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(57)【要約】
【課題】様々な一般的な照明応用例で使用するための薄
型ダブルコリメーティング光分配エンジンの新たなクラ
スであって、特に薄さを特徴とするもの。
【解決手段】本発明の薄型プロファイル照明システムか
らの出力照明は、物理的アパーチャ形状が正方形、長方
形または円形であるかにかかわらず、ビームの断面にお
いて、方向性、正方形、長方形または円形であり、シス
テムの調節可能なファーフィールド角錐の外側で空間的
に均一かつ鋭角に切り取られる。フィールド範囲は、内
部設計と角拡散フィルムシートおよび角度傾斜の追加の
両方により、各経線において、その間の全ての非対称の
組合せを含んで、＋／－５度から＋／－６０度およびそ
れ以上に拡張する。エンジン輝度は、エンジンの出力ア
パーチャのサイズを拡張することによって、照明の方向
性を犠牲にすることなく安全なレベルに保たれる。本発
明の１つの形態は、シングル入力光エミッタ、正方形の
出力アパーチャおよび数百ルーメン／エンジンを供給す
るための機能を有する。本発明の第２のマルチセグメン
トの形態は、総出力ルーメンがセグメントの個数によっ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　ｄ１×ｄ２の正方形または長方形の射出アパーチャを有するシングルＬＥＤエミッタと
、
　４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタであって、その入力アパーチャ
がＬＥＤ発光を受光する前記シングルＬＥＤエミッタの前記出力発光アパーチャのすぐ上
に設けられる４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタと、
　光ガイドパイプであって、その入力アパーチャが前記エタンデュ保存角度変形リフレク
タエレメントの前記出力アパーチャから光を受光し、前記光ガイドパイプが、長方形の断
面および第１の屈折率を有する光ガイドバー、一端がナイフエッジになっている長方形の
断面および第１の屈折率を有するテーパ状の光ガイドバー、第２の屈折率を有する第１の
光学フィルム、第１の屈折率を有する第１のプリズムレンズシート、ならびに、前記第１
のプリズムレンズシートのファセット上に堆積された鏡面反射コーティングのうち１つま
たは複数を備え、前記光ガイドパイプが、１本の経線でコリメートされた１つの長方形の
エッジに沿って均等に分散した出力光を提供する光ガイドパイプと、
　光ガイドプレートであって、その一つのエッジが、前記光ガイドパイプの前記長方形の
エッジに隣接して設けられ、前記光ガイドパイプから前記均等に分散した出力光を受光し
、前記光ガイドプレートが、長方形の断面および第１の屈折率を有する光ガイドプレート
、一端がナイフエッジになっている長方形の断面および第１の屈折率を有するテーパ状の
光ガイドプレート、第２の屈折率を有する第２の光学フィルム、第１の屈折率を有する第
２のプリズムレンズシート、前記第２のプリズムレンズシートのファセット上に堆積され
た鏡面反射コーティング、ならびに、平面鏡面反射ミラーのうち１つまたは複数を備え、
前記光ガイドプレートが、１つの長方形の出力面全体に均等に分散した出力ビームを提供
し、前記出力ビームの断面が実質的に正方形または長方形であり、両方の出力経線でよく
コリメートされる光ガイドプレートと、を備える照明システム。
【請求項２】
　前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタが、前記ＬＥＤの
広角出力発光を、角度範囲が実質的に＋／－θに等しい前記光ガイドパイプの両方の経線
において、出力アパーチャを通過するその出力光に変換し、＋／－θは適用可能なエタン
デュ保存正弦法θ＝Ｓｉｎ-1（ｄi／Ｄi）によって求められる（ただし、Ｄiおよびｄiは
、各経線における入力アパーチャ寸法および出力アパーチャ寸法を示す）、請求項１に記
載される照明システム。
【請求項３】
　θ（空中で）は、各経線において５０度から５５度である、請求項２に記載される照明
システム。
【請求項４】
　前記長方形の出力面の上方に設けられた１つまたは複数のレンチキュラーレンズシート
を有し、それらの微小凸レンズが、前記長方形の出力面に向かって面している、請求項１
に記載される照明システム。
【請求項５】
　前記１つまたは複数のレンチキュラーレンズシートが、放物線形状の微小凸レンズを含
む、請求項４に記載される照明システム。
【請求項６】
　前記１つまたは複数のレンチキュラーレンズシートが、それらのレンチキュラーレンズ
軸が互いに実質的に直交するように互いに対して配向される、請求項４に記載される照明
システム。
【請求項７】
　前記長方形の出力面の上方に設けられた１つまたは複数の従来のディフューザシートを
有する、請求項１に記載される照明システム。
【請求項８】
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　前記光ガイドプレートの前記入力アパーチャが、レンチキュラーレンズフィルムによっ
て、完全にまたは部分的に覆われ、前記レンチキュラーレンズフィルムの平面表面が、前
記入力アパーチャに向かって設けられ、前記レンチキュラーレンズフィルムのレンチキュ
ラーレンズ軸が前記入力アパーチャの前記エッジに平行に、または、前記入力アパーチャ
の前記エッジに直交して位置決めされる、請求項１に記載される照明システム。
【請求項９】
　前記出力ビームを受光し、異なる角方向に再配向するように設けられた傾斜した平面ミ
ラーを有する、請求項１に記載される照明システム。
【請求項１０】
　前記第１のプリズムレンズシートが、プリズムレンズの実質的に連続するアレイを含み
、各プリズムレンズが、左手の反射ファセットおよび右手の反射ファセットを有し、前記
右手のファセットが、実質的に全ての入射光を受光する、請求項１に記載される照明シス
テム。
【請求項１１】
　前記右手のファセットと前記左手のファセットの総夾角が、９５度から１０５度の範囲
である、請求項１０に記載される照明システム。
【請求項１２】
　前記右手のファセットとプリズムベースに対する法線とによってなされる角が、５８度
から６３度の範囲である、請求項１０に記載される照明システム。
【請求項１３】
　前記第２のプリズムレンズシートが、プリズムレンズの実質的に連続するアレイを含み
、各プリズムレンズが、左手の反射ファセットおよび右手の反射ファセットを有し、前記
右手の反射ファセットが、実質的に全ての入射光を受光する、請求項１に記載される照明
システム。
【請求項１４】
　前記右手のファセットと前記左手のファセットとの総夾角が、７５度から１２０度の範
囲である、請求項１３に記載される照明システム。
【請求項１５】
　前記右手のファセットとプリズムベースに対する法線とによってなされる角が、５８度
から６３度の範囲である、請求項１３に記載される照明システム。
【請求項１６】
　前記右手のファセットとプリズムベースに対する法線とによってなされる角が、４０度
から８０度の範囲である、請求項１３に記載される照明システム。
【請求項１７】
　ＬＥＤエミッタの線形アレイであって、エミッタ同士の中心間距離がＷであり、各エミ
ッタが、ｄ１×ｄ２である正方形または長方形の出力アパーチャを有するＬＥＤエミッタ
の線形アレイと、
　前記ＬＥＤエミッタのアレイに対する電気接続手段を有する基板回路と、
　長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタの線形アレイであって
、その長方形の入力アパーチャがｄ１×ｄ２であり、中心間間隔Ｗを有し、前記入力アパ
ーチャのそれぞれが、前記アレイ内の前記ＬＥＤエミッタのそれぞれの前記出力アパーチ
ャのすぐ上に設けられる、長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレク
タの線形アレイと、
　光ガイドプレートであって、その１つのエッジが、前記光ガイドパイプの前記長方形の
エッジに隣接して設けられ、前記光ガイドパイプから前記均等に分散した出力光を受光し
、前記光ガイドプレートが、長方形の断面および第１の屈折率を有する光ガイドプレート
、一端がナイフエッジになっている長方形の断面および第１の屈折率を有するテーパ状の
光ガイドプレート、第２の屈折率を有する第２の光学フィルム、第１の屈折率を有する第
２のプリズムレンズシート、前記第２のプリズムレンズシートのファセット上に堆積され
た鏡面反射コーティング、ならびに、平面鏡面反射ミラーのうち１つまたは複数を備え、
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前記光ガイドプレートが、１つの長方形の出力面全体に均等に分散した出力ビームを提供
し、前記出力ビームが実質的に正方形または長方形の断面であり、両方の出力経線でよく
コリメートされる光ガイドプレートと、を備える照明システム。
【請求項１８】
　前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタの前記アレイ内の
前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタのそれぞれが、前記
光ガイドパイプの前記長方形のエッジの長軸に平行な経線において、Ｄ１にサイズ設定さ
れた出力アパーチャを通るその出力光をコリメートし、前記経線における角度範囲は実質
的に＋／－θ１であり（ただし、＋／－θ１は、適用可能なエタンデュ保存正弦法によっ
て求められる）、θ１は実質的にＳｉｎ-1（ｄ１／Ｄ１）である、請求項１７に記載され
る照明システム。
【請求項１９】
　前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタの前記アレイ内の
前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタのそれぞれが、入力
アパーチャと出力アパーチャと間のエタンデュを保存する境界条件にしたがって数学的に
成型された対向する側壁を有する、請求項１８に記載される照明システム。
【請求項２０】
　前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタの前記アレイ内の
前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタのそれぞれが、０．
５（ｄ１＋Ｄ１）／Ｔａｎ（θ１）の設計された長さの合計を有するが、残っている前記
設計された長さの４０％以上を残すように前記設計された長さから縮小できる、請求項１
