
　照明装置ハウジングは、含まれるとき、モールドされた、および／又は、成形された任
意の材料により形成することができ、広い範囲の種々のものは、よく知られており、かつ
容易に入手可能である。好ましくは、照明装置ハウジングは、有効なヒートシンク（すな
わち、それは、高熱伝導性、および／または、高熱容量を持つ）である、および／または
、反射性（または、それは、反射性材料によりコートされている）である材料、により形
成されている。それから照明装置ハウジングをつくることのできる材料の代表的な例は、
ロールされたスティールである。
【００６８】
　照明装置ハウジングは、任意の所望の形状であることができる。照明装置ハウジングの
ための代表的な形状は、たとえば、従来の“缶”の照明取付体におけるような、中空円筒
形状のものである。他の代表的な形状は、中空円錐形状（または、実質的に円錐形状）、
中空の円錐台形状（または、実質的に円錐台形状）、および中空の半楕円形状（または、
実質的に半楕円形状）、または、中空の円錐形状（または、実質的に円錐形状）、中空の
錘台形状（または、実質的に錘台形状）、中空の円筒形状（または、実質的に円筒形状）
、および中空の半楕円状（または、実質的に半楕円形状）、の中から個々に選択された部
分を含む任意の形状を、含む。
【００６９】
　たとえば、取付体、他のマウント構造、および、完全な照明アセンブリーであって、本
発明の主題を実行するにおいて役に立つものは、以下に記述されている：
　(1) 米国特許出願第６０／７５２，７５３号、２００５年１２月２１日出願、名称“照
明装置”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、アントニー　ポール　ヴァンデヴェン、
およびニール　ハンター；代理人ドケット番号９３１＿００２ＰＲＯ）、および米国特許
出願第１１／６１３，６９２号、２００６年１２月２０日出願、それらの全体が参照によ
りここに組み入れられる；
　(2) 米国特許出願第６０／７９８，４４６号、２００６年５月５日出願、名称“照明装
置”（発明者：アントニー　ポール　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿００
８ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７４３，７５４号、２００７年５月３日出願、
それらの全体が参照によりここに組み入れられる；
　(3) 米国特許出願第６０／８４５，４２９号、２００６年９月１８日出願、名称“照明
装置、照明アセンブリー、取付体およびこれを用いる方法”（発明者：アントニー　ポー
ル　ヴァンデヴェン；代理人ドケット番号９３１＿０１９ＰＲＯ）、および米国特許出願
第１１／８５６，４２１号、２００７年９月１７日出願、それらの全体が参照によりここ
に組み入れられる；
　(4) 米国特許出願第６０／８４６，２２２号、２００６年９月２１日出願、名称“照明
アセンブリー、およびこれを搭載する方法、および、光を置き換える方法”（発明者：ア
ントニー　ポール　ヴァンデヴェン、およびジェラルド　Ｈ．ネグレイ；代理人ドケット
番号９３１＿０２１ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／８５９，０４８号、２００７
年９月２１日出願、それらの全体が参照によりここに組み入れられる；
　(5) 米国特許出願第６０／８０９，６１８号、２００６年３月３１日出願、名称“照明
装置、および照明方法”（発明者：ジェラルド　Ｈ．ネグレイ、アントニー　ポール　ヴ
ァンデヴェン、およびトーマス　Ｇ．コールマン；代理人ドケット番号９３１＿０１７Ｐ
ＲＯ）、および米国特許出願第１１／７５５，１５３号、２００７年５月３０日出願、そ
れらの全体が参照によりここに組み入れられる。
　(6) 米国特許出願第６０／８５８，８８１号、２００６年１１月１４日出願、名称“光
エンジンアセンブリー”（発明者：ポール ケネス ピッカード　およびゲイリー デイビ
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ット トロット；代理人ドケット番号９３１＿０３６ＰＲＯ）、その全体が参照によりこ
