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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光出力を有するライトアセンブリであって、
　少なくとも一部分が湾曲した半透過型表面（transflectivesurface）と、
　前記半透過型表面に面する内側主表面を有する反射体と、
　前記半透過型表面と前記反射体との間にあり、５：１より大きい長さ対深さ比を有する
、光キャビティと、
　光を前記光キャビティに入射するように位置づけられる第１の光源と、を備え、
　前記半透過型表面は、半鏡面反射性であり、ライトアセンブリの前記光出力が前記光キ
ャビティに沿って均質で均一となるような、入射光の角度選択性透過率を呈し、
　前記反射体の前記内側主表面は、前記半透過型表面の前記湾曲した部分に対して、それ
ら２つの表面間の分離が前記光源から離れる距離にしたがって、距離に対する分離（深さ
）の減少についてのある最大局所比率にて、減少するように配向される、ライトアセンブ
リ。
【請求項２】
　前記半透過型表面は、第１の構造体群を有する第１の領域と、異なる第２の構造体群を
有する第２の領域とを含む、請求項１に記載のライトアセンブリ。
【請求項３】
　前記反射体は、前記反射体が第１及び第２の反射性の区域を含み、前記第１の反射性の
区域は前記第２の反射性の区域より第１の波長の光に対してより反射性であり、前記第２
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の反射性の区域は前記第１の反射性の区域より第２の異なる波長の光に対してより反射性
である、請求項１又は２に記載のライトアセンブリ。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　光源の用途は当該技術分野で周知であり、それらの用途としては、所与の区域にかけて
所与の所望の方向に比較的均一に発光するように構成されるものが含まれる。均一性の程
度及び照準の程度は特定の用途によって決まるが、発光面積は、点灯されている装置と概
ね同等である。
【０００２】
　ライティングの一般的な用途としては、ディスプレイ及び看板用のバックライト並びに
車両ライトが挙げられる。液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）は、ラップトップコンピュータ、
モニター及びテレビに一般的に使用される。液晶はそれ自体の光を生成せず、光を調節す
るのみであるので、バックライトと呼ばれる方向性を有するエリアライティングをＬＣＤ
の背後に提供することが一般に行われている。バックライトはＬＣＤとほぼ同じサイズで
あり、ＬＣＤを通して観察者の方へ向けられるビームを提供する。バックライトの一つの
型式は、プラスチックライトガイドの縁を照らす少なくとも一つの蛍光灯を一般に備える
。
【０００３】
　光は、ライトガイドの表面上の光抽出機構（例えば出っ張り、窪み、及び塗料の短点）
を介してライトガイドから抽出される。内部の光源と、その上に形成される文字及び／又
は図柄を有する半透明の外側カバーと、を備える型式の照明看板は、方向性を有するエリ
アライティングのもう一つの用途である。
【０００４】
　この用途での一つの一般的な内部光源は、一列の蛍光電球であり、要求される均一性は
それらの電球と外側カバーとの間に拡散板を置くことによって達成される。車両ライト（
例えばヘッドライト及びテールライト）もまた、方向性を有するエリアライティングの例
である。例えば、２００７年７月に刊行されたＳＡＥ　Ｊ５８６　ＪＵＬ２００７号の６
．４．２項は、ブレーキライトの最小限の照明面積として５０ｃｍ２を求めており、その
解釈の仕方について詳述している。
【０００５】
　加えて、図３～５及び５．１．５項の付随する文章は、特定の方向において発される必
要のある最小及び最大の明度を指定している。白熱電球、蛍光灯、放電ランプ、及び発光
ダイオード（ＬＥＤ）を含むいくつかの型式の好適な光源が入手可能である。
【０００６】
　ＬＥＤ技術の最近の開発によって、それらは最も効率的な類のものとなっている。上記
用途の全てに共通の制限は、それらがある程度、フラットディスプレイに限定されること
である。自動車用ライトは湾曲した外面を有することによってこの制限を回避しているが
、湾曲していてもなお光が強く方向性を有するという意味で、なお制限がある。例えば、
典型的なテールライトは放射面反射体内に白熱電球を備える。この反射装置は最小限の偏
差でレンズの外側カバーを通して光を方向づける。粗い表面による散乱だけが、テールラ
イトのエリアにかけて少量の光の分布を引き起こす。より顕著なのは、看板及びＬＣＤの
平坦さである。これらは両方、場合によっては湾曲による利益を受ける可能性があるが、
実質的に平坦な形状へ方向づけられた利用可能な型式のエリアライトによって制限される
。
【０００７】
　先行技術のもう一つの制限は、角を回るように光に方向性を持たせることができないこ
とである。例えば、方向性を有するエリアライトが「Ｕ」又は「７」の形である場合、既
存の技術でライト全体を均一に照らすことは困難であろう。
【発明の概要】
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【課題を解決するための手段】
【０００８】
　一態様で、本開示は物品について記述し、この物品は、
　少なくとも一部分が湾曲した半透過型表面（transflectivesurface）と、
　この半透過型表面の湾曲した部分の面積の少なくとも３０％（いくつかの実施形態では
少なくとも３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５％、又
は更には少なくとも９０％）に対してほぼ平行な主表面を有する反射体と、を備える。典
型的には、半透過型の主表面の湾曲及びそれに対応する反射体の平行な部分は（例えば、
図１Ａ、２、３、４、及び１０に示すように）凸湾曲である。いくつかの実施形態で、反
射体の少なくとも一部分もまた半透過型である。いくつかの実施形態で、半透過型表面は
、半透過型表面及び／又はエンボス加工表面を有するフィルムである。この物品は、例え
ば、ライティングアセンブリの作製に有用である。
【０００９】
　別の態様で、本開示は、第１のライトアセンブリであって、
　外側主表面を有する外側ライトカバーと、
　湾曲した半透過型表面と、半透過型表面の湾曲部分の面積の少なくとも３０％（いくつ
かの実施形態では、少なくとも３５、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５
、８０、８５、又は更には９０％）に対してほぼ平行な内側主表面を有する反射体であっ
て、湾曲した半透過型表面が外側ライトカバーの外側主表面と反射体の内側主表面との間
に配置される、反射体と、
　第１の光源と、を備え、外側ライトカバーと反射体との間に光キャビティがあり、第１
の光源が光を光キャビティに入射するように位置づけられる、ライトアセンブリを説明す
る。いくつかの実施形態では、外側ライトカバーは内側主表面を更に備え、外側ライトカ
バーの内側主表面の面積の少なくとも３０％（いくつかの実施形態では、少なくとも３５
、４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、又は更には９０％）
が、半透過型表面（例えば図１Ａ、２、３、４、及び１０）の湾曲部分である。典型的に
は、半透過型表面の湾曲部分、及びそれに対応する反射体の湾曲部分は、凸湾曲を有する
。いくつかの実施形態で、反射体の少なくとも一部分もまた半透過型である。
【００１０】
　別の態様で、本開示は、第２のライトアセンブリであって、
　少なくとも一部分が半透過型である内側主表面を有する外側（多くの場合湾曲している
）ライトカバーにおいて、その半透過型表面の少なくとも一部分は湾曲している、外側ラ
イトカバーと、
　湾曲した内側主表面を有する反射体と、第１の光源と、を備え、
　外側ライトカバーと反射体との間に光キャビティがあり、第１の光源は光キャビティの
中へ光を入射するように位置づけられ、反射体の湾曲した内側主表面は、半透過型表面の
湾曲した部分に対して、それら２つの表面間の分離が光源から離れる距離にしたがって減
少するように配向され、距離に対する分離（深さ）の減少の最大局所比率は０．８：１未
満（いくつかの実施形態では、０．７：１、０．６：１、０．５：１、０．４：１、０．
３５：１、０．３：１、０．２５：１、０．２：１、０．１５：１、０．１：１、又は更
には０．０５：１未満）である、第２のライトアセンブリを説明する。典型的には、半透
過型主表面の湾曲部分、及びそれに対応する反射体の湾曲部分は、凸湾曲を有する。いく
つかの実施形態で、反射体の少なくとも一部分もまた半透過型である。
【００１１】
　本明細書で使用するとき、「湾曲した表面」は、表面の最長寸法の少なくとも２％（い
くつかの実施形態では、少なくとも３％、４％、又は更には少なくとも５％）平面から逸
れる表面を指す（すなわち、表面の任意の点から表面の最長寸法までの接平面の最大距離
の百分率（接法線（tangent normal）によって測定されたとき）が少なくとも２％（いく
つかの実施形態では、少なくとも３％、４％、又は場合によっては少なくとも５％）であ
る）。
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【００１２】
　本明細書に記述される第１及び第２のライトアセンブリのいくつかの実施形態では、外
側ライトカバーは、（例えば剛性プラスチックの）内側部品に固定された外側部品を備え
、内側部品は半透過型表面を含む。いくつかの実施形態で、半透過型表面は、半透過型表
面を有するフィルムである。いくつかの実施形態で、半透過型表面は、外側ライトカバー
の内面に成形加工又はエンボス加工される。
【００１３】
　所望により、本明細書に記述されるライトアセンブリは、外側ライトカバーと半透過型
主表面との間に配置された拡散体を更に備える。
【００１４】
　本明細書に記述される第１及び第２のライトアセンブリのいくつかの実施形態で、半透
過型表面は第１の構造体群を有する第１の領域と、異なる第２の構造体群を有する第２の
領域とを含む。本明細書に記述される第１及び第２のライトアセンブリのいくつかの実施
形態で、反射体の内面は第１の構造体群を有する第１の領域と、異なる第２の構造体群を
有する第２の領域とを含む。
【００１５】
　本明細書に記述したライトアセンブリの実施形態は、例えば看板、バックライト、ディ
スプレイ、タスクライティング、照明器具、車両（例えば車、トラック、飛行機など）部
品として有用である。ライトアセンブリを備える車両としては、ライトアセンブリが車両
のテールライトアセンブリであるものも含まれる。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】本開示の代表的なライトアセンブリの透視一部切り取り図。
【図１Ａ】本開示の代表的なライトアセンブリの透視一部切り取り図。
【図２】本開示のライトアセンブリの代表的な実施形態の透視断面図。
【図２Ａ】本開示のライトアセンブリの代表的な実施形態の透視断面図。
【図３】本開示のライトアセンブリの代表的な実施形態の透視断面図。
【図４】本開示のライトアセンブリの代表的な実施形態の透視断面図。
【図５】本開示のライトアセンブリの代表的な形の斜視図。
【図６】本開示のライトアセンブリの代表的な形の斜視図。
【図７】本開示の別の代表的なライトアセンブリの斜視図。
【図８】代表的な半透過型表面の異なるいくつかの構造形の、ＳＡＥ　Ｊ５８５規定によ
る１９ポイントの計算上の明度を示すプロット。
【図９】代表的な半透過型表面の代表的な構造体の斜視図。
【図１０】本開示のライトアセンブリの別の代表的な実施形態の透視断面図。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　図１及び１Ａを参照すると、本開示の代表的なライトアセンブリが示されている。自動
車テールライトアセンブリ１０は、湾曲した外側ライトカバー１２と、内側主表面１７を
有する反射体１６と、発光ダイオード１８と、を有する。外側ライトカバー１２は２つの
片１３、１４で作られており、前者（１３）は半透過型主表面１５を有する。所望により
、拡散体１９が外側ライトカバー１２と半透過型主表面１５との間に配置される。
【００１８】
　図２を参照すると、本開示の別の代表的なライトアセンブリが示されている。ライトア
センブリ２０は、湾曲した外側ライトカバー２２と、内側主表面２７を有する反射体２６
と、発光ダイオード２８と、を有する。半透過型主表面２５を有するフィルム２４は、外
側ライトカバー２２の内側主表面２３に付着される。
【００１９】
　図２Ａを参照すると、本開示の別の代表的なライトアセンブリが示されている。ライト
アセンブリ２２０は、湾曲した外側ライトカバー２２２と、内側主表面２２７を有する反
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射体２２６と、発光ダイオード２２８と、を有する。半透過型主表面２２５を有するフィ
ルム２２４は、外側ライトカバー２２２の内側主表面２２３に付着される。
【００２０】
　図３を参照すると、本開示の別の代表的なライトアセンブリが示されている。ライトア
センブリ３０は、湾曲した外側ライトカバー３２と、内側主表面３７を有する反射体３６
と、発光ダイオード３８と、を有する。半透過型主表面３５を有するフィルム３４は、外
側ライトカバー３２の内側主表面３３に付着される。
【００２１】
　図４を参照すると、本開示の別の代表的なライトアセンブリが示されている。ライトア
センブリ４０は、内側の、成形された半透過型主表面４５と、内側主表面４７を有する反
射体４６と、発光ダイオード４８と、を有する。
【００２２】
　本開示のライトアセンブリの別の代表的な形を図５及び６に示す。図５及びライトアセ
ンブリ５０、６０を参照すると、それらはそれぞれ対応する外側ライトカバー５２、６２
をそれぞれ有する。
【００２３】
　ライトアセンブリの長さ対深さの比率は、ライトアセンブリの長さと深さから計算され
るものと理解される。長さは、外側カバーの最長寸法の測定によって決定される。例えば
、図５において、最長寸法は、外側カバーの一端から屈曲部を回ってもう一方の端まで測
定することによって見出される。図６では、最長寸法は「７」の基底部から上部の右側又
は左側のいずれか長い側までの寸法である。深さは、ライトアセンブリの一つ以上の断面
を取り、外側カバーの内面から反射体の内面の最も近い点までを測定することによって決
定される。深さは、そのような測定の最大測定値である。
【００２４】
　図７を参照すると、代表的なライトアセンブリ７０は外側ライトカバー７１と、反射体
７３と、光源７５と、を有し、外側ライトカバー７１と反射体７３の内側主表面７４との
間の分離の減少を示す。
【００２５】
　外側ライトカバーは当該技術分野において既知であり、典型的には、例えば射出成形、
熱成形などによって作製可能なプラスチック又は他の半透明材料を含み、半透明とは、所
望の波長の光の大半が透過されることを意味する。例えば、車両テールライトでは、ポリ
メチルメタクリレート又はポリカーボネートのような赤色のプラスチックを使用して、そ
のような用途のためのＳＡＥ　Ｊ５７８規定の波長を透過する。
【００２６】
　外側カバーの所望の厚さ及び／又は形は用途によって決まる。典型的には、剛性外側カ
バーの厚さは、約０．５ｍｍ～約１０ｍｍの範囲であるが、他の厚さもまた有用である。
外側カバーの形は、当該技術分野で既知のものを含む様々な形のどれであってもよい。外
側カバーの形は、典型的には、美観又は機能的理由によって選択される。本明細書に記述
した代表的なライトアセンブリのいくつかの代表的な形を図１～７に示す。
【００２７】
　本明細書で使用するとき、「半透過型」は、部分的に反射し、部分的に透過することを
意味するが、いくらか（すなわちライトアセンブリの動作波長で５％未満）の吸収もまた
あり得る動作波長は、装置が動作する設計上の波長である。例えば、テールライトは赤色
として設計されるので、その動作波長は概ね６１０ｎｍより大きい。より短い波長での吸
収は動作スペクトルの範囲内ではない。別の例は、看板上に多色画像を有する看板である
。そのような看板は、画像の全ての色を照らすために概して白色灯で照らす必要があるの
で、吸収は可視スペクトルにわたって５％未満でなくてはならない。いくつかの実施形態
では、（特定の色又は透過の程度をもたらすために）５％を超える光吸収率に増すために
、染料または他の光吸収剤を半透過型構成要素に追加することができるが、半透過機能は
維持されるものと理解されたい。
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【００２８】
　加えて、フレネル方程式によって与えられるように、全ての透明材料はいくらかの光を
反射するので、半透過型は、次の式によって与えられる垂直入射でのフレネル方程式によ
って決まるものより大きい反射性を有するものと認識される。
【数１】