９に記載される照明システム。
【請求項２１】
　前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタの前記アレイ内の
前記長方形の４つの側部を有するエタンデュ保存角度変形リフレクタのそれぞれが、前記
光ガイドパイプの前記長方形のエッジの短軸に平行な経線において、前記ＬＥＤの広角出
力発光をＤ２にサイズ設定された出力アパーチャを通過する出力光に変換し、前記経線に
おける角度範囲が実質的に＋／－θ２であり（ただし、＋／－θ２は、適用可能なエタン
デュ保存正弦法によって求められる）、θ２は実質的にＳｉｎ-1（ｄ２／Ｄ２）である、
請求項２０に記載される照明システム。
【請求項２２】
　空中におけるθ２が５０度から５５度である、請求項２１に記載される照明システム。
【請求項２３】
　前記長方形の出力面の上方に設けられた１つまたは複数のレンチキュラーレンズシート
を有し、それらの微小凸レンズ片が、前記長方形の出力面に向かって面している、請求項
１７に記載される照明システム。
【請求項２４】
　前記１つまたは複数のレンチキュラーレンズシートが、放物線形状の微小凸レンズを含
む、請求項２３に記載される照明システム。
【請求項２５】
　前記１つまたは複数のレンチキュラーレンズシートが、それらのレンチキュラーレンズ
軸が互いに実質的に直交するように互いに対して配向される、請求項２３に記載される照
明システム。
【請求項２６】
　前記長方形の出力面の上方に設けられた１つまたは複数の従来のディフューザシートを
有する、請求項１７に記載される照明システム。
【請求項２７】
　前記光ガイドプレートの前記入力アパーチャが、レンチキュラーレンズフィルムによっ
て、完全にまたは部分的に覆われ、前記レンチキュラーレンズフィルムの平面表面が、前
記入力アパーチャに向かって設けられ、前記レンチキュラーレンズフィルムのレンチキュ
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ラーレンズ軸が前記入力アパーチャの前記エッジに平行に、または、前記入力アパーチャ
の前記エッジに直交して位置決めされる、請求項１７に記載される照明システム。
【請求項２８】
　前記出力ビームを受光し、異なる角方向に再配向するように設けられた傾斜した平面ミ
ラーを有する、請求項１７に記載される照明システム。
【請求項２９】
　前記第２のプリズムレンズシートが、プリズムレンズの実質的に連続するアレイを含み
、各プリズムレンズが、左手の反射ファセットおよび右手の反射ファセットを有し、前記
右手のファセットが、実質的に全ての入射光を受光する、請求項１７に記載される照明シ
ステム。
【請求項３０】
　前記右手のファセットと前記左手のファセットの総夾角が、７５度から１２０度の範囲
である、請求項２９に記載される照明システム。
【請求項３１】
　前記右手のファセットとプリズムベースに対する法線とによってなされる角が、５８度
から６３度の範囲である、請求項２９に記載される照明システム。
【請求項３２】
　前記右手のファセットとプリズムベースに対する法線とによってなされる角が、４０度
から８０度の範囲である、請求項２９に記載される照明システム。
【発明の詳細な説明】
【背景技術】
【０００１】
　本出願は、２００８年１月３０日に出願された米国仮特許出願第６１／０２４，８１４
号に基づく優先権を主張するものであり、その内容は全体として本明細書に組み込まれる
。
【０００２】
　世界中で市販のオーバーヘッド照明応用例に使用される従来の照明器具の状態は、一般
的には従来のオフィスの天井に取り付けられる照明器具から、屋外の街灯で使用されるた
くさんのタイプまたは形状の器具に至るまで、かなり長い年数にわたって変わっていない
。標準的な照明器具は、典型的には、（２４インチ×２４インチ）、厚さ（４インチ～１
０インチ）および重さ（７～３０ポンド）のままである。照明器具の下方の表面に与えら
れる照明は、すぐ下が最も明るく、器具の位置からの距離が長くなるにつれて、急に明度
が下がることが多い。所与の照明応用例が主に限定された幾何学領域（たとえばテーブル
の天板または作業領域）に保持された照明を必要とする場合があっても、近くの観察者は
依然として、器具の物理的アパーチャから見上げるときに不要のグレアを受ける。いくつ
かの従来の器具は、制限された角度のスポット照明を目的として設計されてきたが、典型
的には、そのような器具が達成する正味の照明効率は、近年の省エネルギーの観点から望
まれるよりもはるかに低いものである。一部の光は対象となる領域の外側へ方向がずれる
ことによって消耗され、その他の光は非効率性によって消耗され、グレアを遮断するため
に熟慮された物理的なバッフリングが加えられ、それにより、設備の機械的な嵩高さも大
幅に増加する。
【０００３】
　広範囲の先行技術は、従来の照明システム（たとえば、蛍光灯トロッファならびに埋め
込み式石英ハロゲンまたは金属ハロゲンのダウンライト）のこの広いクラスの様々な照明
特性の一態様または別の態様における改良と関連付けられてきた。いくつか例にあげると
、照明効率、照明の均一性およびグレア低減においてある程度の利益はあるが、照明器具
自体は、まだ従来のものと同じくらい大型で目につきやすいままであった。
【０００４】
　従来の照明器具の正味の重量は、コストがかかり面倒な機械的補強をすることなく、標
準的な市販の天井の枠組みに使用するには重すぎる。ほとんどの工業用品において最も重
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い照明器具は、装飾的な天井が実質的に補強されているのでない限り、より便利な装飾的
な天井からではなく、建物の構造設備の天井から懸架する必要がある。最も軽量の従来の
器具の場合であっても、補強ガイドワイヤを加えて、さらなる機械的支持を提供する必要
がある。
【０００５】
　従来の埋め込み式照明器具はまた、かなり厚く、その厚みにより、埋め込み式照明器具
に適合するために装飾的な天井の上に必要とされる頭上のプレナムスペースが加わり、そ
れにより、効果的な天井高が低減される。天井高の低減は、天井高が建物の構造的境界条
件により既に制限されている高層建築物において、特に問題となる。
【０００６】
　近年、より軽量でよりコンパクトなパッケージを特徴とする初期の応用例において、小
型の発光ダイオード（ＬＥＤ）の組立体を利用する市販の照明器具が現れ始めた。この潮
流は、時間が経つにつれてより照明器具の利点がさらに大きくなることが期待されるもの
であるが、初期の開発はまだ、全ての可能性を実現するに至っていない。
【０００７】
　初期のＬＥＤ照明器具が期待されたコンパクト性の達成に遅れをとってしまった１つの
理由は、従来の電球の代替品の輝度に比べて、輝度が非常に高いことを原因とする。ＬＥ
Ｄにより射出される光は非常に小さな幾何学領域内で生成され、その結果、関連付けられ
た輝度（すなわち、ルーメン／平方メートル／立体角（単位：ステラジアン））が、ビュ
ーの直線を遮断、制限または拡散するためにさらなるパッキング構造を追加することなく
、人間のビューに極めて有害になることがある。ＬＥＤの危険な輝度レベルに対する１つ
の初期の解決策は、光が壁面および天井面から上向きに間接的に反射する照明器具内でビ
ューからそれらを隠すことであった。この手法は、ＬＥＤの偶発的なビューを直接的に防
ぐが、関連付けられた器具は従来のものと同じくらい大型になる。別の解決策は、ＬＥＤ
光をより大きな出力アパーチャ全体に分散させることを含む。この手法は、投光照明応用
例におけるアパーチャの輝度を弱めるが、器具の厚さを代償にして分散させつつ、オフア
ングルグレアに対する器具の特性も上昇させる。
【０００８】
　むき出しのＬＥＤエミッタを見ることは、リフレクタまたはレンズと組み合わせられた
ものであっても、一時的な視覚消失や数分間以上続く残像に代表されるかなり不快な経験
である。最も強力な今日最も新しい市販のＬＥＤエミッタのうちの１つは、２．１ｍｍ×
２．１ｍｍの射出領域に約３００ルーメンを発生させる。これは、２，０００万Ｃｄ／ｍ
2（ｎｉｔ）の輝度である。このような輝度は、近年のデスクトップコンピュータのモニ
タで使用される典型的なＬＣＤディスプレイ画面の背景輝度の６５，０００倍を超えるこ
とがわかる。また、このような輝度は、２５０ＷのＨｇアークランプを使用する市販の照
明器具の直径１８インチのアパーチャの２００倍になることがわかる。この２５０ＷのＨ
ｇアークランプは既に、観察者にスポットを見えるようにするには十分な明るさを有する
。
【０００９】
　近年のＬＥＤ光エミッタは、安全で所望の形態の一般的な照明を提供しつつ、ＬＥＤの
コンパクト性の可能性を利用する専用の照明器具を必要とする。
【００１０】
　より期待されるＬＥＤライティングの適応のうち１つは、いわゆるＬＥＤバックライト
という先行技術のＬＥＤ照明方法を含む。ＬＥＤバックライトは、大画面のコンピュータ
モニタおよび家庭用テレビで使用されるＬＣＤスクリーン用の後方照明源として、より頻
繁に使用されているのが分かっている。出現した関連するＬＥＤバックライトは、約１イ
ンチ～２インチ厚であり、内部に隠された何百ものＬＥＤエミッタからの光をスクリーン
全体に均一に拡散する。ＬＥＤ発光を拡散し均質化することによって、ＬＥＤバックライ
トパッケージは、それにより、むき出しのＬＥＤ自体によってそうでない場合に引き起こ
される危険な輝度レベルの直接可視性を隠す。
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【００１１】
　ＬＥＤバックライティングシステムは、直接適用され、たとえば頭上のオフィスの天井
の従来の２４インチ×２４インチ×８インチ蛍光灯トロッファを、はるかに薄く軽量な代
替物と交換することができる。
【００１２】
　これらの可能なＬＥＤ照明手法が商業的な照明用途に歓迎され得る限り、得られる器具
または照明器具は、依然として比較的厚くて目立つものであり、本来の広角発光からのグ
レアを隠すことは未解決の問題として残り、その出力グローを制限されたタスク領域に発
することは提供されない。そして、ＬＥＤバックライトは、従来の電球ベースの照明器具
より薄いものの、天井タイルおよび壁板のような典型的な建築材料の本体に便利に埋め込
まれるには依然として厚過ぎる。
【００１３】
　本発明の光分配エンジンは、新しいクラスの薄い板状の照明システム（また、照明器具
および照明器具）を導入することによって、全てのこれらの必要性に対処し、この照明シ
ステムの正方形、長方形および円形の照明ビームは、中間にある全ての非対称の組合せを
含み、各経線において＋／－５～＋／－６０度の照射範囲内で鋭角に規定されよく配向さ