こに組み入れられる；
　(7) 米国特許出願第６０／８５９，０１３号、２００６年１１月１４日出願、名称“照
明アセブリー、および照明アセンブリー用の構成要素装置”（発明者：ゲイリー デイビ
ット トロット、およびポール ケネス ピッカード；代理人ドケット番号９３１＿０３７
ＰＲＯ）、および米国特許出願第１１／７３６，７９９号、２００７年４月１８日出願、
それらの全体が参照によりここに組み入れられる；
　(8) 米国特許出願第６０／８５３，５８９号、２００６年１０月２３日出願、名称“照
明装置、および光エンジンハウジングおよび／またはトリム要素を、照明装置ハウジング
内に搭載する方法”（発明者：ゲイリー デイビット トロット　およびポール ケネス ピ
ッカード；代理人ドケット番号９３１＿０３８ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組
み入れられる；
　(9) 米国特許出願第６０／８６１，９０１号、２００６年１１月３０日出願、名称“ア
クセサリーアタッチメントを有するＬＥＤダウンライト”（発明者：ゲイリー デイビッ
ト トロット、ポール ケネス ピッカード　およびＥｄ アダムス；代理人ドケット番号９
３１＿０４４ＰＲＯ）、その全体が参照によりここに組み入れられる；
　(10) 米国特許出願第６０／９１６，３８４号、２００７年５月７日出願、名称“光取
付体、照明装置、および、これらのための構成要素”（発明者：ポール ケネス ピッカー
ド　ゲイリー デイビット トロット　およびＥｄ　アダムス；代理人ドケット番号９３１
＿０５５ＰＲＯ）、その全体は、参照によりここに組み入れられる。
【００７０】
　上記したように、本発明の主題によるいくらかの実施形態においては、さらに、少なく
とも１つの第１の光拡散素子が、設けられる。
【００７１】
　任意の所望の光拡散素子を、もし望まれれば用いることができ、当業者は、このような
拡散素子の種々のものをよく知っており、容易にアクセスすることができる。本発明の主
題のいくらかの実施形態において、拡散素子は、前記光エンジンハウジングの下の光デバ
イスハウジング上にマウントされ、これにより、前記光エンジンから出射される光は、前
記拡散素子を通り、前記照明装置を出て、前記照明装置により照明されるであろう領域、
即ち、部屋、内に入る前に、拡散される。代替的に、あるいは、付加的に、本発明の主題
による照明装置は、反射性要素を含む。任意の反射性要素を用いることができ、かつ、当
業者は、このような反射性要素の種々のものを、よく知っており、容易に入手することが
できる。反射性要素を、それから作ることのできる適切な材料の代表的な例は、古河（日
本の会社）により登録商標ＭＣＰＥＴの下で市販されている材料である。本発明の主題の
いくらかの実施形態において、反射性要素は、照明装置ハウジングの側壁の内部表面の少
なくとも一部をカバーするように、成形され、かつ、位置している。本発明のいくらかの
実施形態において、拡散素子は、前記光エンジンハウジングの下にある照明装置ハウジン
グ上に設けられ、かつ、マウントされており、かつ、反射性要素は、前記拡散素子の下の
照明装置ハウジングの側壁の内部表面をカバーするように、設けられ、かつ、マウントさ
れている。
【００７２】
　本発明の主題は、さらに、照明された包囲体（その体積は、均一に、または不均一に、
照明されることができる）に関係し、これは、閉じられた空間、および本発明の主題によ
る少なくとも１つの照明装置よりなり、ここで、前記照明装置は、前記包囲体の少なくと
も一部を、（均一に、または、不均一に）照明する。
【００７３】
　本発明の主題は、さらに、照明された表面に向けられており、これは、表面、およびこ
こで記述された少なくとも１つの照明装置よりなり、ここで、もし、前記照明装置が照明
されれば、該照明装置は、前記表面の少なくとも一部を照明するであろう。
【００７４】
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　本発明の主題は、さらに、照明された領域であって、たとえば、構造、水泳プールまた
はスパ、部屋、倉庫、指示器、道、パーキングロット、車両、信号、たとえば、道路標識