　式中、Ｒは垂直入射での反射率であり、ｎは材料の屈折率である。
【００２９】
　典型的には、半透過型表面は滑らかな部分反射体又は構造化表面である。しかし、いく
つかの実施形態では、内側半透過型表面は非平坦表面を有してもよく、少なくとも一部分
に非平坦表面を有してもよい。ランダムな非平坦化であってもよく、規則的な対称配向を
有する非平坦化であってもよい。典型的には、非平坦化は均質で均一なライティングを容
易にするか、さもなければ光分散効果をもたらす。半透過型表面は、例えば別個の一片（
例えばプラスチックなどの一片）又はフィルムとして提供することができる。半透過型表
面は、例えば、成形、サンドブラスト、ビードブラスト、化学エッチング、エンボス加工
、及びレーザーアブレーション、及び他の、本開示を読んだ当業者には明白であり得る成
形技法を含む、任意の数の技法によってもまた提供され得る。
【００３０】
　滑らかな部分反射体は、局所的な形状を実質的に変えることなく表面の反射特性を変更
することによってそれらの機能性を得る、型式の半透過型表面である。例えば、表面は、
少量の金属（例えばアルミニウム）を表面にスパッタリングすることによって得られる。
金属層の厚さが増すにつれ、反射率はフレネル方程式によって計算されるものから、その
金属の理論上の最大の反射率に向かって変化する。両極端であるこれらの間に部分反射の
領域がある。
【００３１】
　滑らかな部分反射体の例としては、例えば銀（例えば、Ａｌａｎｏｄ　Ｗｅｓｔｌａｋ
ｅ　Ｍｅｔａｌ　Ｉｎｄ．（オハイオ州Ｎｏｒｔｈ　Ｒｉｄｇｅｖｉｌｌｅ）より「ＭＩ
ＲＯ－ＳＩＬＶＥＲ」の商品名で入手可能）及びインジウム鈴酸化物（例えばＴｅｃｈｐ
ｌａｓｔ　Ｃｏａｔｅｄ　Ｐｒｏｄｕｃｔｓ，Ｉｎｃ．（ニューヨーク州Ｂａｌｄｗｉｎ
，ＮＹ）より入手可能）のような金属／絶縁体スタック、偏光及び非偏光多層光学フィル
ム（例えば３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ミネソタ州Ｓｔ．Ｐａｕｌ）から「ＶＩＫＵＩＴＩ　
ＤＵＡＬ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ　ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ　ＦＩＬＭ」の商品名で入手
可能）、偏光及び非偏光ポリマーブレンド（例えば、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙより「ＶＩＫ
ＵＩＴＩ　ＤＩＦＦＵＳＥ　ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＥ　ＰＯＬＡＲＩＺＥＲ　ＦＩＬＭ」の
商品名で入手可能）、ワイヤグリッド偏光子（例えばＭｏｘｔｅｋ，Ｉｎｃ．（ユタ州Ｏ
ｒｅｍ）より入手可能）、並びに非対称光学フィルム（例えば、参照により本明細書に組
み込まれる米国特許第６，９２４，０１４号（Ｏｕｄｅｒｋｉｒｋら）及び２００７年５
月２０日付で出願されたシリアル番号第６０／９３９，０８４号を有する米国特許出願（
代理人整理番号第６３０３１ＵＳ００２号）、及びＰＣＴ特許出願第ＵＳ２００８／０６
４１３３号（代理人整理番号第６３２７４ＷＯ００４号）が含まれ、これらの開示は参照
により本明細書に組み込まれる。また、穿孔のある部分反射体又は鏡も部分反射体として
有用である（例えば上記のような偏光の少なくとも９８％の軸上平均反射率を有する穿孔
鏡面反射フィルム（例えば、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙが「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＥＮＨＡＮＣＥ
Ｄ　ＳＰＥＣＵＬＡＲ　ＲＥＦＬＥＣＴＯＲ　ＦＩＬＭ」の商品名で市販しているもの）
）。部分反射体は、例えば、その上に光の散乱区域のパターンを有する鏡又は部分鏡であ
ってもよい。交差偏光を部分反射体として使用してもよい。交差角を使用して、透過対反
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射の比率を調整することができる。また、発泡体、空隙構造体、又は二酸化チタン（Ｔｉ
Ｏ２）のような無機微粒子を充填したポリマーを使用してもよい。
【００３２】
　所望により、特定の領域にかけて中空のキャビティから光を優先的に抽出して、このガ
イドされた光のいくらかをライトガイドから出してバックライトの出力エリアに向けて方
向づけるために、光抽出機構は背面反射体上に存在してもよい。機構は均等な間隔に置か
れても不均等な間隔に置かれてもよい。例えば、反射体の内面は、光抽出機構の第１の群
を有する第１の領域と、異なる第２の光抽出機構の群を有する第２の領域とを含む。所望
により、反射体の内面は光抽出機構の反復パターンを含む。
【００３３】
　グラジエントの抽出は、光抽出の量を局所的に増加させる、又は減少させるいずれかの
素子によって達成することができる。内部反射体は一般に、ある程度の角度選択性透過率
を有するので、更に高い透過率の角度範囲内への追加的な光を逸脱させる抽出素子は、そ
の領域における輝度を増加させる。抽出区域は概ね垂直に向かっているが、斜角であるよ
うに設計されてもよい。抽出素子に使用される材料は、鏡面、半鏡面若しくは拡散性、半
透明、半透過型、屈折性、回折性等であってもよい。屈折素子は、プリズム、小型レンズ
、水晶体等であってもよい。抽出素子は、印刷、鋳造、エッチング、移転（例えば裏が接
着剤のドット）、積層等によって適用してもよい。抽出素子は、エンボス加工、ピーニン
グ、ひだつき、研磨、エッチングなど、反射表面に局所的な偏差によって作製してもよい
。
【００３４】
　所望のグラジエントの達成は、例えば、局所的又は徐々に表面積にわたる拡散性コーテ
ィングの光再方向性を変えることによって実現し得る。これは、例えば、厚さ、組成物、
又は表面特性によって達成することができる。例えば背面反射体の上に置かれる穿孔のグ
ラジエントを有する拡散性フィルムなど、穿孔はもう一つの選択肢であろう。
【００３５】
　このグラジエントは単調なやり方で滑らかに変化してもよい。正反射の後平面上の拡散
反射体の一つの円形パッチの場合などは急にして、明るい中心を作製してもよい。
【００３６】
　構造化された半透過型表面は、入射光の実質的な部分を反射し、実質的な部分を透過す
るために、複数の微小な構造体を有する。表面の反射率は、局所的形状のこの変化によっ
て主に変化する。有用な構造体としては、リニアプリズム、三角形、正方形、六角形、ま
たは他の多角形の基底を有する角錘プリズム、円錐、楕円体が挙げられ、これらの構造体
は表面から延出する突起又は表面内に延びる窪みの形態であってもよい。構造体のサイズ
、形、幾何学的形状、配向、及び間隔、複数の（例えば異なるサイズ、形、幾何学的形状
、配向などの）異なる構造体の使用、並びに間隔の密度は、ライトアセンブリの性能を最
適化するために、さもなくば所望の効果をもたらすために、選択することができる。個々
の構造体は対称及び／又は非対称であってよい。構造化表面は均一及び／又は不均一であ
ってもよく、不均一の場合、構造の位置及びサイズはランダムでも見掛け上ランダムであ
ってもよい。この文脈における「均一」は、構造化表面が反復構造パターンを含むことを
意味するものと理解される。構造体のサイズ、形、幾何学的形状、配向、及び／又は間隔
の周期的又は見掛け上ランダムな変化によって規則的な機能を混乱させることで、ライト
アセンブリの色及び／又は輝度の均一性を調整することができる。場合によっては、より
小さい構造体が光源の上に概ね整列され、より大きい構造体が他の場所に位置づけられる
ように、大小の構造体の分布を有すること及び半透過型表面を位置づけることは有益であ
り得る。いくつかの実施形態では、構造体の間の区域が最小限になるように（実質的にそ
れらの間がない構成を含む）、構造体を密に集めることができる。いくつかの実施形態で
は、その間の区域を制御して、半透過型表面を通過する光の量を調節することが望ましい
場合がある。
【００３７】
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　構造体の高さ対基線長の比率は、ライトアセンブリの性能のためにある程度重要である
。構造体の基底は、加えられた形がない場合に存在するであろう表面であり、その基線長
は、基底の周囲の任意の点から別の任意の点までの最大寸法である。高さは、構造体の基
底から、その基底から最も遠い点までの距離を意味すると理解される。
【００３８】
　好ましい実施形態で、構造体は高さ約０．２５ｍｍであり、半透過型面積の約３０％が
平らである。
【００３９】
　典型的には、構造体の高さは約０．０１ｍｍ～３ｍｍ（いくつかの実施形態では約０．
０５ｍｍ～約０．５ｍｍ）の範囲であるが、他のサイズもまた有用である。
【００４０】
　いくつかの実施形態で、半透過型表面は、高さ対基線長の比率が０．６：１、０．７５
：１、０．８：１、０．９：１、又は更には１：１より大きい複数の形からなる構造体を
有する。
【００４１】
　好適な構造化半透過型表面の例としては、「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＢＲＩＧＨＴＮＥＳＳ　
ＥＮＨＡＮＣＥＭＥＮＴ　ＦＩＬＭ」、「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＴＲＡＮＳＭＩＳＳＩＶＥ　
ＲＩＧＨＴ　ＡＮＧＬＥ　ＦＩＬＭ」、「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＩＭＡＧＥ　ＤＩＲＥＣＴＩ
ＮＧ　ＦＩＬＭ」、「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＯＰＴＩＣＡＬ　ＬＩＧＨＴＩＮＧ　ＦＩＬＭ」
の商品名で３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ミネソタ州Ｓｔ．Ｐａｕｌ）から入手可能なもののよ
うな市販の１次元（リニア）プリズム高分子フィルム及び従来のレンズ状リニアレンズア
レイが挙げられる。本明細書に記述したライトアセンブリにこれらの１次元プリズムフィ
ルムを半透過型表面として使用するときは、そのプリズム構造化表面が光源に面すること
が通常は望ましい。
【００４２】
　構造化表面が２次元特性を有する好適な構造化半透過型表面の追加的な例としては、米
国特許第４，５８８，２５８号（Ｈｏｏｐｍａｎ）、同第４，７７５，２１９号（Ａｐｐ
ｅｌｄｏｍら）、同第５，１３８，４８８号（Ｓｚｃｚｅｃｈ）、同第５，１２２，９０
２号（Ｂｅｎｓｏｎ）、同第５，４５０，２８５号（Ｓｍｉｔｈら）、及び同第５，８４
０，４０５号（Ｓｈｕｓｔａら）に報告されているようなキューブコーナー表面構成、米
国特許第６，２８７，６７０号（Ｂｅｎｓｏｎら）、及び同第６，２８０，８２２号（Ｓ
ｍｉｔｈら）に報告されているような逆プリズム表面構成、米国特許第６，７５２，５０
５号（Ｐａｒｋｅｒら）及び米国特許刊行物第２００５／００２４７５４号（Ｅｐｓｔｅ
ｉｎら）に報告されているような構造化表面フィルム、米国特許第６，７７１，３３５号
（Ｋｉｍｕｒａら）に報告されているようなビードシートが挙げられ、これらの開示は参
照により本明細書に組み込まれる。
【００４３】
　いくつかの実施形態で、本明細書に記載した第１及び第２のライトアセンブリは、内側
主表面の面積の少なくとも５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５、９０、９
５、９９、又は更には１００パーセントが半透過性である。例えば美観的、表面的、又は
機能的な理由のために、半透過性でない面積は反射性であっても吸収性であってもよい。
【００４４】
　図８は、構造形の異なる幾何学形状を表すいくつかのトレースを示す。ＳＡＥ　Ｊ５８
５規格で言及されるそれぞれのポイントでの計算上の明度のプロットである。この規格で
のポイント番号と角仕様との相関を下表１に示す。
【００４５】
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【表１】