れたまま、低減された明るさの拡大された出力アパーチャ全体に均一に分散される。この
ような光エンジンにより、ワイドエリア照明、スポット照明、投光照明、タスク照明およ
びウォールウォッシングを含む既知の代替物のいずれかよりも広範囲の一般的なライティ
ングサービスの条件を満たす。
【００１４】
　半導体発光ダイオード（つまりＬＥＤ）は、それらの固有のコンパクト性を理由にして
、それらの光発生能力の迅速な改善を理由にして、かつ、それらがますます低価格で入手
可能になることを理由にして、本発明の全ての実用的な実施例に対して選択される。時間
が経つにつれて、その他の好適な照明器具のタイプが、いくつか例に挙げると、有機ＬＥ
Ｄ（ＯＬＥＤと呼ばれる）、薄型のフラット蛍光源およびフラットマイクロプラズマ放電
源に基づいて出現することができる。
【００１５】
　ＬＥＤは一般的には、薄さに対する本発明の必要性を満たすが、本発明によるＬＥＤ光
源を適用することは、最良の形態の使用に対してある程度適応することを含む。本発明は
、適当な熱抽出手段、関連付けられる光結合器、関連付けられる光分配光学部品および、
必要な場合には、関連付けられる光拡散エレメントを有し、それら全てが、断面の厚さが
約１インチ未満のファーフィールド照明の好適な光源を達成するために必要とされる低電
圧ＤＣ電力制御電子部品を有する市販のＬＥＤエミッタを備える光分配エンジンについて
述べる。さらに、この新規の光分配エンジンの構成は、厳密に制御された照明ビームおよ
びうまく規定された照明パターンのようなその他の好ましい照明特性のいずれかを損なう
ことなく、ＬＥＤの危険なほど高い輝度レベルを安全に希釈する。
【００１６】
　本発明の光分配エンジンにより、照明器具の物理的サイズをより小さく（約２．５イン
チ×２．５インチ）、特に断面を薄く（約５～１０ｍｍ）できることが顕著である。サイ
ズは小さいが、これらの新しい光分配エンジンによって提供されるルーメン出力は、数百
から数千ルーメン／照明器具に及ぶ。そして、得られる出力照明は、＋／－５度程度に狭
く、＋／－６０度程度に広く、またはその間の任意の非対称の組合せとして編成されたビ
ームとなるように制限され、それぞれ、照明設計者およびユーザなどによって求められる
空間的に均等な正方形、長方形および円形のファーフィールド照明パターンとともに、オ
フアングルグレアを低減する（すなわち、グレアを隠す）のに十分鋭いカットオフ角を有
する。
【００１７】
　この薄型照明システムの発明を組み込む実用的な応用例のいくつかの最良の形態の実施
例は、米国仮特許出願第６１／１０４，６０６号「Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｅｄ　Ｉｌｌｕｍ
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ｉｎａｔｉｏｎ　Ｓｙｓｔｅｍ」に提示されている。この参照文献の本発明の拡張された
実用的な応用例は、簡単なより詳細なシステム実施例を含み、それらを用いて、これらの
薄型照明システム（照明器具および光分配システムとも呼ばれる）を、（市販の天井およ
び壁を形成するのに使用されるような）一般的な建築材料の物理的な本体厚さに組み込み
、電気的に接続し、（別個にまたは相互接続された分布として）電気的に制御することが
できる。
【発明の概要】
【００１８】
　したがって、本発明の一目的は、２本の直交する出力経線のそれぞれにおいて所定のコ
リメーション角度および正方形または長方形のファーフィールド照明パターンを有する市
販の照明応用例用のオーバーヘッドＬＥＤ照明のコンパクトで薄型プロファイルの手段を
提供することである。
【００１９】
　本発明の別の目的は、照明システムの長方形のファーフィールド照明パターンを維持す
る出力アパーチャに配置された角拡散によって、２本の直交する出力経線のそれぞれにお
いて修正されたコリメーション角度を有するオーバーヘッドＬＥＤ照明のコンパクトで薄
型プロファイルの手段を提供することである。
【００２０】
　本発明のさらに別の目的は、出力光が一方の経線でコリメートされ、他方ではコリメー
トされないシングルＬＥＤエミッタを使用し、コリメートされていない入力光をコリメー
トしながら、角度範囲を変えずにコリメートされた入力光を保存し伝達する光ガイドプレ
ートサブシステムの入力エッジとあわせて作動し、それによりその出力光が両方の出力経
線でコリメートされる薄型端面発光入力光エンジンを提供することである。
【００２１】
　また、本発明の一目的は、出力光が一方の経線でコリメートされ、他方ではコリメート
されないシングルＬＥＤエミッタのアレイを使用し、コリメートされていない入力光をコ
リメートしながら、角度範囲を変えずにコリメートされた入力光を保存し伝達する光ガイ
ドプレートサブシステムの入力エッジとあわせて作動し、それによりその出力光が両方の
出力経線でコリメートされる薄型端面発光入力光エンジンを提供することである。
【００２２】
　本発明のさらに別の目的は、出力光が一方の経線でコリメートされ、他方ではコリメー
トされないシングルＬＥＤエミッタを使用し、コリメートされていない入力光をコリメー
トしながら、角度範囲を変えずにコリメートされた入力光を保存し伝達するテーパ状の光
ガイドプレートサブシステムの入力エッジとあわせて作動し、それによりその出力光が両
方の出力経線でコリメートされる薄型端面発光入力光エンジンを提供することである。
【００２３】
　本発明のさらに別の目的は、テーパ状の光ガイドプレートサブシステムであって、入力
エッジに沿って入力光を受光し、反射ファセットおよびテーパ状のプレートの平面に積層
された関連付けられる光学フィルムの特定の構成を使用し、それにより、テーパ状の光ガ
イドプレートサブシステムが出力光の正方形または長方形のビームを集合的に抽出し、コ
リメートし、ファーフィールドに再配向できるテーパ状の光ガイドプレートサブシステム
を提供することである。
【００２４】
　さらに、本発明の一目的は、１次元で動作する角拡散レンチキュラーレンズアレイフィ
ルムであって、その放物線レンズ形状により先行技術の結果と比較して一意のファーフィ
ールド特性を可能にする１次元で動作する角拡散レンチキュラーレンズアレイフィルムを
提供することである。
【００２５】
　本発明のさらに追加の目的は、２つの直交して配向された１次元で動作する角拡散レン
チキュラーアレイフィルムの使用であって、対称的にコリメートされた光入力を正方形ま
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たは長方形のビームの断面を有する対称的にまたは非対称に広げられた出力光に変換でき
る放物線形状の微小凸レンズと正方形または長方形の照明パターンを生成する能力とを有
する２つの直交して配向された１次元で動作する角拡散レンチキュラーアレイフィルムの
使用を提供することである。
【００２６】
　さらに、本発明の一目的は、テーパ状の光ガイドプレートの使用であって、その断面が
線形に突出して、平坦な平面入力エッジを有する正方形および長方形のテーパ状の光ガイ
ドプレートを形成するテーパ状の光ガイドプレートの使用を提供することである。
【００２７】
　さらに、本発明の一目的は、テーパ状の光ガイドプレートの使用であって、その断面が
半径方向に突出して、円形プレートの中心に円筒形の光入力エッジを有する円形のテーパ
状の光ガイドプレートを形成するテーパ状の光ガイドプレートの使用を提供することであ
る。
【００２８】
　さらに追加の、本発明の一目的は、テーパ状の光ガイドプレートの使用であって、テー
パ状の光ガイドプレートの断面が半径方向および線形の両方に突出して、それにより、正
方形および長方形のプレートの中心に円筒形の光入力エッジを有する正方形および長方形
のテーパ状の光ガイドプレートを形成するテーパ状の光ガイドプレートの使用を提供する
ことである。
【００２９】
　本発明のさらなる１つの他の目的は、一方の経線で照明システムの出力光の角度範囲を
広げ、他方では広げないことを目的として、レンチキュラーフィルム片を光ガイドプレー
トの入力エッジに適用することである。
【００３０】
　本発明のさらに別の目的は、ニアフィールド輝度均一性を改善する手段として、照明シ
ステムの局所領域のみで角度範囲を広げるために、レンチキュラーフィルム片の幾何学的
に成型された部分を光ガイドプレートの入力エッジに適用することである。
【００３１】
　本発明のさらに１つの他の目的は、特定の作業タスクまたは作業領域を照明するために
、対称的におよび非対称的にコリメートされた光を有する薄型プロファイル照明システム
を配備することである。
【００３２】
　それに加えて、本発明の一目的は、特定の壁に装着された物体を照明するために、また
は、壁の選択された領域全体に淡い光を提供するために、対称的におよび対称的にコリメ
ートされた光による斜方照明ビームを有する薄型プロファイル照明システムを配備するこ
とである。
【００３３】
　さらに、本発明のさらなる目的は、薄型プロファイル照明システムであって、そのアパ
ーチャ輝度が、拡大された領域全体に光を拡散することによって、拡散する間に生成され
る照明ビームによって表示されるカットオフ角の鋭さを損なうことなく、弱められる薄型
プロファイル照明システムを提供することである。
【００３４】
　本発明のさらなる目的は、薄型プロファイル照明システムであって、アパーチャ輝度が
、拡大された領域全体に光を拡散することによって、拡散する間に生成されるフィールド
パターンの正方形性および長方形性を損なうことなく、弱められる薄型プロファイル照明
システムを提供することである。
【００３５】
　本発明のさらなる目的は、薄型プロファイル照明システムであって、その照明が、固定
された正方形または長方形の角度ビーム内に大部分が残る薄型プロファイル照明システム
を下から見えるオフアングルグレアを低減させる手段として提供することである。
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【図面の簡単な説明】
【００３６】
【図１Ａ】２つの相互接続されたサブコンポーネント、シングルＬＥＤエミッタを使用す
る端面発光バー入力エンジンおよび１つのプレート表面からの正方形または長方形のコリ
メートされた光のビームを出力する光ガイドプレートを含む薄型プロファイル照明システ
ムの斜視図である。
【図１Ｂ】図１Ａの斜視図に示された照明システムの分解図である。
【図１Ｃ】図１Ｂに示された照明システムをさらに分解した図であり、端面発光入力バー
からの出力された光およびシステム全体から出力された光の斜視図も追加されている。
【図１Ｄ】図１Ａに示された照明システムの斜視図であり、一方または両方の出力経線に