、ビルボード、船、おもちゃ、鏡、ベッセル、電子装置、ボート、航空機、スタジアム、
コンピュータ、遠隔音響装置、遠隔ビデオ装置、携帯電話、木、窓、ＬＣＤディスプレイ
、洞窟、トンネル、庭、ランプポスト、等よりなるグループの中から選択された１つのア
イテムであって、その中、またはその上に、ここで述べた少なくとも１つの照明装置をマ
ウントしたもの、に向けられている。
【００７５】
　本発明の主題による実施形態は、以下に、本発明の理想化された実施形態の模式的な図
解である断面図（および／または、平面図）を参照して記述される。このように、たとえ
ば、製造技術、および／または耐性の結果としての図解の形状からの変形は、予想される
ものである。このように、本発明の実施形態は、ここで図解された領域の特定の形状に限
定して解釈されるべきものではなく、たとえば、製造から生じる形状の変形をも含むべき
ものである。たとえば、矩形であるとして図示された、または記述されたモールドされた
領域は、代表的に丸くされた、またはカーブされた特徴を持つであろう。このように、図
面に図示された領域は、性質上、模式的のものであり、それらの形状は、装置の領域の正
確な形状を図示することが意図されているのではなく、また、本発明の範囲を限定するこ
とが意図されているものでもない。
【００７６】
　図１は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第１の実施形態の斜視図である
。図１を参照して、トリム要素１１よりなる光エンジンアセンブリー１０が、示されてい
る。前記第１の実施形態の断面図である図９を参照して、前記トリム要素１１、光エンジ
ンハウジング１２、および光エンジン１３は、可視である。前記トリム要素１１は、トリ
ム要素内部空間１４を定義する。
【００７７】
　前記光エンジンハウジング１２は、前記トリム要素内部空間１４内に位置している。前
記光エンジンハウジング１２は、光エンジンハウジング内部空間１５を定義する。
【００７８】
　前記光エンジン１３は、前記光エンジンハウジング内部空間１５内に位置しており、か
つ、複数のＬＥＤ１６よりなる。
【００７９】
　前記光エンジンハウジング１２の外部表面１７は、前記トリム要素１１の内部表面１８
と接触している。
【００８０】
　図２に示されるように、前記光エンジンハウジング１２の前記外部表面１７、および前
記トリム要素１１の前記内部表面１８は、おのおの実質的に錘台形状である。ここで使用
される、表現“錘台形状”は、軸を持つ形状を意味し、かつ、それにおいては、該形状を
切断して通る、かつ、該軸に沿って空間をおいて配置されている該軸に垂直な平面、にお
ける該形状の断面は、同様の形状を有し、かつ、該軸に沿った１つの方向において、その
大きさが増大している。図２に描かれた実施形態において、錘台形状は、軸を持ち、かつ
、軸に垂直に定義された形状の断面は、円形状であり、かつ、図２に描かれた方位におい
て上方向にその大きさが大きくなるものである、即ち、前記トリム要素１１、および前記
エンジンハウジング１２の両方は、円形の錘台形状を持つものである。
【００８１】
　図１に示されるように、前記トリム要素１１の内部表面は、環状形状を有する。ここで
使用される表現“環状形状”は、リング状を意味し、ここでは、リングの断面（リングの
軸に垂直に定義される）は、任意の形状であり得る。図１に示されるデバイスにおいて、
前記トリム要素１１の前記内部表面は、円形の環状である、即ち、前記トリム要素１１の
内部表面の軸に垂直に定義された断面は、実質的に円形であろう。
【００８２】



(20) JP 5436216 B2 2014.3.5

10

20

30

40

50

　図９を参照して、前記トリム要素１１は、少なくとも第１の開口２０、第２の開口２１
、および第３の開口２２を定義する。前記第１の開口２０、第２の開口２１、および第３
の開口２２はおのおの、前記トリム要素内部空間１４とつながっており、かつ、前記第１
の開口２０、および第２の開口２１は、（前記第１の開口２０、および第３の開口２２が
そうであるように）前記環状の形状の対向する側上に位置している。前記第１の開口２０
は、前記環状の形状の第１の端部領域２３により定義される。前記トリム要素１１は、さ