【００４６】
　図８のプロットにおけるトレースに相当する構造は次の通りである。ＦｕｌｌＣＣ２０
ｋ　８１は、密に集められたコーナーキューブのアレイである。ＨｅｘＰｙｒｈ１　８２
は、六角形基底のピラミッドであり、高さ対基線長比は０．５：１である。ＨｅｘＰｙｒ
ｈ２　８３は、六角形基底のピラミッドであり、高さ対基線長比は１：１である。Ｈｅｘ
Ｐｙｒｈ３　８４六角形基底のピラミッドであり、高さ対基線長比は１．５：１である。
Ｃｏｎｅ２ｈ１　８５は正円錐体であり、高さ対基線長比は０．５：１である。Ｃｏｎｅ
２ｈ２　８６は正円錐体であり、高さ対基線長比は１：１である。Ｐｙｒ２ｈ１　８８は
正方形基底を有するピラミッドであり、高さ対基線長比は０．５：１である。Ｐｙｒ２ｈ
２　８７は正方形基底を有するピラミッドであり、高さ対基線長比は１：１である。
【００４７】
　プロットの縦座標（ｙ値）は、構造体のないライトアセンブリの明度の分数としての、
各ポイントでの計算上の明度を示す。そのような構成体は均一に照らされた外観をもたら
さないであろうから実際的ではないが、比較のための合理的なベースとしての役割を果た
す。１未満の全ての値は、そのベースに対する明度の減少を表し、１を超える値はそのベ
ースより大きい明度を表す。
【００４８】
　不十分なサンプリングのためにデータには統計的「ノイズ」があるが、アスペクト比０
．５：１を有するキューブコーナー及び他の構造体が明度においてベースより劣っている
ことは明確である。レンズ内側は設計波長でほとんど光を吸収しない（ただし、他の波長
では吸収し得る）材料で好ましくは構成されるので、明度の減少は、規格が規定する検出
器の位置から離れるように光が方向づけられていることを意味する。この再方向づけのた
めの２つの可能性は、光が反射されて光キャビティ（半透過型表面と反射体との間の体積
）へ戻されているか、規定の検出器の位置へ向かわない方向に向けて光が半透過型表面に
よって透過されていることである。これらの可能性は両方とも、概して、構造体の正確な
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形によって決定される反射と透過との比率によって実現され得る。光が容易に可視の角度
範囲を広げるためなどいくつかの用途でこの再方向づけは望ましい場合があるが、別の用
途では望ましくない場合がある。車両のライティングは特定の検出器の場所に向けられる
光の明度を重視するので、０．６より大きい高さ対基線長比が好ましい。
【００４９】
　高さ対基線長の範囲の反対の端で、ＨｅｘＰｙｒｈ３　７４により指定される検出器の
位置での明度は、高さ対基線長比が１．５：１では、１：１のアスペクト比を有する任意
の形によって生成されるものと比べ実質的に大きいものではない。しかし、ほとんどのポ
イントで、比較のためのベースをなお超えないので、高さ対基線長比の好ましい範囲内で
ある。高さ対基線長比を、あるポイント（例えば３：１）を越すまで増すことは、製造の
難しさを増すことになるので、これを超える比率は実用的でない可能性がある。
【００５０】
　製造に関し、構造体の別の観点は、基底から頂点までの又は基底から更により遠くのポ
イントまでの（隆起）リブを含める可能性がある（例えば、面９１及び（隆起）リブ９３
及び頂点９５を有する構造体９０を示す図９を参照）。この（隆起）リブは任意の形であ
ってよいが、例えば面積の最高１０％（いくつかの実施形態では最高５％）までの、形の
表面のわずかな一部にのみ影響を及ぼすものでなくてはならない。（隆起）リブの機能は
、成形プロセスでの空気の捕捉を避けること、及びその部分をモールドから分離すること
を容易にすることである。
【００５１】
　いくつかの実施形態で、半透過型表面は少なくとも部分的に（例えば少なくとも１０％
、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％
、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、９７％、９８％、９９％
、又は更には１００％）反射性である。反射は半鏡面反射（semi-specular）であっても
よい。「半鏡面反射」の反射体は、鏡面反射特性と拡散特性のバランスを提供する。半鏡
面反射表面は、例えば（１）部分透過性の鏡面反射体と高反射率の拡散反射体、（２）高
反射率の鏡面反射体を覆う部分ランバート式拡散体、（３）前方散乱拡散体と高反射率の
鏡面反射体、又は（４）波形の高反射率の鏡面反射体によって提供することができる。半
鏡面反射材料に関する追加的な詳細はＰＣＴ特許出願第ＵＳ２００８／８６４１１５号（
代理人整理番号第６３０３２ＷＯ００３号）に見出すことができ、その開示は参照により
本明細書に組み込まれる。
【００５２】
　いくつかの実施形態では、半透過型表面が再帰反射性でもあることが望ましい。これは
、光キャビティ内の光の透過及び反射に加えて、半透過型表面が、外側レンズカバーの外
側からの半透過型表面への入射光の実質的な部分もまた反射して光源の概ねの方向に戻す
ことを意味すると理解される。従来、これは、微細構造体の形のためのキューブコーナー
（３つの直角を有するテトラヘドラ）によって為される。高い再帰反射性が望ましくない
いくつかの実施形態では、キューブコーナーの間若しくはキューブコーナーの群の間に間
隔を置いてそれらを使用することによって、又は９０度と異なるように角度を調整するこ
とによって、再帰反射性の低減を実現することができる。部分的再帰反射性は、入射光の
例えば１０％から、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、又、更
には少なくとも９０％を戻すまでの範囲であってよい。部分的再帰反射性は、例えば再帰
反射性表面における物理的開口部（例えば穴、スロット、穿孔など）によって、又は他の
方法としては再帰反射性機能を破壊することによって（例えば再帰反射性構造の表面をコ
ーティング又は接着剤で充填することによって）も、誘導することができる。また、空間
的変異型構造体を使用してもよい。「空間的変異型構造体」は、表面にわたる構造体の、
サイズ、間隔、形、又は他のいくつかのパラメータの変化を意味する。
【００５３】
　適切な反射体は、当該技術分野で周知である。反射体の反射性は、例えば、基材材料（
例えば研磨されたアルミニウム）の元来の特性であってもよく、基材上のコーティング（
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例えば銀又は多層光学コーティング）又は基材に付着された反射性フィルムであってもよ
い。典型的には、反射体はライトアセンブリのための強化された光出力効率のための高反
射性表面を有することが望ましい。典型的には、反射体の反射面の可視光の反射率は少な
くとも９０％（いくつかの実施形態では９１％、９２％、９３％、９４％、９５％、９６
％、９７％、９８％、９９％、又はそれ以上）である。反射体は、空間的に均一又はパタ
ーン付きであるにかかわらず、主として鏡面反射体、拡散反射体、又は鏡面／拡散反射体
の組み合わせであり得る。いくつかの実施形態では、反射体は少なくとも部分的に（例え
ば少なくとも１０％、１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０
％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、９０％、９５％、又は
更には１００％）半鏡面反射性である。
【００５４】
　好適な反射フィルムとしては、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ（ミネソタ州Ｓｔ．Ｐａｕｌ）か
ら商品名「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＳＰＥＣＵＬＡＲ　ＲＥＦＬＥＣＴＯＲ
」として入手可能なものが含まれる。別の代表的な反射フィルムは、０．１６ｍｍ（０．
４ミル）の厚さのイソオクチルアクリレートアクリル酸感圧性接着剤を用いて、硫酸バリ
ウム充填ポリエチレンテレフタレートフィルム（厚さ０．０８ｍｍ（２ミル））を、「Ｖ
ＩＫＵＩＴＩ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＳＰＥＣＵＬＡＲ　ＲＥＦＬＥＣＴＯＲ」の商品名で
３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なフィルムに積層することによって作製される。他の
好適な反射フィルムとしては、Ｔｏｒａｙ　Ｉｎｄｕｓｔｒｉｅｓ，Ｉｎｃ．（日本、浦
安）から商品名「Ｅ－６０　ＳＥＲＩＥＳ　ＬＵＭＩＲＲＯＲ」で入手可能なもの、Ｗ．
Ｌ．Ｇｏｒｅ　＆　Ａｓｓｏｃｉａｔｅｓ，Ｉｎｃ．（デラウェア州Ｎｅｗａｒｋ）から
入手可能な多孔質ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ）フィルム、Ｌａｂｓｐｈｅｒ
ｅ，Ｉｎｃ．（ニューハンプシャー州Ｎｏｒｔｈ　Ｓｕｔｔｏｎ）から「ＳＰＥＣＴＲＡ
ＬＯＮ　ＲＥＦＬＥＣＴＡＮＣＥ　ＭＡＴＥＲＩＡＬ」の商品名で入手可能なもの、Ａｌ
ａｎｏｄ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｖｅｒｅｄｌｕｎｇ　ＧｍｂＨ　＆　Ｃｏ．（ドイツ、Ｅ
ｎｎｅｐｅｔａｌ）から「ＭＩＲＯ　ＡＮＯＤＩＺＥＤ　ＡＬＵＭＩＮＵＭ　ＦＩＬＭＳ
」の商品名で入手可能なもの（「ＭＩＲＯ　２　ＦＩＬＭ」の商品名で入手可能なものを
含む）、Ｆｕｒｕｋａｗａ　Ｅｌｅｃｔｒｉｃ　Ｃｏ．，Ｌｔｄ．（日本、東京）から「
ＭＣＰＥＴ　ＨＩＧＨ　ＲＥＦＬＥＣＴＩＶＩＴＹ　ＦＯＡＭＥＤ　ＳＨＥＥＴＩＮＧ」
の商品名で入手可能なもの、Ｍｉｔｓｕｉ　Ｃｈｅｍｉｃａｌｓ，Ｉｎｃ．（日本、東京
）から「ＷＨＩＴＥ　ＲＥＦＳＴＡＲ　ＦＩＬＭＳ」及び「ＭＴ　ＦＩＬＭＳ」の商品名