おける出力ビームプロファイルを処理するために、光ガイドプレートの下方に２枚の角度
拡張レンズシートが追加されている。
【図２Ａ】２つの相互接続されたサブコンポーネントを含む薄型プロファイル照明システ
ムセグメントの斜視図であり、１つの端面発光入力エンジンはシングルＬＥＤエミッタを
入力として使用し、それに対応するシングル角度変更リフレクタを出力として使用し、図
示のように、図１Ａに示された長方形バージョンの一般的な光ガイドプレートとあわせて
配置され、コリメートされた光の正方形または長方形のビームを１つのプレート表面から
出力する。
【図２Ｂ】図２Ａに示される４つの薄型プロファイル照明システムセグメントの線形アレ
イを示す図である。
【図２Ｃ】２つの相互接続されたサブコンポーネントを含む薄型プロファイル照明システ
ムの斜視図であり、端面発光アレイ型入力エンジンは、ＬＥＤエミッタの多重度を入力と
して使用し、角度変更リフレクタの多重度を出力として使用し、コリメートされた光の正
方形または長方形のビームを１つのプレート表面から出力する図１Ａに示された同じ光ガ
イドプレートとあわせて配置される。
【図２Ｄ】図２Ａに示された端面発光アレイ型入力エンジンの出力エッジの分解斜視図を
提供し、一方の経線でコリメートされ、他方の経線ではコリメートされないエンジンの出
力光の斜視図を含む。
【図２Ｅ】図２Ａに示された照明システムを含み、一方または両方の出力経線において出
射ビームのプロファイルを処理するために、光ガイドプレートの下方に２枚の角拡散レン
ズシートが追加されている。
【図３Ａ】２つの相互接続されたサブコンポーネント、シングルＬＥＤエミッタを使用す
るテーパ状の端面発光バー入力エンジンおよび正方形または長方形のコリメートされた光
のビームを１つのプレート表面から出力するテーパ状の光ガイドプレートを含む薄型プロ
ファイル照明システムの斜視図である。
【図３Ｂ】図３Ａの斜視図に示された照明システムの分解図を含む。
【図３Ｃ】ＬＥＤエミッタ、長方形の角度変更リフレクタおよびテーパ状の端面発光バー
入力エンジンの入力アパーチャの分解斜視図を含む。
【図３Ｄ】長方形の角度変更リフレクタおよび関連する光錐を含むテーパ状の端面発光バ
ー入力エンジンの入力アパーチャについて分離している分解斜視図を提供する。
【図３Ｅ】図３Ｄに示されたエレメント間の関係を分解された断面図で示し、そのエレメ
ントで発展されたシミュレーションされた角度光分布を含む。
【図４】図３Ａの薄型プロファイル照明システムの上面図であり、寸法および相対的な関
係が示される。
【図５Ａ】テーパ状の光ガイドパイプまたはプレートを概略側面図で示し、入力光ビーム
と出力光ビームの両方の対応するファーフィールド角プロファイルを示す。
【図５Ｂ】図５Ａのテーパ状の光ガイドの傾斜した上側出力面上で発展された関連付けら
れるニアフィールドの空間的均一性のグラフィックプロファイルを提供する。
【図５Ｃ】図５Ａのテーパ状の光ガイドの平坦な下側出力面上で発展された関連付けられ
るニアフィールドの空間的均一性のグラフィックプロファイルである。
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【図６Ａ】テーパ状の光ガイドの内側で全内部反射を受ける単一の近軸テスト光線によっ
て取られた光路を示す図である。
【図６Ｂ】テーパ状の光ガイドの内側で全内部反射を受ける単一の近軸テスト光線によっ
て取られる光路を示し、図６Ａに示されるものとはわずかに異なる開始軌跡が選択される
。
【図７Ａ】図５Ａに示されたテーパ状の光ガイドの傾斜した表面のすぐ上の空中で傾斜し
た反射平面を加えることによる光抽出に対する効果を示す図である。
【図７Ｂ】図５Ａに示されたテーパ状の光ガイドの平坦な表面のすぐ下の空中で平坦な反
射平面を加えることによる光抽出に対する影響を示す図である。
【図７Ｃ】図５Ａに示されたテーパ状の光ガイドの傾斜した表面に光学的に結合される傾
斜した反射平面を加えることによる光抽出に対する影響を示す図である。
【図８Ａ】図３Ａ～図３Ｂおよび図４のダブルコリメーティング光分配エンジンの諸実施
例の入力部分として機能するシングルＬＥＤ光エミッタを、光抽出プリズムのファセット
が平滑なミラー平面の構造化されていない形態へと潰された特別な場合の出力エッジから
見た斜視図である。
【図８Ｂ】図８Ａの端面発光ＬＥＤ光エミッタの上側図を提供し、得られる斜めに配向さ
れたファーフィールドビームの断面を示す。
【図８Ｃ】図８Ｂのシステムの出力エッジから射出される光ビームの断面を示す前面図を
提供する。
【図８Ｄ】図８Ａ～図８ＣのＬＥＤ光エミッタを上側斜視図で示し、斜めに配向された出
力照明の高度に対称な性質を示す。
【図９】テーパ状の光ガイドパイプ（またはプレート）の側断面図を示し、その傾斜した
（テーパ状の）平面は、２つの異なる誘電層と平面ミラーとを有する光学フィルムスタッ
クを含むように修正され、また、抽出された出力光の角度断面の重畳されたシミュレーシ
ョンを含む。
【図１０】光抽出の角度とそれをもたらす効果的な屈折率との間の量的関係を詳細に示す
グラフを提供する。
【図１１Ａ】光学挙動を、図９の側断面図と類似するが、より急峻に傾斜したミラーセク
ションで構成されるプリズムミラー平面を有するテーパ状の光ガイド構造の側断面図で示
す。
【図１１Ｂ】図１１Ａのプリズムミラー平面の一部分の拡大側断面図を提供する。
【図１１Ｃ】図１１Ａ～図１１Ｂのテーパ状の光ガイド構造内における光透過の光学的光
線追跡のシミュレーション結果を概略断面図で示す。
【図１２Ａ】図３Ａおよび図４の照明システムの一部である端面発光入力エンジンの分解
斜視図を提供する。
【図１２Ｂ】図３Ａおよび図４の照明システムの一部である端面発光入力エンジンの上面
図を提供し、光ガイドパイプのすぐ内側に、空中の出力として両方とも生成されるコリメ
ートされた出力ビームを示す。
【図１２Ｃ】図１２Ａに記載された端面発光入力エンジンの端面発光出力アパーチャを示
す斜視図であり、エンジンのエッジに沿ってよくコリメートされ、直交する経線において
かなり広く角度を付けられる出力発光の斜視図を示す。
【図１２Ｄ】図１２Ａのエンジンのさらに別の斜視図を提供し、この図は、粗ニアフィー
ルドの空間的均一性のビジュアル化を含む。
【図１２Ｅ】図１２Ａのエンジンのさらに別の斜視図を示し、より高密度の光抽出プリズ
ムファセットと関連付けられた改善された近均一性のビジュアル化を含む。
【図１２Ｆ】光抽出プリズムファセットの間隔が比較的大きいときの、図１２Ａの入力エ
ンジンの出力エッジ面上で起こる図１２Ｄに示された光分布を示す図である。
【図１２Ｇ】光抽出プリズムファセットの間隔が低減されているが、まだヒトが目視でき
るときの、図１２Ａの入力エンジンの出力エッジ面で起こる図１２Ｆに示された光分布を
示す図である。
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【図１２Ｈ】光抽出プリズムファセットの間隔が低減されていて、ヒトが目視できないよ
うに寸法設定されたときの、図１２Ａの入力エンジンの出力エッジ面で起こる光分布を示
す図である。
【図１３Ａ】エンジンの出力エッジの長さに沿ってニアフィールドの空間的均一性に対し
て非常に狭い角度の入力光源が及ぼす悪影響を示す斜視図である。
【図１３Ｂ】より広い角度の入力光源が、エンジンの出力エッジの長さに沿ってニアフィ
ールドの空間的均一性に対して及ぼす好影響を示す斜視図である。
【図１３Ｃ】角度範囲が大きすぎる入力源分布を使用するときに、エンジンの出力エッジ
の長さに沿ってニアフィールドの空間的均一性に及ぼされる悪影響を示す斜視図である。
【図１４Ａ】図１２Ａの端面発光入力エンジンの光ガイドパイプに入力として提供される
１つの特定の狭角の光分布のグラフィック表現である。
【図１４Ｂ】図１２Ａの端面発光入力エンジンの光ガイドパイプに入力として提供される
わずかに広い狭角の光分布のグラフィック表現である。
【図１４Ｃ】図１２Ａの端面発光入力エンジンの光ガイドパイプに入力として提供される
適度に広角の光分布のグラフィック表現である。
【図１４Ｄ】図１２Ａの端面発光入力エンジンの光ガイドパイプに入力として提供される
広すぎる角度の光分布のグラフィック表現である。
【図１５】図１４Ａ～図１４Ｄの入力光分布にそれぞれ対応する、関連する光ガイドパイ
プの入力アパーチャからの距離の関数として、入力エンジンのニアフィールドの空間的均
一性の４つの比較されるグラフィック図を提供する。
【図１６Ａ】照明されるべきファーフィールド表面領域よりも上に上昇した、図３Ａのシ
ングルエミッタの形態における薄型プロファイルシングルエミッタのテーパ状の光ガイド
照明システム間に存在する次元的関係の斜視図を提供する。
【図１６Ｂ】図１６Ａに示されたテーパ状の光ガイド照明システムの拡大斜視図を提供す
る。
【図１７】図１６Ａの斜視図で照明された表面上に作成されたファーフィールド照明パタ
ーンのグラフィック表現である。
【図１８】テーパ状の光ガイドプレートの表面に適用されるプリズム内のファセット角の
５つのわずかに異なる選択に応答する、図１６Ａの照明システムによって生成されるそれ
ぞれ異なるように傾斜したファーフィールドビームの断面のセットのグラフィック表現で
ある。
【図１９】薄型プロファイル光ガイド照明システムのプレート内の内的光再配向プリズム
角を変化させることによって到達できる＋６０度から－６０度の範囲のビーム方向を立証
するための９つの異なるファーフィールドビームの断面を示すグラフィック表現である。
【図２０】図３Ａの薄型プロファイル光ガイド照明システムに関する、光抽出および調整
フィルム内のプリズムファセット角とそれが生成するファーフィールドビームポインティ
ング角度のグラフである。
【図２１】図３Ａの薄型プロファイル光ガイド照明システムの出力アパーチャに適用され
る先行技術の形態のバルク散乱型ディフュージングシートのコンピュータで光線追跡シミ
ュレーションされたファーフィールド角拡散挙動を示す側断面図である。
【図２２Ａ】レンチキュラーディフューザとして知られる球面形状のレンズエレメントを
含む円筒形のレンズアレイフィルムの先行技術の形態の概略的な側断面図を示す。
【図２２Ｂ】図２２Ａに示されるレンチキュラー構造の断面斜視図を提供する。
【図２２Ｃ】マイクロサイズのレンズエレメントの数学的に発展された２次元分布を含む
先行技術の角拡散ディフューザのフィルム構造のペブル表面形態のトポグラフィックな概
略斜視図を提供する。
【図２３Ａ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
た光が、球面形状のレンチキュラーエレメントを有するレンチキュラーレンズシートの平
面側に適用されるときに生じるファーフィールドビームの断面を示す。
