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(57)【要約】
　車両で使用する投光装置が、レーザーユニット及び光
源を備え、レーザーユニットは、レーザー源と、レーザ
ー源によって生成されるレーザー光に対して作用し、使
用時に車両の外部にある面に所定像を投影させるように
構成された像形成手段とを備え、光源は、使用時に可視
光ビームを生成する。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　車両で使用する投光装置であって、該投光装置は、
　レーザーユニット及び光源を備え、
　前記レーザーユニットは、レーザー源と、該レーザー源によって生成されるレーザー光
に対して作用し、使用時に前記車両の外部にある面に所定の像を投影させるように構成さ
れた像形成手段とを備え、
　前記光源は、使用時に可視光ビームを生成する、車両で使用する投光装置。
【請求項２】
　前記光源及び前記レーザー源に電力を供給する共通電源を備える、請求項１に記載の投
光装置。
【請求項３】
　前記光源及び前記レーザー源にそれぞれ電力を供給する第１の電源及び第２の電源を備
える、請求項１に記載の投光装置。
【請求項４】
　前記レーザーユニット及び前記光源は、電源からの電力を前記レーザー源又は前記光源
に供給するそれぞれの通電回路を備える、請求項２又は３に記載の投光装置。
【請求項５】
　前記レーザーユニット及び前記光源用の前記それぞれの通電回路は、少なくとも部分的
に、前記投光装置内に位置する共通のプリント回路基板に設けられている、請求項４に記
載の投光装置。
【請求項６】
　前記それぞれの通電回路は、前記プリント回路基板に取り付けられたそれぞれのスイッ
チを備える、請求項５に記載の投光装置。
【請求項７】
　前記通電回路を選択的に開閉する磁気スイッチ素子を備える、請求項６に記載の投光装
置。
【請求項８】
　前記磁気スイッチ素子は、ホール効果スイッチ素子を含む、請求項７に記載の投光装置
。
【請求項９】
　前記プリント回路基板及び前記レーザー源を支持するシャシを備える、請求項５～８の
いずれか一項に記載の投光装置。
【請求項１０】
　前記シャシは前記光源を支持する、請求項９に記載の投光装置。
【請求項１１】
　前記レーザー源は、使用時に緑色レーザー光を生成する、請求項１～１０のいずれか一
項に記載の投光装置。
【請求項１２】
　前記光源はＬＥＤを含む、請求項１～１１のいずれか一項に記載の投光装置。
【請求項１３】
　自転車のフロントライトとして作用し、前記外部にある面は該自転車の前方の道を含む
、請求項１～１２のいずれか一項に記載の投光装置。
【請求項１４】
　自転車のリアライトとして作用し、前記外部にある面は該自転車の後方の道を含む、請
求項１～１２のいずれか一項に記載の投光装置。
【請求項１５】
　前記所定の像は自転車の像を含む、請求項１３又は１４に記載の投光装置。
【請求項１６】
　自転車に投光装置を取り付ける取付台であって、
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　前記投光装置は、発光手段と、該発光手段用の電源と、該発光手段と該電源との間に接
続された磁気スイッチ素子とを備える投光ユニットを備え、
　該取付台は、該取付台を前記自転車に取り付ける取付手段と、前記投光ユニットを脱着
可能に受ける受け手段とを備え、
　該取付台は、磁性部材を更に備え、それにより、前記投光ユニットが該取付台によって
受けられると、前記磁気スイッチ素子が、前記磁性部材の磁気的影響を受けるようになり
、前記電源から前記発光手段まで電流が流れるのを可能にする、自転車に投光装置を取り
付ける取付台。
【請求項１７】
　自転車で使用する投光装置であって、該投光装置は、
　発光手段と該発光手段用の電源とを備える投光ユニットと、
　取付台であって、該取付台を前記自転車に取り付ける取付手段と、前記投光ユニットを
脱着可能に受ける受け手段とを備える取付台と、
を備え、