で入手可能なものが挙げられる。
【００５５】
　反射体は、実質的に滑らかであっても、あるいは光の散乱や混合を高めるように結合さ
れた構造化表面を有していてもよい。このような構造化表面は、（ａ）反射体の反射表面
上、又は（ｂ）反射表面に塗布された透明なコーティング上に塗布することができる。前
者の場合、構造化面が予め形成された基材に高反射フィルムが積層されてもよく、又は、
平坦基材（例えば３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＤＵＲＡＢＬＥ　ＥＮＨ
ＡＮＣＥＤ　ＳＰＥＣＵＬＡＲ　ＲＥＦＬＥＣＴＯＲ－ＭＥＴＡＬ（ＤＥＳＲ－Ｍ）ＲＥ
ＦＬＥＣＴＯＲ」の商品名で入手可能なもの）に高反射フィルムが積層されてもよく、そ
の後で型打抜き操作などにより構造化面が形成されてもよい。後者の場合、構造化表面を
有する透明なフィルムを平坦な反射面に積層することもでき、又は、透明なフィルムを反
射体に塗布した後に透明なフィルムの最上部に構造化表面を与えることもできる。
【００５６】
　反射体は、「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ　ＳＰＥＣＵＬＡＲ　ＲＥＦＬＥＣＴ
ＯＲ」の商品名で３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なもののような反射フィルムから実
質的に作製されてもよい。後者のフィルムは熱成形可能であり、高い鏡反射性を呈する多
層ポリマーフィルム構造を封入するポリメチルメタクリレートのスキンの存在によるもの
と考えられる、より高いＵＶ安定性を有する。このフィルムを使用して、ライトアセンブ
リに好適な反射体の形を熱成形することができる。このポリマーフィルムを、例えば予め
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形成したハウジング内の挿入物として、又は独立したハウジング構成要素として、使用す
ることができる。
【００５７】
　あるいは、例えば、ポリメチルメタクリレートと比較して改善された機械強度を提供す
る異なるポリマーからスキンの一つが作製されるように、構成体を修正することができる
。例えば、ポリカーボネート、又はアクリロニトリルブタジエンスチレン／ポリカーボネ
ートのポリマー配合物を使用して、第２のスキンを形成してもよい。第２のスキンは透明
でなくてもよい。次いで、その反射面がライトアセンブリの内部に面するような向きにし
て、第２のスキンが外面として機能するように、このフィルムを所望の反射体の形に熱成
形することができる。この熱成形された部品は、独立したハウジング構成要素として使用
することができる。
【００５８】
　反射体は、光源が取り付けられた連続単一（かつ分断されていない）層でもよいし、個
別部分で不連続的に構成されてもよいし、光源が通ることができる孤立した穴を有する限
り、別の形の連続層で不連続的に構成されてもよい。例えば、反射材料のストリップが、
ＬＥＤの列が取り付けられた基材に貼り付けられ、各ストリップが、あるＬＥＤ列から別
のＬＥＤ列まで延在するのに十分な幅を有し、バックライトの出力エリアの対向する境界
間にわたるのに十分な長さ寸法を有してもよい。
【００５９】
　所望により、反射体は異なる反射率の区域を含んでもよい。例えば、反射体は光源の近
くで全ての波長に対して高い反射率を有するが、光源から遠くでは赤色、緑色、又は青色
のような主に１色を反射してもよい（例えば、光源が一つだけの多色ライトアセンブリ）
。異なる反射率の領域間を徐々に遷移してもよい。
【００６０】
　反射体は、光の損失を減らしリサイクリング効率を向上するために、好ましくはライニ
ングされるか又は他の方法で高い反射率の垂直の壁を提供される反射体の外側境界に沿っ
た側部及び端部もまた含む。これらの壁の形成には、反射体表面に使用するのと同じ反射
材を使用しても、あるいは異なる反射材を使用してもよい。代表的な実施形態では、側壁
は鏡面反射性である。
【００６１】
　いくつかの実施形態では、反射体の内側主表面は、湾曲した外側ライトカバーの内側主
表面の少なくとも４０、４５、５０、５５、６０、６５、７０、７５、８０、８５％、又
は更には少なくとも９０％に対してほぼ平行である。
【００６２】
　いくつかの実施形態では、ライトアセンブリの両側から光が透過されるのが望ましい場
合がある。例えば、反射体の少なくとも一部分（例えば少なくとも１％、２％、５％、１
０％、２０％、５０％、７５％、又は場合によっては少なくとも９０％）は、上述のよう
な半透過型表面を含むことができる。
【００６３】
　代表的な光源としては、白熱灯、発光ダイオード（「ＬＥＤ」）、及びアークランプの
ような当該技術分野で既知の光源が挙げられる。それらは任意の所望の出力パターンを有
してもよく、所望の色を発してもよく、後にフィルタされる広帯域源として作用してもよ
い。本明細書に記載したライトアセンブリは一つ以上（例えば２つ、３つ、４つ、５つ、
６つ、７つ、８つ、９つ、又は９つ以上）の光源（例えば一つ、２つ、３つ、４つ、５つ
などの白熱灯、ハロゲン灯及び／又はＬＥＤなど）を有してもよい。
【００６４】
　光源は、任意の側壁を含む、反射体の壁の穴又は窓、光キャビティの内部、又は部分的
に内部を通して導入するように位置づけることができる。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、制限された又は部分的にコリメートされた角分布とともに囲
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いの中に発光されるように、ウェッジ形の反射体とともにＬＥＤを使用してもよい。更に
、いくつかの実施形態では、放射光を少なくとも部分的に平行にする光源が好ましいこと
がある。そのような光源は、その囲いの中に所望の出力を提供するために光学素子のレン
ズ、エキストラクタ、成形封入材、又はこれらの組み合わせを含むことができる。更に、
ライティング出力源は、横平面（横平面はライティング出力源の出力エリアに平行である
）に近い方向に伝搬するために、囲いの中に最初に入射された光を部分的にコリメート又
は封入する注入光学を含むことができる（例えば、０度～４５度、又は０度～３０度、又
は更には０度～１５度の範囲の横平面からの平均偏位角を有する注入光線）。
【００６６】
　所望により、光源はキャビティ内部に少なくとも部分的にライトガイド（例えば光ファ
イバー）を含み、光ファイバーはコアと、コアの周囲でコアの屈折率より低い屈折率を有
するクラッドとを備え、光ファイバーは、クラッドの少なくとも内周上に共押出成形によ
って形成された光拡散性及び反射性の部分を有する。所望により、拡散性及び反射性の部
分はコアと接触する。所望により、光拡散性及び反射性の部分は、クラッドから長手方向
に対して垂直の方向に少なくともクラッドの外周の近くまで延びる厚さを有することがで
きる。所望により、光拡散性及び反射性の部分は、クラッドの内周表面からクラッドの長
手方向に対して垂直の方向にコア部分まで延びる既定の厚さで形成される。所望により、
拡散性及び反射性の部分はコアの内部まで延びる。所望により、拡散性及び反射性の部分
はクラッドの長手方向に沿って線形に又は帯状の形に形成される。
【００６７】
　所望により、光ファイバーは単一材料（ライドガイド）であってもよく、光を抽出する
光抽出構造体（光学素子）を組み込んでもよい。ほぼ均一な出力照明をファイバーの発光
領域に沿って維持するために、連続する光学素子の形態学、パターン、及び間隔は、先行
する素子によってファイバーの外へ反射された光を補正するために制御され得る。例えば
、連続する光学素子の反射面の断面積は、意図される光の移動方向において増すことがで
きる。あるいは、連続する光学素子の間の間隔が減少してもよく、反射面の角度が変化し
てもよく、又はこれらの方法の任意の又は全ての組み合わせを使用してもよい。
【００６８】
　より広い角度でより多くの光を提供するために、一つより多くの光学素子の列（軸）を
組み込んでもよい。最小角偏位δは０度よりわずかに大きく、この場合、軸はほぼ完全に
一致し、最大角偏位δは１８０度であることは、当業者には明白であろう。実際には、第
１の長手方向軸２０と第２の長手方向軸２２との間の偏位δは、機能的考察によって主に
定められる。より具体的には、角偏位δは、横（例えばファイバーを横切る方向）寸法に
反射される光の発散の円錐の望ましい角度の開きによって決定され、当業者に既知の光学
モデリング技法を用いて決定され得る。光ファイバーを用いて広い区域を照らす多くの用
途では、発現する光を広い角度分布に広げるために、最高１００度までの角偏位が有用で
ある。これと対照的に、例えば車両警告灯のように光ファイバーが直接視認される用途で
は、発現する光の角度分布の横寸法を狭めて光を所望の角度範囲内に集中することが望ま
しい場合がある。そのような用途では、５度～２０度の間の角偏位が有用である。
【００６９】
　光ファイバーの表面に沿って延びる明確に区別できる長手方向軸の周囲に光学素子を配
置することに伴う別の利益は、ファイバーの陰影効果に関係する。陰影効果については下
記に詳しく説明する。端的に述べると、光ファイバーのそれぞれの光学素子は、光ファイ
バーを通って伝搬する光線の一部分から隣接する光学素子に陰影を作る。陰影の程度は、
光学阻止が光ファイバー内に延出する深さに比例する。光ファイバーの表面上の２つの明
確に区別される長手方向軸の周囲に配置された光学素子の提供は、単軸の実施形態で要求
されるようなより深い光学素子を使用せずにより広いビームの開きの円錐へと光が広がる
ことを可能にすることによって、陰影に伴う悪影響を低減する。加えて、光学素子は互い
から偏位されるので、陰影効果は光ファイバーの周囲でより均等に広がり、それらの影響
を目立たなくする。