【図２３Ｂ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
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た光が、球面形状のレンチキュラーエレメントを有するレンチキュラーレンズシートのレ
ンズ側に適用されるときに生じるファーフィールドビームの断面を示す。
【図２４Ａ】放物線形状のレンチキュラーエレメントを有するレンチキュラーレンズシー
ト構造の斜視図を提供する。
【図２４Ｂ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
た光が、比較的浅い凹部（ＳＡＧ）を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有
するレンチキュラーレンズシートの平面側に適用されるときに生じる丸い底面のファーフ
ィールドビームの断面を示す。
【図２４Ｃ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
た光が、比較的浅い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有するレンチ
キュラーレンズシートのレンズ側に適用されるときに生じる平坦な底面のファーフィール
ドビームの断面を示す。
【図２４Ｄ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
た光が、適度な深さの凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントのレンチキュ
ラーレンズシートの平面側に適用されるときに生じる、サテライトウイングを有するより
広角の丸い底面のファーフィールドビームの断面を示す。
【図２４Ｅ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
た光が、適度な深さの凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントのレンチキュ
ラーレンズシートのレンズ側に適用されるときに生じる広角の丸い底面のファーフィール
ドビームの断面を示す。
【図２４Ｆ】図３Ａの発光システムから示されるような＋／－５度×＋／－５度コリメー
トされた光が、非常に深い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有する
レンチキュラーレンズシートの平面側に適用されるときに生じる広角の３モードファーフ
ィールドビームの断面を示す。
【図２４Ｇ】図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされ
た光が、非常に深い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有するレンチ
キュラーレンズシートのレンズ側に適用されるときに生じる、非常に広角のファーフィー
ルドビームの断面を示す。
【図２５】レンチキュラーディフューザシートに関して、ファーフィールド角の合計と０
．１から１．０の放物線レンチキュラーのピーク対ベース比との間に見られる最良の形態
の幾何学関係を要約するグラフである。
【図２６】単一の放物線型レンチキュラー角拡散シートを出力アパーチャの下に含む、図
３Ａに示されたコリメートされた薄型プロファイル照明システムの斜視図であり、レンチ
キュラー軸は、入力エッジに配向されたイルミネータのｙ軸と平行に延びる。
【図２７】１５００ｍｍの高さから１８００ｍｍ×１８００ｍｍの照明表面上に図２６の
照明システムによって生成された長方形のファーフィールドビームパターンのコンピュー
タシミュレーションを含み、その長方形のパターンは、システムのｘ軸に沿って、非対称
的に＋／－３０度伸びている。
【図２８】２枚の直交して配向される放物線型レンチキュラー角拡散シートを出力アパー
チャの下方に含む、図３Ａに示されたコリメートされた薄型プロファイル照明システムの
斜視図を示し、一方のシートのレンチキュラー軸は、イルミネータのｙ軸に配向された入
力エッジと平行に延び、他方のレンチキュラー軸は、イルミネータのｘ軸と平行に延びる
。
【図２９Ａ】１５００ｍｍの高さから１８００ｍｍ×１８００ｍｍの照明表面上に図２８
の照明システムによって生成された正方形のファーフィールドビームパターンのコンピュ
ータシミュレーションを含み、その正方形パターンは、システムのｘ軸およびｙ軸の両方
に沿って＋／－３０度で対称的に配置されている。
【図２９Ｂ】１５００ｍｍの高さから１８００ｍｍ×１８００ｍｍの照明表面上に図２８
の照明システムによって生成されたより狭い正方形のファーフィールドビームパターンの
コンピュータシミュレーションを含み、そのより狭い正方形パターンは、システムのｘ軸
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およびｙ軸の両方に沿って＋／－１５度で対称的に配置される。
【図３０Ａ】図１Ａ～図１Ｄ、図３Ａ～３Ｅ、図４、図１６Ａ～１６Ｂ、図２６および図
２８の機能図に基づいて、本発明の完全に構成された光エンジンの実施形態の一例の分解
上面斜視図を提供する。
【図３０Ｂ】使用できる市販のＬＥＤエミッタ、対応する正方形または長方形のリフレク
タおよび本発明による光抽出フィルムを有するテーパ状の光ガイドバーの間に存在する結
合領域の拡大斜視図を提供する。
【図３０Ｃ】図３０Ａの分解された詳細に示された完全に構成された光エンジンの実施形
態の完全に組み立てられた形態の斜視図を提供する。
【図３０Ｄ】金属被覆されたファセット処理された層を、平面リフレクタおよびパイプの
正面をちょうど超えたところに配置される別個のファセット処理された光抽出エレメント
（ファセットの頂点がパイプ表面の方を面している）によって交換することができる、本
発明の関連する幾何学形態を示す。
【図３０Ｅ】光ガイドプレートに適用される図３０Ｄの変形例を示す斜視図である。
【図３１Ａ】光ガイドプレートへ入力のリフレクタベースの手段に基づく完全に構成され
たマルチエミッタ光エンジンに関する、図２Ａに従う実用的なシングルエミッタセグメン
トの分解上側斜視図を提供する。
【図３１Ｂ】図３１Ａに分解して示された実用的な光エンジンの実施例の組み立てられた
バージョンの斜視図である。
【図３１Ｃ】ＬＥＤエミッタ、リフレクタおよび光ガイドプレートを合わせることに関す
る基礎的な位置関係のより明瞭な記載を提供する概略上面図である。
【図３２Ａ】図２Ａ～図２Ｅおよび図３１Ａ～図３１Ｃで一般化されたようなマルチエミ
ッタ薄型照明システムの斜視図を示し、内部の詳細を明らかにするために上部リフレクタ
が除いて示されている。
【図３２Ｂ】図３０Ａのシステムの斜視図を示し、上部リフレクタが追加され、また、シ
ステムの下向きに配向されたファーフィールド出力ビームプロファイルを示す。
【図３３Ａ】図３１Ｂに示されたエミッタ－リフレクタ－光ガイドプレートの薄型照明シ
ステムの発明の変形例の２つの横に並んだダウン照明エンジンセグメントの上側斜視図を
示す。
【図３３Ｂ】図３１Ｂに示されたエミッタ－リフレクタ－光ガイドプレートの薄型照明シ
ステムの変形例の２つの直線上に並んだダウン照明２エンジンセグメントの上側斜視図を
示す。
【図３３Ｃ】図３１Ｂに示されたエミッタ－リフレクタ－光ガイドプレートの薄型照明シ
ステムの変形例の２つの向かい合って並んだ２エンジンセグメントの上側斜視図を示す。
【図３４Ａ】上記実施例に紹介されたテーパ状の光ガイドプレートの直線的な突出に関す
る全域境界条件の概略斜視図である。
【図３４Ｂ】図３４Ａの線形境界条件が、上記実施例に示されたように、線形に突出した
ファセット処理された光抽出フィルムも形成することを示す概略図である。
【図３４Ｃ】本発明におけるディスク型のテーパ状の光ガイドプレートを形成するために
半径方向に制限された突出の基本的な実行を概略斜視図で示す。
【図３４Ｄ】、図３４Ｃに示された半径方向の突出を実行する結果として得られる円形の
テーパ状の断面光ガイドプレートを概略斜視図で示す。
【図３４Ｅ】本発明にしたがって半径方向にファセット処理された光抽出フィルムを形成
するために、軸線および円形のガイドパスの周りで掃引するファセット処理された断面に
関する対応する半径方向の突出プロセスを示す概略斜視図である。
【図３４Ｆ】図３４Ｅに示された半径方向の突出の実行の結果として得られる半径方向光
抽出フィルムを示す上側概略斜視図である。
【図３５Ａ】本発明にしたがって組み合わせた図３４Ｅの半径方向にファセット処理され
た光抽出フィルムおよび図３４Ｄの円形の光ガイドプレートを示す断面斜視図である。
【図３５Ｂ】図３５Ａの半径方向光ガイドシステムを有する（図３１Ａに示したような）
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例示的なＬＥＤエミッタの実用的な組合せの一実施例の内側の詳細を示す断面斜視図であ
る。
【図３５Ｃ】薄型エミッタ－リフレクタ－光ガイドプレート照明システムのこの例示的な
半径方向形態の光入力領域のより細かな詳細を示す図３５Ｂの断面の拡大図である。
【図３６Ａ】図３５Ａの薄型エミッタ－リフレクタ－光ガイドプレート照明システムの内
側の詳細を明らかにする部分断面斜視図であるが、かかる構成で有用な半径方向熱抽出エ
レメントの１つのタイプの実施例を有する。
【図３６Ｂ】図３６Ａに表される例示的な光エンジンの実施形態の概略斜視図であり、図
３６Ａの断面の詳細がなく、ダウンライト配向である。
【図３６Ｃ】図３５Ａ～図３５Ｃおよび図３６Ａ～３６Ｂの例示的な光エンジンの実施形
態を示す図３６Ｂと同様の概略斜視図であり、本質的によくコリメートされたファーフィ
ールド出力照明である。
【図３６Ｄ】放物線レンチキュラーフィルムシートとそれを保持するための円形フレーム
を加えた図３６Ｂに表される光エンジンの分解斜視図である。
【図３６Ｅ】図３６Ｄの薄型システムの分解されていない図を示す。
【図３６Ｆ】図３６Ｃと同様の概略斜視図であるが、図３６Ｅに示される薄型照明システ
ムの非対称に広げられたファーフィールド出力照明を示す。
【図３６Ｇ】照明されるべき１８００ｍｍ×１８００ｍｍの表面の上１５００ｍｍの高さ
に配置された図３６Ｆの薄型照明からの例示的なファーフィールドビームパターンを示す
。
【図３７】ねじ込み式電球として構成される図３６Ｅの薄型プロファイル光エンジンの実
施例を示す概略斜視図である。
【図３８Ａ】図３４Ｃに先に示された半径方向に制限された光ガイドプレートの突出の図
の正方形の切欠部の概略斜視図である。
【図３８Ｂ】図３８Ａに提供された完全な概略斜視図の拡大部分図であり、早過ぎる切り