　前記取付台は磁性部材を更に備え、前記投光ユニットは前記発光手段と前記電源との間
に接続された磁気スイッチ素子を備え、該磁気スイッチ素子は、前記投光ユニットが前記
取付台に受けられ、該磁気スイッチ素子が前記磁性部材の磁気的影響を受けているとき、
前記電源から前記発光手段に電流が流れるのを可能にするが、前記投光ユニットが前記取
付台から取り外されているとき、前記電流の流れを阻止する、自転車で使用する投光装置
。
【請求項１８】
　前記磁気スイッチ素子は、ホール効果スイッチ素子を含む、請求項１６又は１７に記載
の投光装置。
【請求項１９】
　前記発光手段はレーザー源を含む、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の投光装置
。
【請求項２０】
　前記発光手段はＬＥＤを含む、請求項１６～１８のいずれか一項に記載の投光装置。
【請求項２１】
　前記発光手段は、レーザー源及びＬＥＤの両方を含む、請求項１６～１８のいずれか一
項に記載の投光装置。
【請求項２２】
　前記磁気スイッチ素子は、前記レーザー源と前記電源との間に接続され、それにより、
前記投光ユニットが前記取付台から取り外されているとき、前記レーザー源への電流が阻
止されるが、前記ＬＥＤへの電流は阻止されない、請求項２１に記載の投光装置。
【請求項２３】
　自転車で使用する投光装置であって、該投光装置は、
　発光手段と該発光手段用の電源とを備える投光ユニットと、
　取付台であって、該取付台を前記自転車に取り付ける取付手段と、前記投光ユニットを
脱着可能に受ける受け手段とを備える取付台と、
を備え、
　前記受け手段は、該受け手段に対する或る範囲の角度位置の範囲内で前記投光ユニット
を受けるようになっており、それにより、該投光装置から投影される光の方向を、前記自
転車に対して選択することができ、前記受け手段は、選択された角度位置で前記投光ユニ
ットを係止する固定手段を更に備える、自転車で使用する投光装置。
【請求項２４】
　前記取付台は磁性部材を更に備え、前記投光ユニットは前記発光手段と前記電源との間
に接続された磁気スイッチ素子を備え、該磁気スイッチ素子は、前記投光ユニットが前記
取付台によって受けられ、該磁気スイッチ素子が前記磁性部材の磁気的影響を受けている
とき、前記電源から前記発光手段に電流が流れるのを可能にするが、前記投光ユニットが
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前記取付台から取り外されているとき、前記電流の流れを阻止する、請求項２３に記載の
投光装置。
【請求項２５】
　前記磁気スイッチ素子は、ホール効果スイッチ素子を含む、請求項２４に記載の投光装
置。
【請求項２６】
　前記受け手段は、前記投光ユニットを受ける差込口を備え、該差込口は、前記取付手段
に対して回転可能である、請求項２３～２５のいずれか一項に記載の投光装置。
【請求項２７】
　前記磁性部材は前記差込口内に位置する、請求項２４に従属した場合の請求項２６に記
載の投光装置。
【請求項２８】
　実質的に添付図面を参照して本明細書に記載されている投光装置。
【請求項２９】
　実質的に添付図面を参照して本明細書に記載されている取付台。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投光装置及び投光装置用取付台に関する。１つの特定の用途では、こうした
投光装置は、自転車で使用することができる。
【背景技術】
【０００２】
　ランプ、懐中電灯等の投光装置は、当然ながら、様々な用途に対して非常によく知られ
ている。例えば自転車用ランプの分野では、現在、フロントランプ及びリアランプの両方
に対して可視光出力を提供するために１つ又は複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）を使用す
ることが一般的である。
【０００３】
　近年、自転車用の追加の安全装置を提供することが提案されており、この安全装置によ