(14) JP 5624608 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

【００７０】
　いくつかの実施形態では、縦（ｙ）方向には比較的狭い範囲内に制限されるが横（ｘ）
方向にはおよそ均一な明度を提供するｘ－ｚ平面に照明パターンを生成することが望まし
い。例えば、横方向の光の明度は＋／－４５度にかけておよそ均一であることが望ましい
場合がある。一連の均一に構成された光抽出構造体（光学素子）を有する照明装置が、そ
のような明度のパターンを与えることがないであろう。しかし、異なる構成を有する一連
の光抽出構造体を提供することによって、異なる様々な明度のパターンが生成され得る。
例えば、いくつかの異なるノッチ角度を有する複数の光抽出構造体を提供することによっ
て、所与の用途に合わせて明度のパターンを作ることができる。すなわち、ノッチ角度は
、所望の照明パターンを生成するために変化させることが可能な可調節パラメータとなり
得る。光ファイバーに関する追加的な詳細は、米国特許第６，５６３，９９３号（Ｉｍａ
ｍｕｒａら）を参照のこと。
【００７１】
　いくつかの実施形態では、光源は反射体の穴を通して配置される。例えば、外側カバー
の内面に対してほぼ平行な反射体の部分を通して、側部又は端部を通して、又は反射体と
外側ライトカバーとの間の分離が減少している反射体の部分を通して、それらを配置する
ことができる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、湾曲した外側ライトカバーの外側主表面の少なくとも１０％
（いくつかの実施形態では、少なくとも１５％、２０％、２５％、３０％、３５％、４０
％、４５％、５０％、５５％、６０％、６５％、７０％、７５％、８０％、８５％、又は
更には少なくとも９０％）が再帰反射性である。
【００７３】
　２０°～３０°の範囲の光抽出円錐を有するＬＥＤ及びランバート型発光パターンを有
するＬＥＤを含めて、好適な発光ダイオードは当該技術分野において既知であり、市販さ
れており入手可能である。ＬＥＤは、一つのＬＥＤ当たり０．１ワット未満～１０ワット
（例えば、０．１ワット、０．２５ワット、０．５ワット、０．７５ワット、１ワット、
２．５ワット、５ワット、又は更には１０ワットに至る電力消費定格）の範囲に及ぶもの
を含めて、様々な電力消費定格で利用可能である。ＬＥＤは、例えば紫外線（約４００ｎ
ｍ未満）から赤外線（７００ｎｍを超える）に及ぶ範囲の色で利用可能である。ＬＥＤの
基本色は青色、緑色、赤色、及び琥珀色であるが、基本色を混合すること又はリンを加え
ることによって白色のような他の色もまた得ることが可能である。
【００７４】
　いくつかの実施形態において、望ましくは通常、発光ダイオードは給電されたとき均一
な光束発散度を有する。光束発散度は、単位面積あたりのルーメンでの発光量を指す。必
要とされる均一性の程度は用途によって異なる。ＬＣＤは、ＶＥＳＡ－２００１－６に規
定されているように、８０％を超える均一性を概ね必要とする。看板及び車両ライトのよ
うなその他の用途はさほど明確な均一性の定義を有さないが、最も明るいポイントから最
も暗いポイントまでの合計変化は知覚可能であってはならず、また、光束発散度に、明白
なほど大きいいかなる局所的なグラジエントもあってはならない。いくつかの実施形態で
、本明細書に記述したライトアセンブリは、１００ｃｍ２当たり最高５つの発光ダイオー
ドを有する。
【００７５】
　いくつかの実施形態で、本明細書に記載したライティングアセンブリは最高１５ワット
、１０ワット、又は、更には最高５ワットまでの合計電力消費を有する。
【００７６】
　いくつかの実施形態で、本明細書に記載したライトアセンブリは、２：１、３：１、５
：１、１０：１、１５：１、２０：１、２５：１、５０：１、７５：１、又は更には８０
：１を超える長さ対深さ比を有する。
【００７７】
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　いくつかの実施形態（例えば車両部品）では、粉塵及び／又は水分の侵入に対してライ
トアセンブリ（例えば光キャビティ）が密封されることが望ましい。
【００７８】
　所望により、本明細書に記載したライティングアセンブリは、半透過型表面と反射体と
の間に配置された色付きの透過型素子（例えばフィルム）（すなわち、その素子に当たる
光（例えば可視スペクトル）の少なくとも１波長に対して少なくとも２０％（所望により
、少なくとも２５％、３０％、３５％、４０％、４５％、５０％、５５％、６０％、７０
％、７５％、８０％、８５％、又は更には少なくとも９０％）の光子がその素子を透過し
て出て行く）を更に含む。透明な色付き素子は、例えば、湾曲した外側ライトの内側主表
面と反射体との間、第１のライトと湾曲した外側ライトの内側主表面との間、及び／また
は第１の光源と反射体との間にあってよい。いくつかの実施形態では、第１の色の第１の
ゾーン及び異なる第２の色の第２のゾーンを提供するために、透明な色付き素子を光キャ
ビティ内に位置づけることができる。例えば、図１０を参照すると、本開示の別の代表的
なライトアセンブリが示されている。ライトアセンブリ１００は、湾曲した外側ライトカ
バー１０２と、内側主表面１０７を有する反射体１０６と、発光ダイオード１０８と、透
明な色付き素子１１１と、ゾーン１０９，１１０と、を有する。半透過型主表面１０５を
有するフィルム１０４は、外側ライトカバー１０２の内側主表面１０３に付着される。
【００７９】
　一つ以上の色の透明な色付き素子を使用してもよい。好適なフィルムは当該技術分野で
既知であり、色付き（例えば染色又は着色された）フィルム及びカラーシフトフィルムを
含む。透過型色付きフィルム及びカラーシフトフィルムは、例えば、「ＳＣＯＴＣＨＣＡ
Ｌ　３６３０」の商品名で約６０色の異なる色で３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能であ
る。
【００８０】
　本明細書で用いられる「カラーシフトフィルム」は、少なくとも一つの第１層タイプと
第２層タイプとの交互積層を備えるフィルムを指し、第１層タイプは、ひずみ硬化ポリマ
ー（例えばポリエステル）を備え、そのフィルムは、スペクトルの可視領域内に少なくと
も一つの透過帯域及び一つの反射帯域を有し、透過帯域は、少なくとも７０％の平均透過
率を有し、前記透過帯域及び反射帯域の少なくとも一方は、垂直入射にて、１平方インチ
（６．４５ｃｍ２）に対して約２５ｎｍ未満で変動する。所望により、そのフィルムは、
少なくとも一つの第１層タイプと第２層タイプとの交互積層の高分子層を備え、そのフィ
ルムは、スペクトルの可視領域内に少なくとも一つの透過帯域及び少なくとも一つの反射
帯域を有し、透過帯域及び反射帯域の少なくとも一方は、垂直入射にて、フィルムの平面
内の２つの直交軸の各々に沿って少なくとも２インチ（５．０８ｃｍ）の距離にわたって
８ｎｍ以下で変動するバンド端を有する。所望により、透過帯域と反射帯域の少なくとも
一方は、垂直入射にて、少なくとも１０ｃｍ２の表面積に対して２ｎｍ以下で変動する帯
域幅を有する。所望により、そのフィルムは、スペクトルの可視領域において厳密に一つ
の透過帯域を有する。所望により、そのフィルムは、スペクトルの可視領域において厳密
に一つの反射帯域を有する。カラーシフトフィルムは、例えば、その開示内容が参照によ
って本明細書に組み込まれる米国特許第６５３１２３０号（Ｗｅｂｅｒら）に記載されて
いるように作ることができ、そのようなフィルムに関する更なる詳細もまた前記特許に見
出すことができる。
【００８１】
　いくつかの実施形態では、半鏡面素子をキャビティ内に配置してもよい（例えば、湾曲
した外側ライトの内側主表面と反射体との間、第１のライトと湾曲した外側ライトの内側
主表面との間、及び／又は第１の光源と反射体との間（すなわち、図１０に関して上述し
た透明な色付き素子と同様））。
【００８２】
　所望により、本明細書に記載したライトアセンブリは、例えば光源からの光の輝度及び
／又は色を検出及び制御するために、光センサ及びフィードバックシステムを含むことが
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できる。例えば、輝度及び／又は色を制御、維持、及び／又は調整するために、光源の近
くにセンサを位置づけて、出力のモニタリングをし、フィードバックを提供することがで
きる。例えば、縁に沿って及び／又はキャビティ内にセンサを位置づけて、混合光をサン
プリングすることは有益であり得る。場合によっては、例えば、日中であれ夜間であれ、
観察環境（例えばディスプレイがある部屋又は自動車のテールライト）における周囲光を
検出するためにセンサを提供することは有益であり得る。例えば、光源の出力を周囲の観
察条件に基づいて調整するために制御ロジックを使用することができる。好適なセンサは
当該技術分野で既知であり（例えば光対周波数センサ又は光対電圧センサ）、例えばＴｅ
ｘａｓ　Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｏｐｔｏｅｌｅｃｔｒｏｎｉｃ　Ｓｏｌｕｔｉｏｎｓ（テキ
サス州Ｐｌａｎｏ）から市販されており入手可能である。加えて、あるいは代わりに、熱
センサを使用して光源の出力をモニタリング又は制御してもよい。これらのセンサ技術は
、例えば、動作条件及びコンポーネントの経時的変化に対する補正に基づく、光出力の調
節に使用することができる。
【００８３】
　所望により、光キャビティの一部分の内部も含め、本明細書に記載したライトアセンブ
リは、追加的な支援機能（例えばロッドなど）を更に備える。
【００８４】
　本明細書に記載したライトアセンブリの実施形態は、例えば看板、バックライト、ディ
スプレイ、タスクライティング、照明器具、及び車両（例えば車、トラック、飛行機など
）部品として有用である。ライトアセンブリを備える車両としては、ライトアセンブリが
車両のテールライトアセンブリであるものも含まれる。
【００８５】
　代表的な実施形態
　１．物品であり、
　少なくとも一部分が湾曲した半透過型表面と、
　前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なくとも３０％に対してほぼ平行な主
表面を有する反射体と、を備える、物品。
【００８６】
　２．前記半透過型表面が凸湾曲を有する、実施形態１に記載の物品。
【００８７】
　３．前記反射体が少なくとも部分的に鏡面反射性である、実施形態１又は２に記載の物
品。
【００８８】
　４．前記反射体が少なくとも部分的に半鏡面反射性である、前記実施形態１～３のいず
れか一つに記載の物品。
【００８９】
　５．前記半透過型表面が少なくとも部分的に鏡面反射性である、実施形態１～４のいず
れか一つに記載の物品。
【００９０】
　６．前記半透過型表面が少なくとも部分的に半鏡面反射性である、実施形態１～５のい
ずれか一つに記載の物品。
【００９１】
　７．前記反射体の主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なくとも４
０％に対してほぼ平行である、実施形態１～６のいずれか一つに記載の物品。
【００９２】
　８．前記反射体の前記主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なくと
も５０％に対してほぼ平行である、実施形態１～６のいずれか一つに記載の物品。
【００９３】
　９．前記反射体の前記主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なくと
も６０％に対してほぼ平行である、実施形態１～６のいずれか一つに記載の物品。