落としによって起こるエッジが厚くなる障害の重要度がより分かりやすく示されている。
【図３９Ａ】システムのＺ軸と平行に延びる軸線の周りに９０度の円弧セグメントに掃引
された、５つのプロトタイプのテーパ断面を有する半径方向におよび線形に制限された突
出を示す。
【図３９Ｂ】図３９Ａに発展されるような９０度のセグメントのうち４つの突出の組合せ
を示す斜視図である。
【図３９Ｃ】図３４Ｄと同様の斜視図であるが、図３９Ｃの半径方向および線形の制限さ
れた突出から生じる４分割された正方形のテーパ状の光ガイドプレートを示す。
【図３９Ｄ】正方形の光ガイドプレートを使用する本発明の薄型正方形光エンジンおよび
そうでない場合には図３６Ｅに示された円形の光エンジンのものと類似する内部構成の型
態の斜視図である。
【図４０Ａ】平面上部ミラーを使用してテーパ状の光ガイドプレートシステムと相互結合
する入力エンジンとして、テーパ状の光ガイドパイプシステムを配備する薄型照明システ
ム１のシングルエミッタの形態の別の実施形態の斜視図を示す。
【図４０Ｂ】図４０Ａの側断面図である。
【図４０Ｃ】図４０Ａ～図４０Ｂの照明システムの斜視図であり、システムが生成する斜
めに配向されたファーフィールド出力ビームのコリメートされた性質を示す。
【図４１Ａ】図４０Ａ～図４０Ｃの照明システムを示す側面図であり、地表レベルの上に
１０フィートに、かつ、照明される垂直璧表面から３フィートの水平距離で装着される。
【図４１Ｂ】照明された壁表面と図４１Ａの照明システム１によって作られるビームパタ
ーンの前面図を示す。
【図４２】図４０Ｃと同様の照明システムの斜視図であるが、出射ビームの水平角度範囲
を広げるためのシステムのテーパ状の光ガイドプレートと、入力エッジ上の１次元の角拡
散レンチキュラーフィルム片を含んでいる。
【図４３Ａ】図４２の照明システムを含む壁および床の側面図を示す。
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【図４３Ｂ】図４２の照明システムを使用して照明される壁表面の前面図であり、得られ
るビームパターンを含む。
【図４４】外側傾斜ミラーと組み合わせた図４０Ａ～図４０Ｃ、図４１Ａ、図４２および
図４３Ａの照明システムに基づく薄型プロファイル照明システムの実施形態の側面図であ
る。
【図４５Ａ】地表レベルの１０フィート上に取り付けられ、照明されるべき垂直壁表面か
ら３フィートに１２度傾斜して配置された図４４の傾斜ミラー照明システムの側面図であ
る。
【図４５Ｂ】図４４の１２度傾斜したミラー照明システムによって照明された前面図壁表
面およびその関連付けられるビームパターンを示す。
【図４６Ａ】図４５Ａと同じであるが、ミラー傾斜が１６度の場合の側面図である。
【図４６Ｂ】図４６Ａの１６度傾斜したミラー照明システムによって照明された前面図壁
表面とその関連付けられるビームパターンを示す。
【図４７】部屋の角の斜視図であり、２枚の壁、床および図４４、図４６Ａおよび図４６
Ｂの薄型プロファイル傾斜ミラー照明システムによって斜めに照明された額装された絵画
を示す。
【図４８Ａ】図４２と同様の上側図であるが、テーパ状の光ガイドプレート上の平面ミラ
ーではなくプリズムシートを使用して、出射ビームの水平角度範囲を広げるために、１次
元の角拡散レンチキュラーフィルム片が光ガイドプレートの入力エッジに追加されている
。
【図４８Ｂ】図４８Ａの構成を斜視図で示す。
【図４８Ｃ】図３９Ａの別の斜視図であり、照明システムの下側出力アパーチャを示す。
【図４９】テーパバージョンの光ガイド入力エンジン１２０の斜視図であり、光ガイドパ
イプの始点における光調整のｆ角度範囲およびパイプの出力エッジに沿った様々な点にお
ける出力光のグラフィックシミュレーションシーケンスを示す。
【図５０】図５０Ａ～図５０Ｂ、図５０Ｄ、図５０Ｆおよび図５０Ｇは、シミュレーショ
ンされた様々なレンチキュラーフィルムのセクション構成によって区別される薄型プロフ
ァイル照明システムの斜視図を示す。図５０Ｃは、図５０Ａの斜視図の拡大図を示す。図
５０Ｅおよび図５０Ｈは、２つの異なるニアフィールド均一性の改善の斜視図を示す。
【図５１Ａ】便利に拡大されたプリズム粗さを使用して、可変プリズム間隔設計法の背景
となる概念の基礎である概略的な光抽出フィルム断面の側面図を示す。
【図５１Ｂ】図５１Ａに示された設計コンセプトの斜視図である。
【図５１Ｃ】首尾よく均質化されたニアフィールドが可変プリズム間隔法を使用する、本
発明の薄型照明システム１の斜視図を示す。
【図５２】図４１Ｈに記載されるような角入力エッジ補正が部分的に成功する１つの薄型
プロファイル照明システムと図４２Ｃに示される完全に補正されるものおよびニアフィー
ルド空間非均一性の視覚的な比較を可変プリズム間隔法によって示す。
【発明を実施するための形態】
【００３７】
　薄型プロファイル照明の発明の１つの主な形態によって構築された光学システム１は、
図１Ａに示される概略斜視図および図１Ｂに示される分解斜視図に全体的に示される。本
発明のこの形態は、広角平面エミッタ（たとえば、ＬＥＤ）から集光し、薄型光ガイドバ
ーを使用して１本の経線において強度のコリメーションを提供し、次いでさらに、大幅に
拡大された出力アパーチャからのダブルコリメートされたファーフィールド出力光の均一
な源を生成するように、等しい強度のコリメーションコリメーションを第１の経線と直交
する第２の経線で光に加えながら第１の経線に強度のプレコリメーションを保持する等し
く薄型の光ガイドプレートを用いてこの光を処理する。このように示される光分配エンジ
ン１は、２つのサブコンポーネントで構成され、光エミッタ２（好ましくはＬＥＤベース
の光エミッタつまりＬＥＤ光エミッタ）の出力光４は、隣接する光分配光学部品９の対応
するエッジに、エッジ８を介して再配向されるように構成され、光分配光学部品９の内部
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設計は、入射する出力光４をうまくまとめられた出力光１０に変換するように構成され、
この出力光１０は、光分配光学部品の大幅に拡大された出力アパーチャ１１にわたる重複
ビームの多重度でこのアパーチャ１１全体に均一に分配され、このアパーチャ１１の光錐
は光分配エンジンの２本の直交する出力経線（たとえば、ＺＸ経線およびＺＹ経線）にお
いて＋／－θ1および＋／－θ2までの角度に制限される。この形態において光エミッタ２
は、好ましくは、端面発光バー（端面発光パイプ、端面発光ガイドまたは光拡散パイプと
等しい）１８で構成され、この端面発光バーは、入力にシングルＬＥＤエミッタ３を有し
、かつ、端面発光パイプの出力光４が出力エッジ８の長さに沿って均一に分配されるよう
に、かつ、一方の経線（たとえば、Ｙ軸５およびＺ軸６に共通な平面を含むＺＹ経線）で
他方の経線（たとえば、Ｘ軸６およびＺ軸６に共通な平面を含むＺＸ経線）よりも狭くプ
レコリメートされるように構成された内部設計を有するのが好ましい。この形態において
光分配光学部品９は、光エミッタ２から出力エッジ８に沿って出力光４を受光し、透過性
の（誘電性の）光ガイドプレート２８および関連付けられる光抽出・再配向エレメント３
４を備え、その内部設計により、出力光１０をプレーンアパーチャ表面１１の１つのみか
ら外向きに（図示のように下向きに）配向し、両方の出力経線（上記のようなＺＸおよび
ＺＹ）でコリメートできるようにするのが好ましい。
【００３８】
　部品の向き、光の方向および角度範囲は、３本の直交する結晶軸５、６および７、Ｙ、
ＺおよびＸにそれぞれ関連する。
【００３９】
　一実施例として、ＬＥＤ光エミッタ２は出力アパーチャ（図示せず）内に１つまたは複
数のＬＥＤチップを含むことができるシングルＬＥＤエミッタ３と、エミッタ３から光を
効率的に集光し、直交する経線のそれぞれにおいて予め選択された角度分布を有する透過
性の誘電性光ガイドバー１８の入力面１６に伝達するように設計された長方形のエタンデ
ュ保存角度変更リフレクタ（ＲＡＴ）とすることができる結合光学部品１４とで構成され
、薄い空隙２０によって光分配光学部品９から離隔している。透過性の光ガイドバー１８
自体は、２つの互いに連結した光学エレメント２２および２４と、側部（エッジ）が全内
部反射によって中に流れる入力光を伝達する滑らかに研磨された正方形（または長方形）
の断面を有する透過性の光ガイドバー（パイプまたはガイド）２２と、光ガイドバー２２
の１つのエッジに隣接して配置された光抽出フィルム２４とによって構成される。光抽出
フィルムの詳細な設計および組成が以下により詳細に説明されるが、その長さに沿って至
る所に当たるバー２２を流れる光の画分を抽出し、それにより、実質的に外向き方向に出
力エッジ８を通ってシステムのＸ軸７に沿ってバーの長さ全体にわたって均一に抽出され
た全ての光を再配向しながら、１本の経線（Ｚ、６）で抽出された光の角度分布を変える
ことなく、別の経線（Ｙ、５）においてその光をコリメートする。
【００４０】
　光分配光学部品９はまた、２つの互いに連結された光学エレメントで構成され、そのう
ち１つは透過性の誘電性光ガイドプレート２８であり、もう１つは隣接する光抽出フィル
ム３４である。光ガイドプレート２８は、平坦な研磨された入力エッジ２５と、２つの平
坦な研磨された平面１１および３２とを有する。図１Ａ～図１Ｂの実施例では、光抽出フ
ィルム３２を積層して、平面３２が平らにされる。（類似の形態では、単に平面１１を越
えて配置することができる。）光抽出フィルム３２の設計および組成（以下にさらに記載
する）は、その長さに沿ってその領域にわたって至る所で当たる光の画分を、プレート２
８内の全内部反射から解放できるようにし、一方の経線（Ｘ、７）で他方の経線（Ｙ、５
）における光のプレコリメートされた角度分布に変えることなくコリメートされ、エレメ
ントの出力軸６（Ｚ）に沿って外向きに、またはいくつかのその他の出力光方向にある角
度でダブルコリメートされた出力ビーム１０として再び方向付けされる。
【００４１】
　以下の実施例に重要な経線面は３本ある。水平経線（便宜上、ＸＹ経線とも呼ばれる）
は、光分配光学部品９の大きな平面と平行なＸＹ平面とされる。第１の垂直経線（便宜上
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、ＺＹ経線とも呼ばれる）は水平経線と直交し、本明細書では光分配光学部品９の入力エ
ッジ２５と平行なＺＹ平面とされる。第２の垂直経線（便宜上、ＺＸ経線とも呼ばれる）
は、水平経線と第１の垂直経線の両方と直交し、本明細書ではＺＸ平面とされる。デカル
ト基準系全体は、Ｙ軸５、Ｚ軸６およびＸ軸７を備える。
【００４２】
　図１Ｃは、システムの様々な光フローおよび本発明のダブルコリメーティング作用によ