らに、前記環状の形状の第２の端部領域２５と接触している端部要素２４を備え、かつ、
前記第２の開口２１、および前記第３の開口２２は、該端部要素２４内で定義されている
（他の実施形態においては、端部要素は、開口を有さず、かつ、それは、前記第２の端部
領域により定義された前記トリム要素の前記第２の端部を完全に閉じている）。
【００８３】
　前記第１の実施形態は、さらに、前記トリム要素内部空間１４内に位置している光拡散
素子２６を備え、前記トリム要素１１、および前記光拡散素子２６は、一緒になって、前
記光エンジンハウジング１２が位置しているトリム要素－拡散素子内部空間を定義してい
る。
【００８４】
　前記第１の実施形態は、このように滑らかな側部を有する光エンジンハウジングを与え
る。前記トリム要素は、該光エンジンハウジングが、該トリム要素内に搭載されたときに
、該２つの部品間での、有効な熱転送を可能とするために、大変堅固な圧力嵌めを作る上
側断面プロファイルを持つよう設計されている。前記トリム要素は、開口頂面、または伝
導のための表面領域を増大させる閉じた頂面、を持つよう設計することもできる。前記光
エンジンハウジングと前記トリム要素との間の機械的な締結材（たとえば、図示しないが
、ねじ）を、保持および嵌合の圧力を与えるために含むことができる。
【００８５】
　前記第１の実施形態は、また、電気的な受容体内に係合可能な電気接続領域を、さらに
備えており、－ この実施形態においては、電気的接続領域は、エジソンソケット内にね
じ込むことが可能なねじ切り部分、の形態をしている。あるいは、任意の適切な電気的受
容体と係合するための所望の電気的接続領域は、本発明の主題にしたがって用いることが
でき、当業者は、このような電気的接続領域、および電気的受容体の広い範囲の種々のも
のを、よく知っており、容易にアクセスすることができる。
【００８６】
　上記したように、図２は、図１に描かれた第１の実施形態の斜視展開図である。
【００８７】
　図３は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第２の実施形態の斜視図である
。
【００８８】
　図１２は、図３に描かれた前記第２の実施形態の断面図である。図１２を参照して、ト
リム要素３１、光エンジンハウジング３２、複数のＬＥＤ３３よりなる光エンジン３５、
および複数の光エンジンハウジングフィン３４、よりなる光エンジンアセンブリー３０が
、示される。この実施形態において、前記光エンジンハウジングフィン３４は、前記光エ
ンジンハウジング３２と一体となっている（代替的に、前記フィン３４のいくらかまたは
すべては、前記トリム要素３１と一体であることができ、かつ／または、前記フィン３４
のいくらかのみが、前記光エンジンハウジングと一体であることができる）。前記トリム
要素３１は、前記光エンジンハウジング３２がその中に位置しているトリム要素内部空間
４０を、定義している。該光エンジンハウジング３２は、前記光エンジン３５がその中に
位置している光エンジンハウジング内部空間４１を定義している。この実施形態において
、前記光エンジンハウジングフィン３４の各々は、前記光エンジンハウジング３２の外部
表面と接触しており、かつ、前記トリム要素３１の内部表面と接触している（代替的に、
前記フィン３４のいくらかまたはすべては、前記トリム要素３１と接触することができず
、かつ／または、前記フィンのいくらかまたはすべては、前記光エンジンハウジング３２
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と接触することができない）。前記光エンジンハウジングフィン３４のおのおのは、前記
光エンジンハウジング内部空間の外側にあり、かつ、前記トリム要素内部空間の内側にあ
る。
【００８９】
　図４は、図３に描かれた第２の実施形態の斜視展開図である。
【００９０】
　図５は、図３に描かれた第２の実施形態の光エンジンアセンブリー内の集積フィンを持
つ光エンジンハウジングの斜視図である。
【００９１】
　図６は、図３に描かれた第２の実施形態の光エンジンアセンブリー内の前記トリム要素
の部分的な斜視図である。前記トリム要素３１は、端部要素３６よりなり、かつ、前記開
口３７および３８は、該端部要素３６内で定義されている。