り、自転車のシンボル等の像が、自転車の正面の地面に投影され、それを他の道路利用者
が容易に見ることができる（特許文献１を参照）。像は、レーザーによって作成すること
ができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】英国特許第２４９０８８９号
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　本発明の目的は、こうした装置を改善することであり、そのため、レーザー像生成及び
照明の両方を単体装置内で提供するように、追加の可視光源を備えた一体型のレーザー像
投影コンポーネントを提供することである。これは、特に自転車に関連し、実際に、以下
、主に自転車の用途に言及して説明するが、こうした装置には、他の車両での有用性があ
り得ることが理解されよう。
【０００６】
　本発明の更なる目的は、像生成装置用の安全及びセキュリティ機構を提供して、装置が
自転車から取り外されているとき、レーザー源を作動させないようにすることである。本
発明によれば、この目的は、装置内にホール効果素子を組み込むことによって達成される
。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　本発明の第１の態様によれば、車両で使用する投光装置であって、該投光装置は、
　レーザーユニット及び光源を備え、
　前記レーザーユニットは、レーザー源と、該レーザー源によって生成されるレーザー光
に対して作用し、使用時に前記車両の外部にある面に所定の像を投影させるように構成さ
れた像形成手段とを備え、
　前記光源は、使用時に可視光ビームを生成する、車両で使用する投光装置が提供される
。
【０００８】
　本発明の第２の態様によれば、自転車に投光装置を取り付ける取付台であって、
　前記投光装置は、発光手段と、該発光手段用の電源と、該発光手段と該電源との間に接
続された磁気スイッチ素子とを備える投光ユニットを備え、
　該取付台は、該取付台を前記自転車に取り付ける取付手段と、前記投光ユニットを脱着
可能に受ける受け手段とを備え、
　該取付台は、磁性部材を更に備え、それにより、前記投光ユニットが該取付台によって
受けられると、前記磁気スイッチ素子が、前記磁性部材の磁気的影響を受けるようになり
、前記電源から前記発光手段まで電流が流れるのを可能にする、自転車に投光装置を取り
付ける取付台が提供される。
【０００９】
　本発明の第３の態様によれば、自転車で使用する投光装置であって、該投光装置は、
　発光手段と該発光手段用の電源とを備える投光ユニットと、
　取付台であって、該取付台を前記自転車に取り付ける取付手段と、前記投光ユニットを
脱着可能に受ける受け手段とを備える取付台と、
を備え、
　前記取付台は磁性部材を更に備え、前記投光ユニットは前記発光手段と前記電源との間
に接続された磁気スイッチ素子を備え、該磁気スイッチ素子は、前記投光ユニットが前記
取付台に受けられ、該磁気スイッチ素子が前記磁性部材の磁気的影響を受けているとき、
前記電源から前記発光手段に電流が流れるのを可能にするが、前記投光ユニットが前記取
付台から取り外されているとき、前記電流の流れを阻止する、自転車で使用する投光装置
が提供される。
【００１０】
　本発明の第４の態様によれば、自転車で使用する投光装置であって、
　発光手段と該発光手段用の電源とを備える投光ユニットと、
　取付台であって、該取付台を前記自転車に取り付ける取付手段と、前記投光ユニットを
脱着可能に受ける受け手段とを備える取付台と、
を備え、
　前記受け手段は、該受け手段に対する或る範囲の角度位置の範囲内で前記投光ユニット
を受けるようになっており、それにより、該投光装置から投影される光の方向を、前記自
転車に対して選択することができ、前記受け手段は、選択された角度位置で前記投光ユニ
ットを係止する固定手段を更に備える、自転車で使用する投光装置が提供される。
【００１１】
　本発明の１つの好ましい実施形態では、自転車、オートバイ又は他の車両で使用する車