って生成された対応する角度分布をより明らかに示す部分分解斜視図である。全体的な記
載において、ＬＥＤエミッタ３からの入力光は、結合光学部品１４の入力アパーチャおよ
び出力アパーチャによって集光され、それらを通過し、Ｙ軸５に沿って光ガイドバー１８
の入力面１６に結合するために最適化された角度分布を有するビーム３６に変換される。
ビーム３７は、バー１８の長さを通過するにしたがって、光抽出フィルム２４の作用によ
って、Ｙ軸５からＸ軸７まで９０度回転するように構成され、端面発光ビーム３８として
エッジ面８に沿って至る所で出力され、水平ＸＹ経線において角度幅＋／－θY（空中で
）４０に強力にコリメートされ、垂直ＺＸ経線において角度幅角度幅４２のようにより弱
くコリメートされる。光ビーム３８は次いで、エッジ面２５を介して光分配光学部品９の
本体中に、また、Ｘ軸７に沿って配向されたビーム３９として光ガイドプレート２８に結
合する。ビーム３９は、光ガイドプレート２８の長さおよび体積を通過するにしたがって
、光抽出フィルム３４の作用によってビーム４５として、初めに伝播するＸ軸方向７から
出力Ｚ軸方向６までの至る所で９０度回転する。ビーム４５は、光分配光学部品９を通過
することによって、垂直ＺＸ経線において強力にコリメートされて角度幅＋／－θX（空
中で）４１まで狭くなるが、水平ＺＸ経線において、角度幅４４として平面２８で等しく
強力なプレコリメーション＋／－θYY（＋／－θY空中で）を保持する。その結果、よく
コリメートされたファーフィールド出力照明１０は、光分配光学部品９の平面１１の表面
領域から空中に放出され、照明１０は、垂直ＺＹ経線（角錐の面４６）における出力経線
＋／－θYと垂直ＺＸ経線（角錐の面４８）における出力経線＋／－θXの両方において等
しくよくコリメートされる。
【００４３】
　広角光ビーム３６は、結合光学部品１４、この実施例では、長方形のエタンデュ保存角
度変更（ＲＡＴ）リフレクタから出力され、２本の直交する出力経線（ＸＹおよびＺＹ）
のそれぞれにおけるエタンデュ保存角度分布は、透過性の光ガイドバー１８の入力面１６
に結合する入力の効率を最大にし、バーの出力エッジ（つまり面）８の長さに沿って生成
された出力輝度の空間的均一性も最大にするように選択される。光ガイドバーの得られる
ファーフィールド出力ビーム３８（角錐体で象徴的に示される）は、本発明の作用により
水平ＸＹ経線においてよくコリメートされ、したがって、＋／－θY（最大角度２θY）で
示される低減された角度幅４０（低減された角度範囲とも呼ばれる）が実現される。直交
するＺＸ経線における出力光３８の角度分布は、光ガイドバー１８を通ることによって実
質的には変わらず、垂直ＺＹ経線における結合光学部品１４（この場合はＲＡＴリフレク
タ）の特性である、元来の広角入力ビーム３６を保つ。この垂直ＺＸ経線における角錐４
２は、出力エッジ８から対応する光ガイドプレート９の入力エッジ２５へと出射光の最も
効率的な光学結合を達成するように構成される。入力角４２はまた、以下にさらに詳しく
説明されるように、コンポーネントの出力アパーチャ表面１１全体にわたって抽出された
出力光の最も高い空間的均一性を達成するように選択される。入力光錐３８が光分配光学
部品９の入力エッジ２５を通って入射すると、プレート２８内で全内部反射を受ける。そ
のプレートの水平ＸＹ面内に流れる光の角度幅は、内側のビームの断面４３で象徴的に表
され、この経線における入射光の角度範囲４０を保つ。光分配光学部品９を取り囲む空中
におけるこの水平の光とプレート２８の中間における対応する光との角度関係は、単純に
、Ｓｉｎ（θY）＝ｎ・Ｓｉｎ（θYY）であり、ｎは透過性の光ガイドプレート２８の屈
折率である。
【００４４】
　エタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ１４は、ｄ1×ｄ2に寸法設定された入力アパーチャ（
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図示せず）を有し、この入力アパーチャは、やはり実質的にｄ1×ｄ2に寸法設定されたＬ
ＥＤエミッタ３の出力アパーチャ（図示せず）に合うように設計される。ＲＡＴリフレク
タ１４は、Ｄ1×Ｄ2である出力アパーチャを有する。ＲＡＴリフレクタ１４は、４つの側
部を有し、リフレクタのそれぞれの側部は、入力アパーチャと出力アパーチャとの間のエ
タンデュを保存するように数学的に成型され、それにより、ＬＥＤの広角射出をエタンデ
ュ保存出力光に変更し、エタンデュ保存出力光は次いで、光ガイドパイプ（またはバー）
２２の両方の経線において、＋／－θ1×＋／－θ2に実質的に等しい角度範囲で、ＲＡＴ
リフレクタの出力アパーチャを通る。ここで、＋／－θ1および＋／－θ2は、適用可能な
エタンデュ保存正弦法θi＝Ｓｉｎ-1（ｄi／Ｄi）で求められる。ここで、ｄiおよびＤi

は、各経線における入力アパーチャ寸法および出力アパーチャ寸法を、ｄ1およびｄ2（空
間寸法において）、Ｄ1およびＤ2（空間寸法において）ならびにθ1およびθ2（角度寸法
において）を指す。
【００４５】
　以下でさらに立証されるように、光ガイドパイプの入力アパーチャへの最大光結合に関
するＲＡＴリフレクタの最も有用な出力角度は、空中でそれぞれ半分の角度に、約５０～
５５度、すなわち＋／－θ1および＋／－θ2まで低減されるのが最も良い。したがって、
ｄ1、ｄ2、Ｄ1およびＤ2の設計値は、使用されるＬＥＤエミッタ３の寸法に応じて適宜調
節されることになる。ＲＡＴリフレクタ１４の入力アパーチャと出力アパーチャの長さつ
まり物理的離隔Ｌは、正弦法によって前述されたように、実質的にはＬ＝０．５（ｄi＋
Ｄi）／Ｔａｎθiとなり、Ｌは、ＲＡＴリフレクタの２本の経線のそれぞれにおいて計算
された長さのうち大きい方であるが、結合性能を大幅に損なうことなく１０％から４０％
短くすることができる。
【００４６】
　ダブルコリメートされた（つまりクロスコリメートされた）出力光は、システム１の光
分配エンジンによって、出力アパーチャ１１の表面領域全体に均一に分配される。さらに
、ダブルコリメートされたファーフィールドビーム１０は、以下でさらに詳しく説明され
るコンピュータシミュレーションされたプロファイル５０によって、図１Ｃに示される。
θY＝θXのとき、本実施例のように、出力ビーム１０の断面は正方形である。θY＞θXの
とき、または、同じく可能であるθY＜θXのとき、出力ビーム１の断面は長方形である。
【００４７】
　本発明のこの特定の形態は、光エミッタ２と光分配光学部品９とを組み合わせて達成さ
れる断面の薄さによってだけではなく、それらの集合的な光学挙動から生じるダブルコリ
メートされた出力ビームによっても、全ての既知の先行技術と区別され、出力ビームコリ
メーションの一方の角度は端面発光エミッタ２から入射し、出力ビームコリメーションの
直交する角度は光ガイドから入射し、光分配光学部品９の性質を抽出および再配向する。
薄型照明システムのいくつかの先行技術の実施例は、一方の出力経線においてコリメート
された光を生成し、他方の出力経線においては生成しないのに対し、本発明のみが、両方
の直交する出力経線において、別々にコリメートされた光を生成する。
【００４８】
　ダブルコリメートされた出力ビーム５０は、外向きに拡張して、システム１の出力アパ
ーチャ表面１１をちょうど越えたところに１つまたは２つの角度拡散フィルムシート５２
および５３を加えることによって、図１Ｄの斜視図に示されるように、＋／－θY×＋／
－θY’よりも大きな出力ビームの角度の任意の直交するセットを生成することができる
。このようなフィルムは、実際にはかなり薄く（好ましくは＜０．２５０ｍｍ）、光分配
エンジンの薄い断面に加えられる厚みはほんのわずかなに過ぎない。
【００４９】
　角度拡散フィルムシートの特別なレンチキュラークラスが紹介され、本発明の追加のフ
ィーチャとして、以下にさらに詳しく記載される。このようなフィルムシートを適用して
、一方の経線でのみフィルムを通過する光の角発散を変更させ（すなわち、広くし）、他
方の経線では変更しない。２つのこのようなレンチキュラーシートを、図１Ｄのように、
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互いに実質的に直交して配向されたそれらのレンズ軸を用いて配向することにより、異な
る角度幅５６および５８で、より広いファーフィールドビームパターンの完全なファミリ
ーが達成され、各経線に影響を与えることができる。本発明に含まれるレンチキュラーシ
ートは、照明システム１のこれらの特定の薄型プロファイルダブルコリメーティング光分
配エンジンの正方形および長方形のビーム形状（すなわち照明パターン）特性を保存する
機能によって、先行技術の全ての他のものとは区別される。図１Ａ～図１Ｃのシステム１
からのファーフィールド出力ビームが＋／－５度×＋／－５度であり、単に一実施例のよ
うに実質的に正方形のファーフィールド照明パターンを作る場合、図１Ｄのシステムに関
するいくつかの可能なファーフィールドビーム代替５６および５８は、いくつか例をあげ
ると、＋／－１０度×＋／－１０度、＋／－５度×＋／－２０度、＋／－３０度×＋／－
３０度および＋／－２５度×＋／－１５度となる。拡張された角度範囲が各経線で同じと
きには、得られる照明パターンは実質的に正方形となる。拡張された角度範囲が各経線で
異なるときには、得られる照明パターンは、実質的に長方形となる。
【００５０】
　出力ビーム角度の拡散はまた、球面レンチキュラーレンズシートおよびホログラフィッ
ク（回折）原理に基づく高度に非対称な光線成型ディフューザなどの先行技術で述べられ
た、より一般的な拡散材料を使用して達成することができる。しかしながらいずれの場合
であっても、鋭角カットオフの特徴的な利点は維持されず、正方形も長方形のビームパタ
ーンも達成されない。図１Ｄに示されたような従来の先行技術のディフューザを使用して
得られたファーフィールド出力ビームのパターンは、本質的に、円形または楕円形となる
。
【００５１】
　この薄型プロファイル照明システムの発明の第２の形態にしたがって構築された光学シ
ステム１が、図２Ａ～図２Ｅの斜視図に全体的に示される。本発明のこの形態と図１Ａ～
図１Ｄに全体的に示される関連する形態との主な相違点は、この形態では、ＬＥＤ光エミ
ッタ２が、１本の経線で強力にプレコリメートされた入力光を、プレコリメートの途中で
光ガイドバー１８を必要とせずに、結合光学部品１４の出力から光分配光学部品９の入力
エッジまで直接提供することである。この形態において、結合光学部品１４は、好ましく
は長方形エタンデュ保存角度変更リフレクタ（ＲＡＴ）であり、そのコリメーティングパ