(17) JP 5624608 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

【００９４】
　１０．前記反射体の前記主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なく
とも７０％に対してほぼ平行である、実施形態１～６のいずれか一つに記載の物品。
【００９５】
　１１．前記反射体の前記主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なく
とも８０％に対してほぼ平行である、実施形態１～６のいずれか一つに記載の物品。
【００９６】
　１２．前記反射体の内側主表面が少なくとも９０％の反射率を有する、実施形態１～１
１のいずれか一つに記載の物品。
【００９７】
　１３．前記反射体の前記内側主表面が少なくとも９８．５％の反射率を有する、実施形
態１～１１のいずれか一つに記載の物品。
【００９８】
　１４．前記半透過型表面が、第１の構造体の群を有する第１の領域と、第２の異なる構
造体の群を有する第２の領域とを含む、実施形態１～１３のいずれか一つに記載の物品。
【００９９】
　１５．前記半透過型表面が、構造体の反復パターンを含む、実施形態１～１４のいずれ
か一つに記載の物品。
【０１００】
　１６．前記半透過型表面が、０．６：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形を
含む構造体を有する、実施形態１～１５のいずれか一つに記載の物品。
【０１０１】
　１７．前記半透過型表面が、０．７５：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形
を含む構造体を有する、実施形態１～１５のいずれか一つに記載の物品。
【０１０２】
　１８．前記半透過型表面が、０．９：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形を
含む構造体を有する、実施形態１～１５のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１０３】
　１９．前記構造体の少なくとも一つの形が、表面積を有し、前記半透過型表面上に、前
記構造体の前記表面積の１０％以下を覆う前記構造体の基底から頂点までのリブを含む、
実施形態１７～１８のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１０４】
　２０．前記構造体の少なくとも一つの形が、表面積を有し、前記半透過型表面上に、前
記構造体の前記表面積の５％以下を覆う前記構造体の基底から頂点までのリブを含む、実
施形態１７～１８のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１０５】
　２１．前記半透過型表面が、半透過型表面を有するフィルムである、実施形態１～２０
のいずれか一つに記載の物品。
【０１０６】
　２２．前記半透過型表面がエンボス加工されている、実施形態１～２１のいずれか一つ
に記載の物品。
【０１０７】
　２３．ライトアセンブリであって、
　外側主表面を有する外側ライトカバーと、
　湾曲した半透過型表面と、
　前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少なくとも３０％に対してほぼ平行な内
側主表面を有する反射体であって、前記湾曲した半透過型表面が前記外側ライトカバーの
前記外側主表面と前記反射体の前記内側主表面との間に配置される、反射体と、
　第１の光源と、を備え、
　前記外側ライトカバーと前記反射体との間に光キャビティがあり、前記第１の光源は光
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を前記光キャビティに入射するように位置づけられる、ライトアセンブリ。
【０１０８】
　２４．前記半透過型表面の前記湾曲した部分及び前記反射体の前記内側主表面が凸湾曲
を有する、実施形態２３に記載のライティングアセンブリ。
【０１０９】
　２５．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも３０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１０】
　２６．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも４０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１１】
　２７．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも５０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１２】
　２８．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも６０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１３】
　２９．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも７０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１４】
　３０．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも８０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１５】
　３１．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも８５パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１６】
　３２．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも９０パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１７】
　３３．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の少なくとも９９パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分で
ある、実施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１８】
　３４．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記内
側主表面の面積の１００パーセントが、前記半透過型表面の前記湾曲した部分である、実
施形態２３又は２４に記載のライティングアセンブリ。
【０１１９】
　３５．前記反射体が少なくとも部分的に鏡面反射性である、実施形態２３～３４いずれ
か一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１２０】
　３６．前記反射体が少なくとも部分的に半鏡面反射性である、実施形態２３～３５のい
ずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
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【０１２１】
　３７．前記湾曲した半透過型（表面）が少なくとも部分的に鏡面反射性である、実施形
態２３～３６のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１２２】
　３８．前記外側ライトカバーの前記湾曲した半透過型表面が少なくとも部分的に半鏡面
反射性である、実施形態２３～３６のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１２３】
　３９．前記反射体の前記内側主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少
なくとも４０％に対してほぼ平行である、実施形態２３～３８のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１２４】
　４０．前記反射体の前記内側主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少
なくとも５０％に対してほぼ平行である、実施形態２３～３８のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１２５】
　４１．前記反射体の前記内側主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少
なくとも６０％に対してほぼ平行である、実施形態２３～３８のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１２６】
　４２．前記反射体の前記内側主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少
なくとも７０％に対してほぼ平行である、実施形態２３～３８のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１２７】
　４３．前記反射体の前記内側主表面が前記半透過型表面の前記湾曲した部分の面積の少
なくとも８０％に対してほぼ平行である、実施形態２３～３８のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１２８】
　４４．前記反射体の前記内側主表面が少なくとも９０％の反射率を有する、実施形態２
３～４３のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１２９】
　４５．前記反射体の前記内側主表面が少なくとも９８．５％の反射率を有する、実施形
態２３～４３のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１３０】
　４６．前記外側カバーと前記反射体の前記内側主表面との間に配置された拡散体を更に
備える、実施形態２３～４５のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１３１】
　４７．前記反射体の前記内側表面が、光抽出機構の第１の群を有する第１の領域と、光
抽出機構の第２の異なる群を有する第２の領域とを含む、実施形態２３～４６のいずれか
一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１３２】
　４８．前記反射体の前記内側表面が、光抽出機構の反復パターンを含む、実施形態２３
～４７のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１３３】
　４９．前記半透過型表面が、構造体の第１の群を有する第１の領域と、第２の異なる構
造体の群を有する第２の領域とを含む、実施形態２３～４８のいずれか一つに記載のライ
ティングアセンブリ。
【０１３４】
　５０．前記半透過型表面が構造体の反復パターンを含む、実施形態２３～４９のいずれ
か一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１３５】
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　５１．２：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５０のいずれか一つに
記載のライトアセンブリ。
【０１３６】
　５２．３：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５１のいずれか一つに
記載のライトアセンブリ。
【０１３７】
　５３．５：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５１のいずれか一つに
記載のライトアセンブリ。
【０１３８】
　５４．１０：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５１のいずれか一つ
に記載のライトアセンブリ。
【０１３９】
　５５．２５：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５１のいずれか一つ
に記載のライトアセンブリ。
【０１４０】
　５６．５０：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５１のいずれか一つ
に記載のライトアセンブリ。
【０１４１】
　５７．７５：１より大きい長さ対深さ比を有する、実施形態２３～５１のいずれか一つ
に記載のライトアセンブリ。
【０１４２】
　５８．前記半透過型表面が、０．６：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形か
らなる構造体を有する、実施形態２３～５７のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１４３】
　５９．前記半透過型表面が、０．７５：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形
からなる構造体を有する、実施形態２３～５７のいずれか一つに記載のライトアセンブリ
。
【０１４４】
　６０．前記半透過型表面が、０．９：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形か
らなる構造体を有する、実施形態２３～５７のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１４５】
　６１．前記構造体の少なくとも一つの形が、表面積を有し、前記半透過型表面上に、前
記構造体の前記表面積の１０％以下を覆う前記構造体の基底から頂点までのリブを含む、
実施形態５８～６０のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１４６】
　６２．前記構造体の少なくとも一つの形が、表面積を有し、前記半透過型表面上に、前
記構造体の前記表面積の５％以下を覆う前記構造体の基底から頂点までのリブを含む、実
施形態５８～６０のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０１４７】
　６３．前記半透過型表面が、半透過型表面を有するフィルムである、実施形態２３～６
２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１４８】
　６４．前記半透過型表面が、前記外側ライトカバーの内側表面に成形される、実施形態
２３～６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１４９】
　６５．前記半透過型表面が、前記外側ライトカバーの内側表面にエンボス加工される、
実施形態２３～６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１５０】
　６６．前記光源に電圧が印加されたときに、前記ライトアセンブリが均一な光束発散度
を呈する、実施形態２３～６５のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
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【０１５１】
　６７．前記光源が、少なくとも一つの発光ダイオードである、実施形態２４～６６のい
ずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１５２】
　６８．前記少なくとも一つの発光ダイオードが、０．２５ワット～５ワットの範囲の電
力消費定格を有する、実施形態６７に記載のライティングアセンブリ。
【０１５３】
　６９．前記少なくとも一つの発光ダイオードが、ランバート型発光パターンを有する、
実施形態６７又は６８に記載のライティングアセンブリ。
【０１５４】
　７０．２つの発光ダイオードを有する、実施形態６７～６９のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１５５】
　７１．３つの発光ダイオードを有する、実施形態６７～６９のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１５６】
　７２．４つの発光ダイオードを有する、実施形態６７～６９のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１５７】
　７３．５つの発光ダイオードを有する、実施形態６７～６９のいずれか一つに記載のラ
イティングアセンブリ。
【０１５８】
　７４．１００ｃｍ２当たり最高５つまでの発光ダイオードを有する、実施形態２３～７
３のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１５９】
　７５．前記第１の光源が、前記光キャビティ内に少なくとも部分的に位置づけられたラ
イトガイドを含む、実施形態２３～７４のいずれか一つのライティングアセンブリ。
【０１６０】
　７６．透明な色付けされた素子を前記湾曲した外側ライトの内側主表面と前記反射体と
の間に更に備える、実施形態２３～７５のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ
。
【０１６１】
　７７．透明な色付けされた素子を前記第１のライトと前記湾曲した外側ライトの内側主
表面との間に更に備える、実施形態２３～７６のいずれか一つに記載のライティングアセ
ンブリ。
【０１６２】
　７８．透明な色付けされた素子を前記第１の光源と前記反射体との間に更に備える、実
施形態２３～７７のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１６３】
　７９．第１の色の第１のゾーンと、異なる第２の色の第２のゾーンとを提供するために
、透明な色付けされた素子を前記光キャビティ内に位置づけることが可能である、実施形
態２３～７８のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１６４】
　８０．前記キャビティ内に配置された半鏡面素子を更に備える、実施形態２３～７９の
いずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１６５】
　８１．前記反射体もまた半透過型である、実施形態２３～８０のいずれか一つに記載ラ
イティングアセンブリ。
【０１６６】
　８２．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも１０％再帰反射性である外側主表