両の前方に光を投影する投光装置であって、投影される光が、車両の前方の道の上に投影
される像を含む、投光装置が提供される。
【００１２】
　いずれの場合も、投影される像は、他の道路利用者に対して車両の存在、車両の移動方
向及び／又は移動速度、及び／又は危険な状態の前兆若しくは現在の危険な状態を警告す
るように、車両を表すことができる。像は、例えば、自転車、オートバイ又は他の車両を
表すシンボルとすることができる。
【００１３】
　本発明の投光装置は、光の細長いレーザー源が、レーザー源の通電回路の一部としてプ
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リント回路基板を支持する細長いシャシの上で長手方向に延在するように支持されている
、サブアセンブリを含むことができる。シャシの上に、レーザー源とともに、例えば光干
渉を介する回折によってレーザー源により放出される光で像を与える要素を支持すること
ができる。さらに、レーザー源によって放出される光に加えて光を放出するように、例え
ば発光ダイオードの形態の別の光源をシャシによって支持することができる。
【００１４】
　ここで、添付図面を参照して例として本発明について説明する。
【図面の簡単な説明】
【００１５】
【図１】本発明の一実施形態による投光装置の実施形態の上方及び後方からの斜視図を概
略的に示す図である。
【図２】図１の投光装置の組立分解図を概略的に示す図である。
【図３】図１の投光装置の縦断面を概略的に示す図である。
【図４】図１の投光装置の一部を形成するサブアセンブリの組立分解図を概略的に示す図
である。
【図５】本発明の一実施形態で使用されるスイッチング回路の概略図である。
【図６】本発明の更なる実施形態による装置の内部コンポーネントの概略組立分解斜視図
である。
【図７】図６のコンポーネントの概略断面図である。
【図８】ケーシングを含む、図７に類似する概略断面図である。
【図９】図６の装置用の取付機構を概略的に示す図である。
【図１０】分解されたときの図９の機構を概略的に示す図である。
【図１１】取付機構が取り付けられている図６の装置の断面図を概略的に示す図である。
【図１２ａ】種々の位置に取り付けられた図６の装置を平面図及び斜視図両方で概略的に
示す図である。
【図１２ｂ】種々の位置に取り付けられた図６の装置を平面図及び斜視図両方で概略的に
示す図である。
【図１２ｃ】種々の位置に取り付けられた図６の装置を平面図及び斜視図両方で概略的に
示す図である。
【図１２ｄ】種々の位置に取り付けられた図６の装置を平面図及び斜視図両方で概略的に
示す図である。
【図１２ｅ】種々の位置に取り付けられた図６の装置を平面図及び斜視図両方で概略的に
示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１６】
　図面を参照して説明する投光装置の例は、自転車で使用されるものであり、これに関連
して説明するが、その投光装置の例にはこれより広い用途があり、オートバイ又は他の車
両で、例えば、特定の要件に応じて車両の前の前方方向、車両の後の後方方向、又は更に
は横方向に、安全目的で光の像の投影を提供するように、同様に使用することができる。
【００１７】
　図１～図３を参照すると、第１の実施形態の投光装置は、円筒状軽合金ケーシング１を
備え、かつその中に収容されている。ケーシング１の前端は、透明なプラスチックディス
ク２によって閉鎖されるように封止されており、後端の上にはドーム状キャップ３がねじ
込まれて、ケーシング１の閉鎖及び封止を完了している。
【００１８】
　薄い金属パネル４が、ケーシング１の上面のくぼみ部分５内に位置し、装置内の２つの
光源の動作の制御において手指で押下することができるパネル４の領域を示すように、し
るしがエッチングされている。２つの光源は、図２～図４に示すように、サブアセンブリ
１４における細長いシャシ１３上にプリント回路基板（ＰＣＢ）１２とともに合わせて取
り付けられる発光ダイオード（ＬＥＤ）１０及びレーザー源モジュール１１によって、そ