【００９２】
　図３ないし５を参照して、前記光エンジンハウジング３２の外部表面は、その対向する
端上に、第１の端部領域および第２の端部領域を有する環状の形状を有する。前記光エン
ジンハウジングフィン３４のおのおのは、前記光エンジンハウジング３２の前記環状の形
状の前記第１の端部領域から前記第２の端部領域にまで伸びている。各光エンジンハウジ
ングフィン３４は、前記光エンジンハウジング３２の前記外部表面の軸から実質的に放射
状に離れる方向において伸びている。
【００９３】
　前記第２の実施形態は、このように、前記熱放散のための表面面積を増大するよう、そ
の側部に沿ってフィンを有する光エンジンハウジングを備える。この実施形態において、
前記トリム要素３１は、熱伝導を増大するように少なくとも１つの熱インタフェース要素
を持つ前記光エンジンハウジング３２の（図３－５に示される方向での）前記頂面に、機
械的に取り付けられている。前記トリム要素３１は、前記部屋からの、および前記フィン
に沿っての、空気の流れを許すように構成されている。前記トリム要素における開口（た
とえば、図６における開口３７、および３８）は、前記トリムの周囲に位置しており、か
つ、好ましくは、たとえ、該アセンブリーが“気密な”リセスの付けられた光缶内にマウ
ントされている場合でも、前記部屋側空気への対流熱転送を許すように、前記フィン間の
ギャップと整列されている。該アセンブリーが気密でない缶内にプレナム内の空気流を持
ってマウントされている状況、たとえば、商業的な応用においては、さらにより大きい熱
放散が与えられ得る。
【００９４】
　図７は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第３の実施形態の斜視図である
。
【００９５】
　図１３は、図７に描かれた第３の実施形態の断面図である。図１３を参照して、トリム
要素７１、光エンジンハウジング７２、複数のＬＥＤ７３を備えた光エンジン７５、およ
び複数の光エンジンハウジングフィン７４、を有する光エンジンアセンブリー７０が、示
されている。この実施形態において、前記光エンジンハウジングフィン７４は、前記光エ
ンジンハウジング７２と一体となっており（代替的に、該フィン７４のいくらかまたはす
べては、前記トリム要素７１と一体であることができ、かつ／または、前記フィン３４の
いくらかのみが、前記光エンジンハウジングと一体であることができる）。前記トリム要
素７１は、前記光エンジンハウジング７２がその中に位置しているトリム要素内部空間７
６を定義している。前記光エンジンハウジング７２は、前記光エンジン７５がその中に位
置している光エンジンハウジング内部空間を定義している。この実施形態において、前記
光エンジンハウジングフィン７４のおのおのは、前記光エンジンハウジング７２の外部表
面と接触しており、かつ、前記トリム要素７１の内部空間と接触している（代替的に、該
フィン７４のいくらかまたはすべては、前記トリム要素７１と接触することができず、か
つ／または、前記フィンのいくらかまたはすべては、前記光エンジンハウジング７２と接
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触することができない）。前記光エンジンハウジングフィン７４のおのおのは、前記光エ
ンジンハウジング内部空間の外側にあり、かつ、前記トリム要素内部空間の内側にある。
【００９６】
　前記光エンジンハウジング７２の外部表面は、その対向する両端上に、第１の端部領域
および第２の端部領域を持つ環状の形状を持つ。前記光エンジンハウジングフィン７４の
おのおのは、前記第１の端部領域から、前記光エンジンハウジング７２の前記環状の形状
の第２の端部領域を超える位置にまで伸びている。各光エンジンハウジングフィン７４は
、前記光エンジンハウジング７２の前記外部表面の軸から、実質的に放射状に離れる方向
において伸びている。
【００９７】
　前記第３の実施形態は、さらに、前記トリム要素内部空間７６内に位置している光拡散
素子７９を備え、前記トリム要素７１、および前記光拡散素子７９は、一緒になって、前
記光エンジンハウジング７２がその中に位置している、トリム要素－拡散素子内部空間を
定義している。