(22) JP 5624608 B2 2014.11.12

10

20

30

40

50

面を有する、実施形態２３～８１のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１６７】
　８３．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも２５％再帰反射性である外側主表
面を有する、実施形態２３～８１のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１６８】
　８４．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも５０％再帰反射性である外側主表
面を有する、実施形態２３～８１のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１６９】
　８５．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも７５％再帰反射性である外側主表
面を有する、実施形態２３～８１のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１７０】
　８６．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも９０％再帰反射性である外側主表
面を有する、実施形態２３～８１のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１７１】
　８７．前記反射体が第１及び第２の反射性の区域を含み、前記第１の反射性の区域は前
記第２の反射性の区域より第１の波長の光に対してより反射性であり、前記第２の反射性
の区域は前記第１の反射性の区域より第２の異なる波長の光に対してより反射性である、
実施形態２３～８６のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１７２】
　８８．前記半透過型表面が第１及び第２の半透過性の区域を含み、前記第１の半透過性
の区域は前記第２の半透過性の区域より第１の波長の光に対してより半透過性であり、前
記第２の半透過性の区域は前記第１の半透過性の区域より第２の異なる波長の光に対して
より半透過性である、実施形態２４～８７のいずれか一つに記載のライティングアセンブ
リ。
【０１７３】
　８９．光センサを更に含む、実施形態２３～８８のいずれか一つに記載のライティング
アセンブリ。
【０１７４】
　９０．熱センサを更に含む、実施形態２３～８９のいずれか一つに記載のライティング
アセンブリ。
【０１７５】
　９１．実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備える看板。
【０１７６】
　９２．実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備えるバックラ
イト。
【０１７７】
　９３．実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備えるディスプ
レイ。
【０１７８】
　９４．実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備えるタスクラ
イティング。
【０１７９】
　９５．実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備える照明装置
。
【０１８０】
　９６．車両部品である、実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリ
。
【０１８１】
　９７．車両のテールライトアセンブリである、実施形態２３～９０のいずれか一つに記
載のライトアセンブリ。
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【０１８２】
　９８．実施形態２３～９０のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備える車両。
【０１８３】
　９９．ライトアセンブリであって、
　外側主表面を有する外側ライトカバーと、
　湾曲した半透過型表面と、
　湾曲した内側主表面を有する反射体であって、前記湾曲した半透過型表面が前記外側ラ
イトカバーの外側主表面と前記反射体の前記湾曲した内側主表面との間に配置される、反
射体と、
　第１の光源と、を備え、
　前記外側ライトカバーと前記反射体との間に光キャビティがあり、前記第１の光源は前
記光キャビティの中へ光を入射するように位置づけられ、前記反射体の湾曲した内側主表
面は、前記半透過型表面に対して、それら２つの表面間の分離が前記光源から離れる距離
にしたがって減少するように配向され、距離に対する分離（深さ）の減少の最大局所比率
は０．８：１未満である、ライトアセンブリ。
【０１８４】
　１００．前記外側ライトカバーが、前記湾曲した半透過型表面である内側主表面を更に
備える、実施形態９９のライティングアセンブリ。
【０１８５】
　１０１．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．７：１未満である、実施形態９
９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１８６】
　１０２．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．６：１未満である、実施形態９
９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１８７】
　１０３．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．５：１未満である、実施形態９
９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１８８】
　１０４．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．４：１０未満である、実施形態
９９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１８９】
　１０５．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．３５：１未満である、実施形態
９９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９０】
　１０６．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．３：１未満である、実施形態９
９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９１】
　１０７．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．２５：１未満である、実施形態
９９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９２】
　１０８．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．２：１未満である、実施形態９
９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９３】
　１０９．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．１５：１未満である、実施形態
９９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９４】
　１１０．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．１：１未満である、実施形態９
９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９５】
　１１１．距離に対する分離の減少の最大局所比率が０．０５：１未満である、実施形態
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９９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９６】
　１１２．前記湾曲した外側ライトカバーの前記内側主表面が凸湾曲を有する、実施形態
９９又は１００に記載のライティングアセンブリ。
【０１９７】
　１１３．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも５０パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１９８】
　１１４．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも６０パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０１９９】
　１１５．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも７０パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２００】
　１１６．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも８０パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０１】
　１１７．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも８５パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０２】
　１１８．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも９０パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０３】
　１１９．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の少なくとも９９パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０４】
　１２０．前記外側ライトカバーが内側主表面を更に含み、前記外側ライトカバーの前記
内側主表面の面積の１００パーセントが半透過型である、実施形態９９～１１２のいずれ
か一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０５】
　１２１．前記反射体が少なくとも部分的に鏡面反射性である、実施形態９９～１２０の
いずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０６】
　１２２．前記反射体が少なくとも部分的に半鏡面反射性である、実施形態９９～１２１
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０７】
　１２３．前記外側ライトカバーの前記内側主表面が少なくとも部分的に鏡面反射性であ
る、実施形態９９～１２２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０８】
　１２４．前記外側ライトカバーの前記内側主表面が少なくとも部分的に半鏡面反射性で
ある、実施形態９９～１２３のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２０９】
　１２５．前記反射体の前記主表面が少なくとも９０％の反射率を有する、実施形態９９
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～１２４のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２１０】
　１２６．前記反射体の前記主表面が少なくとも９８．５％の反射率を有する、実施形態
９９～１２５のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２１１】
　１２７．前記外側の湾曲した外側カバーと前記内側主表面との間に配置された拡散体を
更に備える、実施形態９９～１２６のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２１２】
　１２８．前記反射体の前記内側表面が、光抽出機構の第１の群を有する第１の領域と、
光抽出機構の第２の異なる群を有する第２の領域と、を含む、実施形態９９～１２７のい
ずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２１３】
　１２９．前記反射体の前記内側表面が、光抽出機構の反復パターンを含む、実施形態９
９～１２８のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２１４】
　１３０．前記半透過型表面が、構造体の第１の群を有する第１の領域と、第２の異なる
構造体の群を有する第２の領域と、を含む、実施形態９９～１２９のいずれか一つに記載
のライティングアセンブリ。
【０２１５】
　１３１．前記半透過型表面が構造体の反復パターンを含む、実施形態９９～１３０のい
ずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２１６】
　１３２．２：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のいず
れか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２１７】
　１３３．３：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のいず
れか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２１８】
　１３４．５：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のいず
れか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２１９】
　１３５．１０：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のい
ずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２２０】
　１３６．２５：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のい
ずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２２１】
　１３７．５０：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のい
ずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２２２】
　１３８．７５：１より大きい長さ対深さ比の長さを有する、実施形態９９～１３１のい
ずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２２３】
　１３９．前記半透過型表面が、０．６：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形
からなる構造体を有する、実施形態９９～１３８のいずれか一つに記載のライトアセンブ
リ。
【０２２４】
　１４０．前記半透過型表面が、０．７５：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の
形からなる構造体を有する、実施形態９９～１３８のいずれか一つに記載のライトアセン
ブリ。
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【０２２５】
　１４１．前記半透過型表面が、０．９：１より大きい高さ対基線長比を有する複数の形
からなる構造体を有する、実施形態９９～１３８のいずれか一つに記載のライトアセンブ
リ。