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れぞれ提供される。
【００１９】
　図４において組立分解形態で示すサブアセンブリ１４では、ＬＥＤ１０は、角度付きミ
ラー１５の真下においてシャシ１３の上に支持されており、角度付きミラー１５は、ＬＥ
Ｄ１０からの光を正面の透明なディスク２を通して前方に反射し、可視光ビームを生成す
る役割を果たす。ＰＣＢ１２の真下においてシャシ１３にレーザーモジュール１１が取り
付けられ、その投影開口部１６から放出されるコヒーレントな光ビームを、像形成手段を
介してディスク２を通して前方に向ける。像形成手段は、開口部１６の上に固定されたポ
リカーボネートのディスク１７の形態である回折光学素子（ＤＯＥ）を備える。ディスク
１７は、光干渉により、開口部１６からの光を回折させて、ディスク２を通って前方に投
影される像にする。
【００２０】
　ＬＥＤ１０及びレーザーモジュール１１は、共通の電源、すなわち投光装置の後部に収
容されたバッテリ１８から通電されるように、プリント回路基板１２の個々の回路におい
て接続されている。ＬＥＤ１０用の通電回路は、バッテリ１８の一方の極１９から直列の
基板１２の個別の接点スイッチ２０及びＬＥＤ１０を通って、ケーシング１及びキャップ
３を介してバッテリ１８の他方の極２１に「戻る」ように延在している。同様に、レーザ
ーモジュール１１用の通電回路は、バッテリ１８の極１９から直列の基板１２の個別の接
点スイッチ２２及びモジュール１１を介して延在し、ケーシング１及びキャップ３を介し
て他方の極２１に「戻る」。各スイッチ２０及び２２はボタン２３を有し、ボタン２３は
、押下されると、繰返しの連続した３つの別個の状態、すなわち「オン」、「点滅」及び
「オフ」を通して連続的にスイッチを順次切り替える。
【００２１】
　スイッチ２０が「オン」状態にある間、ＬＥＤ１０の通電回路は、スイッチ２０を通し
て直接閉じられ、それにより、ＬＥＤ１０は連続的に光を放出し、一方、スイッチ２０が
「点滅」状態にある間、通電回路は、ＰＣＢ１２上の個々の点滅光回路（図示せず）を介
してスイッチ２０を通して完成される。点滅光回路は、断続的に（例えば、約３Ｈｚ～４
Ｈｚのオン－オフ周波数で）回路を中断し、それにより、ＬＥＤ１０によって点滅光のみ
が放出されるようにする。ＬＥＤ１０の通電回路は、スイッチ２０が「オフ」状態にある
ときに開き、それにより、ＬＥＤ１０によっていかなる光も放出されない。
【００２２】
　スイッチ２２の状態に応じて、レーザーモジュール１１の同様の動作が発生する。つま
り、スイッチ２２が「オン」状態にあるとき、モジュール１１は連続的に通電されてディ
スク１７によって与えられる像の形態で光を放出し、一方、スイッチ２２が「点滅」状態
にあるとき、ＰＣＢ１２上の個々の点滅光回路（図示せず）が、スイッチ２２によって通
電回路内に含まれ、モジュール１１によって放出される光が断続的に（例えば、約３Ｈｚ
～４Ｈｚのオン－オフ周波数で）点滅するようにする。スイッチ２２が「オフ」状態にあ
るとき、モジュール１１の通電回路は、いかなる像も投影されないようにスイッチ２２に
おいて遮断される。
【００２３】
　投光装置の組立中、サブアセンブリ１４は、前端からケーシング１に入れられ、その後
、スイッチ２０及び２２がくぼみ部分５（図２参照）内でケーシング１を通してそれぞれ
開口部２４及び２５と位置合せして配置された状態で、ディスク２によって閉鎖される。
開口部２４及び２５において、プラスチック材料の押しボタン２６及び２７が、それぞれ
スイッチ２０及び２２のボタン２３と当接するように配置され、くぼみ部分５内のそれら
の上に、ゴムシールプレート２８が固定される。プレート２８には、薄い金属パネル４が
結合され、エッチングされたしるしが、手指による押下によって下にある押しボタン２６
又は２７が関連するスイッチ２０又は２２のボタン２３を作動させる位置に配置される。
【００２４】
　好ましくはリチウムバッテリであるバッテリ１８が、その極１９がＰＣＢ１２の通電回