【００９８】
　前記第３の実施形態は、このように、前記拡散素子の底の下に伸びて、その表面領域お
よび部屋空気との相互作用を増大させる、その側部に沿ったフィンを有する光エンジンハ
ウジングを備える。前記フィンは、機能的なものであり、かつ、ユニークなダウンライト
審美外観を作ることにより、装飾的な効果をも与えることができる。種々の伸びる長さ、
および形状は、広い種々の範囲の装飾的な効果を与えるように、カーブされた、および／
または直線状のプロファイルを、備えることができる。（他の可能性の中で）リブ、バン
プ、または“ステアーステップ”を、伸張された熱フィンの内部表面に対して加えて、光
を捕まえ、かつ付加的なビジュアルな詳細を与える、ようにすることができる。代替的に
、又は付加的に、前記フィンのいくらかまたはすべては、前記部屋に対して代表的なダウ
ンライトトリム外観をつくるであろうが、しかし、背後での空気流を許すであろう、装飾
的なトリム構造によりカバーすることができる。
【００９９】
　図１０は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第４の実施形態の断面図であ
る。第４の実施形態は、前記第１の実施形態（図９参照）に、該第４の実施形態において
は、熱インタフェース要素１０１が、前記光エンジンハウジング１２と前記トリム要素１
１との間に配置されていることを除いて、類似している。
【０１００】
　図１１は、本発明の主題による光エンジンアセンブリーの第５の実施形態の断面図であ
る。第５の実施形態は、前記第１の実施形態に類似しているが、しかし、該第５の実施形
態は、さらに、照明装置ハウジング１１１を備えている。図１１を参照して、該照明装置
ハウジング１１１は、照明装置ハウジング内部空間１１２を定義している。前記トリム要
素１１の一部は、前記照明装置ハウジング内部空間１１２内に位置している。
【０１０１】
　また、図１１に示されるように、前記トリム要素１１は、フランジ部１１３を備える。
該フランジ部１１３は、前記トリム要素１１の軸から、前記照明装置ハウジング１１１の
外部表面１１４より、より遠くに伸びている。
【０１０２】
　ここで記述された照明アセンブリーの任意の２つ、またはそれ以上の任意の構造的部分
は、集積されることができる。ここで記述された照明アセンブリーの任意の構造的部分は
、任意の２つ、またはそれ以上の部品（必要であれば、一緒に持つことのできる）にて設
けることができる。
【０１０３】
　さらに、本発明の主題のある実施形態は、特定の要素の結合を参照して図解されたが、
種々の他の結合もまた、本発明の主題の教えから離れることなく、与えられることができ
る。このように、本発明の主題は、ここで記述され、図面に図解された特定の好ましい実
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施形態に限定されるものと解釈されるべきではなく、逆に、種々の図解された実施形態の
要素の結合をもカバーすると解釈されるべきである。
【０１０４】
　多くの変形、および修整は、本開示の利点を与えられて、本発明の主題の精神、および
、範囲から離れることなく、当業者によってなされることができる。それゆえ、図解され
た実施形態は、例の目的のためにのみ与えられたものであり、以下のクレームによって定
義される発明の主題を限定するものと解釈されるべきではない。以下のクレームは、それ
ゆえ、文字通り設定された要素の結合のみを含むのではなく、実質的に同じ機能を、実質
的に同じ結果を得るよう、実質的に同じ方法で遂行するすべての等価な要素を含むよう、
読まれるべきである。クレームは、このように、上記で特定的に図解され、記述されたも
の、概念的に等価なもの、および本発明の主題の本質的なアイデアを組み入れているもの
、をも含むように理解されるべきである。

【図１】 【図２】
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【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】

【図１３】
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