【０２２６】
　１４２．前記構造体の少なくとも一つの形が、表面積を有し、前記半透過型表面上に、
前記構造体の前記表面積の最高１０％までを覆う前記構造体の基底から頂点までのリブを
含む、実施形態１３７～１４１のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２２７】
　１４３．前記構造体の少なくとも一つの形が、表面積を有し、前記半透過型表面上に、
前記構造体の前記表面積の最高５％までを覆う前記構造体の基底から頂点までのリブを含
む、実施形態１３７～１４１のいずれか一つに記載のライトアセンブリ。
【０２２８】
　１４４．前記外側ライトカバーが、内側部分に固定された外側部分を含み、前記内側部
分が半透過型表面を含む、実施形態９９～１４３のいずれか一つに記載のライティングア
センブリ。
【０２２９】
　１４５．前記半透過型表面が、半透過型表面を有するフィルムである、実施形態９９～
１４４のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２３０】
　１４６．前記半透過型表面が、前記外側ライトカバーの内側表面に成形される、実施形
態９９～１４４のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２３１】
　１４７．前記半透過型表面が、前記外側ライトカバーの内側表面にエンボス加工される
、実施形態９９～１４４のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２３２】
　１４８．前記光源に電圧が印加されたときに前記ライトアセンブリが均一な光束発散度
を呈する、実施形態９９～１４７のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２３３】
　１４９．前記光源が、少なくとも一つの発光ダイオードである、実施形態９９～１４７
のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２３４】
　１５０．前記少なくとも一つの発光ダイオードが、０．２５ワット～５ワットの範囲の
電力消費定格を有する、実施形態１４９に記載のライティングアセンブリ。
【０２３５】
　１５１．前記少なくとも一つの発光ダイオードが、ランバート型発光パターンを有する
、実施形態１４９又は１５０に記載のライティングアセンブリ。
【０２３６】
　１５２．２つの発光ダイオードを有する、実施形態１５０又は１５１に記載のライティ
ングアセンブリ。
【０２３７】
　１５３．３つの発光ダイオードを有する、実施形態１５０又は１５１に記載のライティ
ングアセンブリ。
【０２３８】
　１５４．４つの発光ダイオードを有する、実施形態１５０又は１５１に記載のライティ
ングアセンブリ。
【０２３９】
　１５５．５つの発光ダイオードを有する、実施形態１５０又は１５１に記載のライティ
ングアセンブリ。
【０２４０】
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　１５６．１００ｃｍ２当たり最高５つまでの発光ダイオードを有する、実施形態９９～
１５５のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２４１】
　１５７．透明な色付けされた素子を前記湾曲した外側ライトの内側主表面と前記反射体
との間に更に備える、実施形態９９～１５６のいずれか一つに記載のライティングアセン
ブリ。
【０２４２】
　１５８．透明な色付けされた素子を前記第１のライトと前記湾曲した外側ライトの内側
主表面との間に更に備える、実施形態９９～１５７のいずれか一つに記載のライティング
アセンブリ。
【０２４３】
　１５９．透明な色付けされた素子を前記第１の光源と前記反射体との間に更に備える、
実施形態９９～１５８のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２４４】
　１６０．第１の色の第１のゾーンと、異なる第２の色の第２のゾーンとを提供するため
に、透明な色付けされた素子を前記光キャビティ内に位置づけることが可能である、実施
形態９９～１５９のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２４５】
　１６１．前記第１の光源と前記反射体との間に半鏡面素子を更に備える、実施形態９９
～１６０のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２４６】
　１６２．前記反射体もまた半透過型である、実施形態９９～１６１のいずれか一つに記
載のライティングアセンブリ。
【０２４７】
　１６３．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも１０％再帰反射性である外側主
表面を有する、実施形態９９～１６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２４８】
　１６４．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも２５％再帰反射性である外側主
表面を有する、実施形態９９～１６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２４９】
　１６５．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも５０％再帰反射性である外側主
表面を有する、実施形態９９～１６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２５０】
　１６６．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも７５％再帰反射性である外側主
表面を有する、実施形態９９～１６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２５１】
　１６７．前記湾曲した外側ライトカバーが、少なくとも９０％再帰反射性である外側主
表面を有する、実施形態９９～１６２のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２５２】
　１６８．前記反射体が第１及び第２の反射性の区域を含み、前記第１の反射性の区域は
前記第２の反射性の区域より第１の波長の光に対してより反射性であり、前記第２の反射
性の区域は前記第１の反射性の区域より第２の異なる波長の光に対してより反射性である
、実施形態９９～１６７のいずれか一つに記載のライティングアセンブリ。
【０２５３】
　１６９．前記半透過型表面が第１及び第２の半透過性の区域を含み、前記第１の半透過
性の区域は前記第２の半透過性の区域より第１の波長の光に対してより半透過性であり、
前記第２の半透過性の区域は前記第１の半透過性の区域より第２の異なる波長の光に対し
てより半透過性である、実施形態９９～１６８のいずれか一つに記載のライティングアセ
ンブリ。
【０２５４】
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　１７０．光センサを更に含む、実施形態９９～１６９のいずれか一つに記載のライティ
ングアセンブリ。
【０２５５】
　１７１．熱センサを更に含む、実施形態９９～１７０に記載のライティングアセンブリ
。
【０２５６】
　１７２．実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備える看板
。
【０２５７】
　１７３．実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備えるバッ
クライト。
【０２５８】
　１７４．実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備えるディ
スプレイ。
【０２５９】
　１７５．実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備えるタス
クライティング。
【０２６０】
　１７６．実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備える照明
装置。
【０２６１】
　１７７．車両部品である、実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセン
ブリ。
【０２６２】
　１７８．車両のテールライトアセンブリである、実施形態９９～１７１のいずれか一つ
に記載のライトアセンブリ。
【０２６３】
　１７９．実施形態９９～１７１のいずれか一つに記載のライトアセンブリを備える車両
。
【０２６４】
　本発明の目的及び利点について以下の実施例によって更に説明するが、これらの実施例
において記載した特定の材料及びその量、並びに他の条件及び詳細は、本発明を不当に限
定するものと解釈されるべきではない。全ての部及び百分率は、別段の指定がない限り重
量によるものである。
【実施例】
【０２６５】
　（実施例１）
　好ましい幾何学形状（ＰＧ）のキューブコーナー素子を備える、微細構造化されたキュ
ーブコーナーのポリカーボネートフィルムは、層上に形成されたＰＧキューブの多世代複
製から、工具による抽出プロセスを用いて調製した。微細構造化工具から微細構造化フィ
ルムを生産するための押出成形プロセスの使用は当該技術分野で既知であり、米国特許第
５，４５０，２３５号（Ｓｍｉｔｈら）及び同第７，３６４，４２１号（Ｅｒｉｃｋｓｏ
ｎら）に概ね記載されており、これらの開示は参照により本明細書に組み込まれる。本実
施例に使用した工具は、米国特許第７，３２９，０１２号（Ｓｍｉｔｈ）に概ね記載され
ており、詳細な構造は以下の通りである。米国特許第７，３２９，０１２号（Ｓｍｉｔｈ
）の図１１に示されるような前方傾斜キューブを使用した。前方傾斜ＰＧキューブは、０
．１７３ｍｍ（０．００６８インチ）の厚さの層上に形成した。側溝間の間隔は０．１０
４ｍｍ（０．００４０８インチ）とした。側溝総合角度は名目９０度であり、溝は、それ
ぞれの層の上面（米国特許第７，３２９，０１２号（Ｓｍｉｔｈ）の図３の基準面２６）
に対して名目４５度に配向した。それぞれの側溝形状キューブは２つの隣接するＰＧキュ
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ーブコーナーに面する。側溝によって形成されるキューブ面は、主溝面と名目上直交であ
った（９０度の角度を形成する）それぞれの層上の主溝面もまた、上面（米国特許第７，
３２９，０１２号（Ｓｍｉｔｈ）の図３の基準面２６）に対して名目４５度に配向した。
ｚ方向へのキューブの頂点から最低点までの高さ（米国特許第７，３２９，０１２号（Ｓ
ｍｉｔｈ）の定義による）は０．１６０ｍｍ（０．００６２８インチ）であった。層上の
キューブの形成中、再帰反射性を制御するために、スキュー及び勾配を使用してキューブ
にわずかな２面角誤差を導入した。マスターモールドは、隣接する層のキューブが対向す
る配向を有する複数の層から形成された。米国特許第７，３２９，０１２号（Ｓｍｉｔｈ
）に記載されているように、原型ＰＧキューブマスターモールドの複数の陰レプリカをと
もに敷設して最終的な工具を形成した。マスターモールドの表面を電気メッキすることに
よってこれらのレプリカを形成して陰の複製を形成した後、陰の複製を電気メッキして陽
の複製を形成し、陽の複製を電気メッキして第２世代の陰の複製を形成し、工具を組立て
るために十分なレプリカが作製されるまで続けた。
【０２６６】
　次いで、フォトレジストを露出及び現像するためにフォトリソグラフィーを用いて、ポ
リカーボネートフィルムを変性して新しい工具を作製し、微細構造化キューブコーナーの
ポリカーボネートフィルムの１片上に六角形アレイを形成した。（それぞれ）０．０５ｍ
ｍ（２ミル）の厚さのドライフィルムフォトレジスト（「ＭＰ５２０」の商品名のものを
ＭａｃＤｅｒｍｉｄ（コネチカット州Ｗａｔｅｒｂｕｒｙ）から入手した）の３つの層を
基材の構造化表面の側に積層した。最初の２つの層のライナーは、後続の層を積層する前
に取り外した。次いで、得られた材料を、ＵＶフラッド曝露システム（Ｃｏｌｉｇｈｔ（
ニュージャージー州Ｆａｒｆｉｅｌｄ）から「ＣＯＬＩＧＨＴ」の商品名のものを入手し
た）を用いて、３５％の開いた区域の六角形パターンのマスクを通してフラッド露出した
。次いで、プリンティングテープ（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから「ＦＬＥＸＭＯＵＮＴ　Ｐ
ＲＩＮＴＩＮＧ　ＴＡＰＥ」の商品名のものを入手した）を用いて、得られた材料をステ
ンレススチール板に積層し、フォトレジストを現像して、開いた六角形の区域のキューブ
コーナーパターンを露出した。次いで、パターン化された表面を従来の方法で電鋳して、
平らなＮｉ工具を作製した。得られた工具（モールド）のパターンは、１．７５ｍｍの六
角形の縁の長さ及び約０．１２ｍｍの特徴の深さを有する。次いで、厚さ１．５ｍｍ（１
／１６インチ）の透明なポリエチレンテレフタレートコポリマー（ＰＥＴＧ）シート（イ
リノイ州ＣｈｉｃａｇｏのＭｃＭａｓｔｅｒ－Ｃａｒｒから入手したもの）から半透過型
シートを作製した。シートを１５０℃（３００°Ｆ）に熱し、モールドに当てて押圧する
ことにより、モールドの構造体でこのシートをエンボス加工した。
【０２６７】
　ライトアセンブリは、図１及び１Ａに概ね示されるように構築されたものであり、外側
カバーと、分離した剛性の半透過型シートと、曲面反射体と、反射体の穴を通して装着さ
れた発光ダイオードとを有する。発光ダイオードは、Ｏｓｒａｍ　Ｏｐｔｏ　Ｓｅｍｉｃ
ｏｎｄｕｃｔｏｒｓ，Ｉｎｃ（カリフォルニア州Ｓａｎｔａ　Ｃｌａｒａ）の「ＯＳＲＡ
Ｍ　ＤＩＡＭＯＮＤ　ＤＲＡＧＯＮ」（品番ＬＡ　Ｗ５ＡＰ）を入手し、１．５Ａの電流
制限電源により給電した。外側カバーは、Ｇｅｎｅｒａｌ　Ｍｏｔｏｒｓ（ミシガン州Ｄ
ｅｔｒｏｉｔ）から入手可能な２００８　Ｂｕｉｃｋ　Ｅｎｃｌａｖｅの外側レンズであ
る。
【０２６８】
　構造体をＰＥＴＧシート上にエンボス加工した後、熱成形設備を使用してシート全体の
幾何学形状を作り出した。この全体の幾何学形状により、シートは周辺部で外側カバーの
装着ツバと均等に接触する。更に、周辺部の内側は、１８０ｍｍ及び３００ｍｍの半径の
円環面と近似である。熱成形プロセスに使用した形状は、従来のステレオリソグラフィを
用いて作製した。同じプロセスを使用して、反射体のための基材を作成した。反射体は、
３ｍｍの一体化半径で接合された厚さ２ｍｍの側部及び背面を有する。側部は外側カバー
のツバのところで外側カバーと半透過型シートとを接合し、このツバから垂直に後方に延
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びる。反射体の背面は半透過型シートと同じ半径の円環面であり、故に、それら２つの間
の距離は、反射体の背面とその側部との間の一体化部分を除き、あらゆる場所で一定であ
る。感圧性接着剤（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙより商品名「３Ｍ　ＡＤＨＥＳＩＶＥ　ＴＲＡ
ＮＳＦＥＲ　ＴＡＰＥ　９４７１ＬＥ」として入手可能）を用いて、反射体基材の内面に
反射性フィルム（３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙより商品名「ＶＩＫＵＩＴＩ　ＥＮＨＡＮＣＥＤ
　ＳＰＥＣＵＬＡＲ　ＲＥＦＬＥＣＴＯＲ　ＦＩＬＭ」として入手可能）を積層した。
【０２６９】
　発光ダイオードは反射体基材を通して装着され、光は反射性フィルムの２ｍｍの穴から
反射体と半透過型フィルムとの間の体積内に入ることができる。穴は外側カバーの楕円形
の平らな部分の下に置かれた。
【０２７０】
　（実施例２）
　実施例２は、図３に示すように発光ダイオードを側壁に置いたことを除き、実施例１に
関して記載したように準備した。
【０２７１】
　本発明の範囲及び趣旨から外れることなく、本発明の予測可能な修正及び変更が当業者
には自明であろう。本発明は、例証の目的のために本出願において説明された実施形態に
限定されるべきではない。

【図１】

【図１Ａ】

【図２】

【図２Ａ】
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