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路と接触するように、ケーシング１内に挿入される。そして、キャップ３が、防水封止用
の「Ｏ」リング２９とともにケーシング１上にねじ込まれ、ケーシング１を介するバッテ
リ１８の極２１までの「戻り」経路を完成する。バッテリ１８が充電式である状況では、
ケーシング１及び／又はキャップ３を通しての接点接触部（図示せず）により充電を可能
にすることができる。
【００２５】
　ケーシング１の下側のねじ穴３０により、後により詳細に説明するように、投光装置の
、自転車（又は他の車両）の好適な取付台への取り付けが容易になる。安全のために、望
ましくは、投光装置がその取付台に完全に設置されない限りかつ設置されるまで、レーザ
ーモジュール１１に通電することができないことが確実にされる。例えばこれに関して、
取付台は、希土類磁石等の磁性部材を組み込むことができ、それにより、投光装置は、レ
ーザーモジュール１１の通電回路に接続されたホール効果素子又はリードスイッチ等、磁
気スイッチ素子を含むことができる。磁気スイッチ素子の目的は、ＰＣＢ１２と通信して
、装置が取付台に完全に設置された場合にのみ、スイッチ２２が「オン」又は「点滅」状
態にあるときに磁石の影響下でその回路を完成させるが、そうでない場合は、スイッチ２
２の状態とは無関係にその回路を開いたままに保持する、ということである。
【００２６】
　投光装置が自転車（又は他の車両）におけるその取付台に完全に設置されると、スイッ
チ２０をその「オン」又は「点滅」状態に作動させるような制御パネル４の手指操作によ
り、ＬＥＤ１０からの光が車両の前方の道を照明する。スイッチ２２の対応する作動によ
り、レーザーモジュール１１が通電されて、ディスク１７の干渉パターンによって決まる
像をその道に投影させる。各場合に放出される光は、スイッチ選択が「オン」状態である
か「点滅」状態であるかに応じて、連続するか、又は点滅することになる。
【００２７】
　コード又は鎖を、キャップ３の穴３１に通すことによって投光装置に取り付けることが
できる。
【００２８】
　本発明の装置の例示的なスイッチング回路の図を、図５に概略的に示す。ここでは、磁
気スイッチ素子が、出力信号「Ｏｕｔ」を照明電圧Ｖｃｃと接地「ＧＮＤ」との間で切り
替えるように動作可能であることを見ることができる。
【００２９】
　本発明の更なる実施形態を図６、図７及び図８に示す。図６は、装置の内部コンポーネ
ントの組立分解斜視図を概略的に示し、図７は、図６のコンポーネントの概略断面図であ
り、図８は、図７に類似しているが更にケーシングを示している。
【００３０】
　ここで、図８に示すように、第１の実施形態のケーシング１に概して類似するケーシン
グ５６が、図６及び図７に示す内部コンポーネントを収容するために使用される。ここで
、変更形態のシャシ４０が使用され、それは、例えばダイカスト鋳造することができ、そ
の形状は、ケーシング５６の内面の形状に実質的に一致する。シャシ４０はＰＣＢ４１を
支持し、ＰＣＢ４１の上に、レーザーユニット４２及びＬＥＤ光源４３用のそれぞれの通
電回路が少なくとも部分的に設けられている。第１の実施形態と同様に、ＰＣＢ４１は、
レーザー及びＬＥＤ用のそれぞれの接点スイッチ（図示せず）を支持し、それらは、例え
ば第１の実施形態のような薄い金属プレートを介して、ケーシング５６の対応する領域を
押すことによって動作可能である。
【００３１】
　レーザーユニット４２が、シャシ４０の後部に設けられた開口部内に取り付けられ、一
方で、ＬＥＤ源４３及び関連する反射体４６、例えば放物線反射体が、シャシ４０の前端
に受けられることを見ることができる。チャネル４４が、シャシの長さを通して、半径中
心からずれて、正面から背面まで延在し、レーザーユニットの取付開口部を接続し、ユニ
ットからのレーザー光がシャシを通過して正面まで進むのを可能にする。ＤＯＥ４５がチ
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ャネル４４の正面部分に保持されて、第１の実施形態と同様に像を生成する。反射体４６
及びＬＥＤ源４３は、端部キャップ４７によってシャシ４０内の適所に保持される。端部
キャップ４７は、その端部に透明なディスク４８を備え、ＬＥＤ源４３からの光及びユニ
ット４２からのレーザー光の両方がそこを通過するのを可能にする。
【００３２】
　シャシ４０の下側はバッテリモジュールを支持し、バッテリモジュールは、バッテリ４
９、例えばリチウム－イオン電池を備え、バッテリ４９の上方及び下方にはそれぞれ関連
する絶縁ライナー５０及び５１が設けられている。バッテリは、保持プレート５２によっ
てシャシ４０内に保持され、保持プレート５２は、使用時にシャシ４０に固定して取り付
けられ、それらの間にバッテリ及び絶縁ライナーを保持する。
【００３３】
　シャシ４０の後端にＯリング５３が設けられており、端部キャップ４７もまた軸方向に
変位したＯリング５４及び５５を支持し、それによりケーシング５６内の水密嵌合を確実
にする。
【００３４】
　図９～図１２は、この第２の実施形態の装置用の取付機構を概略的に示す。しかしなが
ら、例示の目的で、取り付けはこの第２の実施形態に関連して記載されているが、必要な
変更が最小限で、第１の実施形態の装置で非常に類似する取付機構を使用することができ
ることが直ちに留意されるべきである。
【００３５】
　図９は、投光ユニットを概略的に示す。投光ユニットは、取付台６０に取り付けられた
そのケーシング５６内にある。取付台６０は、取付台を自転車に取り付けるための取付手
段を含み、この取付手段は、略円形経路に沿って弓状に伸びる突出ブラケット６１を含み
、ブラケット６１は、その先端部においてピボット６３を介してアーム６２に枢動可能に
接続されており、アーム６２は、実質的にブラケット６１と同じ曲率半径の弧として形成
されている。この構成は、閉鎖形態にあるとき、ブラケット６１及びアーム６２の内面が
自転車のハンドルバー７９を受ける閉鎖した円を実質的に画定するようなものである。ブ
ラケット６１及びアーム６２の内面は、可撓性ゴムスペーサー７３によって覆われ、ハン
ドルバーに強化グリップを提供する。スペーサー７３は、必要な場合に、延長位置まで付
勢されてアーム６２の開放に役立つ。アーム６２の先端部は、ボルト６５のシャフトを受
けるように実質的に「Ｃ」字型ジョー６４を含み、ボルト６５は、取付台６０の本体内に
ねじ嵌合によって受けられ、使用時にそこから下方に延在する。取付台６０をハンドルバ
ー（図示せず）に取り付けるために、アーム６２は枢動して開放され、ジョー６４がボル
ト６５のシャフトを受けるように、ブラケット６１及びアーム６２がハンドルバーの周囲
で閉鎖され、ボルト６５は、取付台６０にねじ込むことによって締められ、必要に応じて
ハンドルバーを締め付け、ボルト６５の頭部が、ジョー６４の下側に対して押圧される。
或る範囲の直径のハンドルバーに適応するために、１つ又は複数の追加の可撓性ゴムスペ
ーサー（図示せず）を、アーム／ブラケットとハンドルバーとの間に、締め付ける前に挿
入することができる。取付台を取り除くためには、プロセスが反対に行われる。決してボ
ルト６５を取付台６０から完全に取り除く必要はなく、単に、ジョー６４がその頭部を通
過するのを可能にするように十分後退させるだけでよいことが留意されるべきである。
【００３６】
　取付台６０は、モジュール式であり、別個の差込口、すなわち、使用時に装置アダプタ
ー６７のステム６６（図１０参照）を受ける垂直軸開口部を有するブラケットカップ７０
を含み、装置アダプター６７は、投光ユニットケーシング５６の下側に半永久的に取り付
けられている。アダプター６７は、タブ８０を支持する突出板ばねレバー６８を含む。タ
ブ８０は、取付台本体に接続されると、ブラケットカップ７０の外周部に延在する突出リ
ップ６９と係合して、それらの間の相対的な垂直移動を防止する。この係合を、レバー６
８を手動で持ち上げてリップ６９から離れてケーシング５６及びタブ８０に向かって移動
させ、それによりステム６６を上方にかつカップ７０から出るように摺動させることがで
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に示すボルト７１によって取付台本体に対して係止可能である。
【００３７】
　図１０は、図９の取付機構を概略的に示すが、部分的に分解された状態で、レバー６８
が引き上げられ、アダプター６７がカップ７０から取り除かれている。ここでは、ステム
６６は円形断面ではなく非対称多角形断面であり、カップ７０の開口部は対応して形成さ
れていることを見ることができる。これは、第１に、ステム６６を１つの向きで開口部内
に受けることしかできないことを意味し、第２に、一旦受けられると、開口部に対して回
転することができないことを意味する。
【００３８】
　図１１は、図９の取付機構の断面図を概略的に示す。なお、ここでは、取付台は、相対
的に直径の小さいハンドルバーに合わせるように締められている。まず、取付台本体は、
ゴムスペーサー７３の対応する栓を受けかつ保持するためのソケット７４を含むことを見
ることができる。カップ７０は、その上端に近接して、希土類磁石７２等の磁性部材を含
む。カップ７０は、その下端にボルト７１を受ける。ボルト７１の頭部とカップ７０との
間に、取付台本体のフランジ７５があり、それにより、ボルト７１をカップ内に締め付け
ることにより、カップが本体に固定して係止される。アダプター６７が、２つのボルト７
６、７７によってケーシング５６に取り付けられ、ボルト７６、７７は、アダプター６７
及びケーシング５６の相対的な回転を防止する。ボルト７６、７７は、金属製である場合
、磁束を磁石７２からケーシング５６に向けるのにも役立つ。レーザーユニット４２用の
通電回路の一部を形成するホール効果センサー又はリードスイッチ（図示せず）等の磁気
スイッチ素子を含む、小型のプリント印刷基板７８が、使用時にボルト７６に隣接して、
ケーシング５６の下側に近接して位置し、それにより、アダプターがカップ７０内に正し
く受けられた場合にのみ、磁石７２からの磁束の影響を受ける。
【００３９】
　カップ７０は、取付台本体に対して相対的に回転可能であり、それにより、投光装置の
左右方向を、レバー６８の、取付台本体又はハンドルバーとの当接によって境界が定めら
れる範囲内で無限に調整することができる。このように、幾つかの角度位置、特に投光ユ
ニットが後方に面する角度位置が防止されて、明確に望ましくないか又は危険な位置（ユ
ニットが後方を向き、ＬＥＤ又はレーザー光を自転車に乗っている人に当てる等）が使用
されることを回避する。これを、図１２ａ～図１２ｅに概略的に示し、図１２ａ～図１２
ｅは、ハンドルバー７９に対する５つの異なるあり得る角度位置にある装置を示す。いず
れの角度位置が用いられても、ボルト７６は、カップ及びケーシングが一緒に移動してい
るため、磁気スイッチ素子に近接したままになることが留意されるべきである。
【００４０】
　使用時、最初に、取付台は上記で概説したようにハンドルバーに締め付けられる。ブラ
ケットカップ７０が取付台本体に配置され、ステム６６がその中に受けられかつ係合する
。投光ユニットの左右位置決めは、要求通りになるまで調整され、その後、ユニットは、
ボルト７１を締め付けることによってその位置で保持され、カップ７０を取付台本体に対
して固定して保持する。
【００４１】
　上述した実施形態は単に例示的なものであり、本発明の範囲内にある他の可能性及び代
替物は、当業者に明らかとなろう。例えば、ＬＥＤ及びレーザーユニットの各々に別個の
電源を設けることができる。
【００４２】
　ボルト７６は、磁束をホール効果センサーに集束させるものとして示されているが、他
の技法、例えば他の磁束誘導コンポーネントを使用することもできるし、センサーを、単
に使用時に磁石により近接する位置で維持し、それに従って磁石の強度を選択することも
できる。
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