ワーを適用して、水平ＸＹ経線におけるＬＥＤエミッタの角度範囲を＋／－θY（空中で
）まで狭くし、（図２Ａに示された結合されたビーム表現４３の角度範囲４４と同じよう
に）結合されると、光分配光学部品９内で＋／－θYYになるように適用される。ＲＡＴリ
フレクタの交差する経線ＺＸを上述のように使用して、光分配光学部品９に対して光結合
性能（効率および均一性）を最適化するのに十分なコリメーションのみを単純に提供する
ことができる。この形態では、光分配光学部品９の幅６０（Ｗで示される）は、ＲＡＴリ
フレクタ１４のＸＹ経線出力アパーチャ幅６１（Ｄ1で示される）とほぼ等しく、Ｄ１は
古典的な正弦法によっておよそｄ1／Ｓｉｎθ1として規定され、ｄ1はＬＥＤエミッタ３
の出力アパーチャフレーム６２の水平幅６３（前述のように、ｄ1×ｄ2は、水平および垂
直である）である。
【００５２】
　この形態のより詳細な実施例が以下にさらに提供されるが、最初の実施例はここで、図
２Ａの一般的な図に縮尺を与えるために提供される。１つの可能性であるｄ1＝３．６ｍ
ｍのときと、別の可能性であるＸＹ経線のプレコリメーションが＋／－θ1＝＋／－θY＝
１０．５度、Ｄ1＝１９．７５ｍｍとなるときには、ＲＡＴリフレクタの理想的な長さ６
４（Ｌで示される）も、正弦法によって、上述のように、０．５（ｄ1＋Ｄ1）／Ｔａｎθ

1＝６３ｍｍとなり、重大な損失なしに１０％～４０％だけ短くすることができる。
【００５３】
　図２Ａの光分配エンジン１の断面厚さ６６（Ｔで示される）は、ＲＡＴリフレクタの垂
直出力アパーチャ寸法６７（Ｄ2で示される）とほぼ等しく、したがって、ＬＥＤエミッ
タ出力アパーチャフレーム６２の垂直寸法６５（ｄ2で示される）によって駆動される。
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別の合理的な可能性であるｄ2がたとえば２．４ｍｍのとき、および、以下にさらに説明
されるように所望のコリメーティング角が＋／－５５度であるときには、Ｄ2が、正弦法
によって、ｄ2／Ｓｉｎθ2＝２．９ｍｍとなり、本発明にしたがって光分配エンジンの潜
在的な厚さを拡大する。
【００５４】
　図２Ａは、この形態のダブルコリメーティング光分配エンジン１の全体的な構成要素で
ある、Ｚ軸６に沿って（にある角度で）全体的に配向されたＬＥＤエミッタ３、結合光学
部品１４、光分配光学部品９およびダブルコリメートされた出力照明１０を示す部分分解
斜視図である。ＬＥＤエミッタ３から射出された実質的に全ての光は、対応してサイズ設
計された結合光学部品１４の入力アパーチャ、好ましくは長方形のエタンデュ保存角度変
更（ＲＡＴ）リフレクタによって集光される。次いで、実質的に全ての集光された光（Ｒ
ＡＴリフレクタの４つの側部を有する反射構造６８内の反射および吸収損失がほとんどな
い）は、リフレクタの長方形のＤ1×Ｄ2出力アパーチャから対応してサイズ設計された光
分配光学部品９の長方形の入力アパーチャまで結合される。結合された光は、上述のよう
に、伝播ビーム４３によって象徴的に表され、伝播ビーム４３は、水平ＸＹ経線光分配光
学部品９内で示されるように、プレコリメートされた角度範囲＋／－θYYを有するが、光
分配光学部品の４つの外部表面境界のそれぞれで、全内部反射の境界条件を満たす。次い
で、全般的に上述したように、ダブルコリメートされた出力照明１０は、水平ＸＹ経線に
おけるプレコリメーションおよび垂直ＺＸ経線における伝播光４３と光抽出フィルム３４
との相互作用の結果として、出力アパーチャ面１１の表面領域全体から均一に放出される
。この形態において、ＺＸ経線における＋／－θXコリメーション６９（角錐のビーム表
面７０）は、光分配光学部品９の作用の結果であり、垂直ＺＹ経線における＋／－θYコ
リメーション７１（角錐のビーム表面７２）は、水平ＺＹ経線における最初のＲＡＴリフ
レクタのプレコリメーション＋／－θY（空中）の結果である。
【００５５】
　図２Ｂは、図２Ａと同様の斜視図であるが、本発明のこの形態のマルチセグメントキャ
パシティを示し、この場合、図２Ａに示された形態の４つの同じ光分配エンジン１を有す
る。連続するまたは実質的に連続する、平行なエンジンセグメントのアレイを組み立てる
機能は、出力ルーメンの範囲を大幅に広げる。図２Ａに示される幾何寸法を有する約３つ
の光分配エンジンを使用して、図１Ａ～図１Ｄに示される正方形のアパーチャ形態の各光
分配エンジンを交換することができる。
【００５６】
　図２Ｃは、図２Ａに示される形態の７つの別個の光分配エンジンセグメントの組合せを
示す斜視図である。
【００５７】
　図２Ｃに示されたマルチセグメントダブルコリメーティングするエンジンの変形例は、
７つの別個のエンジンセグメント間に、個別の結合エレメント（たとえば、個別のエタン
デュ保存ＲＡＴリフレクタ）間にも、各ＲＡＴリフレクタの出力光がその中に結合される
７つの対応する光分配光学部品セグメントの間にも、別個の境界線は１つもない。各結合
光学部品１４は、図２Ａ～図２Ｂの実施例のようにお互いから別々に離隔しているが、同
じ角度の物理的分離は、対応する光分配光学部品９の満足のいく性能のために必要ではな
い。得られるダブルコリメートされた出力照明１０の一般的な品質は、図２Ｂのように、
７つの別個の光分配光学部品セグメントが使用されるかどうかにかかわらず、あるいは、
図２Ｃのように、７つの別個のセグメントによってカバーされるのと同じサイズとなるよ
うに作られたシングルセグメントが代わりに使用されたかどうかにかかわらず、実質的に
同じである。照明システムのファーフィールド出力ビーム１０は、経線ＺＸおける本質的
に同一の角度幅＋／－θX（たとえば角錐の表面７０）および経線ＺＹにおける角度幅＋
／－θY（たとえば、角錐の表面７１）を示す。
【００５８】
　得られるマルチセグメント光分配エンジン１が、図２Ｂに示されるように、物理的に別
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個のセグメントのＬＥＤ光エミッタアレイを組み込むか、図２Ｃの実施例で想像されるよ
うに、個別の光伝達チャネル６８で作製された単一の本体として製造されるかは、製造選
択および実装選択に左右される。
【００５９】
　図２Ｄは、図２Ｃの７セグメントＬＥＤ光エミッタアレイを示す部分的に拡大された分
解斜視図である。エレメント７４は、７つの連続する結合光学部品セグメントのうち第１
のものである。角錐体７６は、７セグメントＬＥＤ光エミッタ２の集合的な出力によって
生成された中間でプレコリメートされた出力光の象徴的な表現であり、垂直ＺＸ経線にお
ける角度範囲７８を＋／－φXで、水平ＸＹ経線におけるより強力にコリメートされた角
度範囲８０を＋／－θYで示す。上述の実施例のように、単一ビームの表現を便宜上使用
し、７つのＲＡＴリフレクタ全ての長方形の出力アパーチャからの連続する照明を表現す
る。例示（図２Ｄ）はまたは、例示的なＬＥＤエミッタ３の分解（拡大）図を示し、この
実施例では、ＬＥＤエミッタ３は、２×２アレイで内側に配置されるエミッタの４つの別
個のチップ８４を取り囲む正方形のアパーチャ境界リング８２と、電子基板８６（電気的
相互接続８８および熱抽出のための手段を含む）とを有する。
【００６０】
　図１Ｄで紹介された角度拡散フィルムシート５２および５４は、図２Ｅに示されるよう
に、図２Ａ～図２Ｄの光分配エンジンのシングルセグメント形式とマルチセグメント形式
の両方と等しい利点とともに適用することができる。
【００６１】
　図２Ｅは、入力エンジン６０の個別のセクションを明らかにするために十分なだけ分解
された図２Ｄの斜視図であり、（図１Ｄに示されるように）２枚の直交して位置合わせさ
れた角拡散シート５２および５４が追加されている。このようなシートは、一方のまたは
両方の経線におけるシステムの得られるファーフィールド出力ビームの角度範囲９０およ
び９２を修正（すなわち拡大）するように、図示のように光分配光学部品９のすぐ下の外
側に適用される。未修正のより狭い角度範囲７０および７２は、参考として点線で示され
る。
【００６２】
　本発明の薄型ダブルコリメーティング光分配エンジン１の実用的なオペレーティング応
用例は、図１Ａ～図１Ｄの正方形のアパーチャの形態に配列されるか、図２Ａ～図２Ｅの
マルチセグメントの形態に配列されるかにかかわらず、ＤＣ電圧の外部供給源と（図２Ｄ
のように）各ＬＥＤエミッタ３上に提供された正負電気相互接続８８との両方と相互接続
された同様に関連付けられる電力制御電子回路を含む個々の構成要素とを保持および位置
合わせするために、構造上のシャーシプレートを必要とする。さらに、ヒートシンクフィ
ンおよび熱拡散エレメントが、本発明を良好に実施するために同様に必要とされる。この
ようなシステムレベルの光分配エンジンの詳細は、米国仮特許出願第６１／１０４，６０
６号に別個に紹介されているが、各ケースに関する代表的な例示が以下にさらに提供され
る。
【００６３】
　説明をする前に、本発明の各形態の好ましい実施形態に関する前提となる詳細を、図１
Ａ～図１Ｄによって全般的に紹介されたダブルコリメーティング正方形アパーチャ光分配
エンジンと関連付けられる図３～図２１、図２６～図２８および図３１～図４３、ならび
に、図２Ａ～図２Ｅにおいて全般的に紹介されたダブルコリメーティングマルチセグメン
ト光分配エンジンと関連付けられる図３０Ａ～図３０Ｂとともに記載する。
【００６４】
　図３Ａは、図１Ａ～図１Ｄに全般的に示されたシングルエミッタの正方形の出力アパー
チャの形態のこの光分配エンジンの発明の好ましい実施形態の一実施例の斜視図である。
この実施例におけるＬＥＤ光エミッタ２は、ＬＥＤエミッタ３と、図１Ａ～図１Ｄに示さ
れるような結合光学部品１４のエタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ形態とを備えるが、全般
的な端面発光ガイドバー（またはパイプ）１８は、テーパ状の光ガイドパイプ１００およ
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び別々にファセット処理された（微細構造の）光抽出フィルム１０２によって形成される
のが好ましく、光抽出フィルム１０２は、透過性の結合層１０６によってパイプ１００の
テーパ状の背面エッジに光学的に結合される。テーパ状の光ガイドパイプ１００の出力エ
ッジは、プレコリメートされた出力光を光分配光学部品９の入力エッジに、好ましくはテ
ーパ状の光ガイドプレート１１２に、空隙２０を横断して射出し、テーパ状の光ガイドプ
レート１１２は、別々にファセット処理された（微細構造の）光抽出フィルム１１４（実
質的には、光抽出フィルム１０２と同じ微細構造）を有し、この実施例では、透過性の結
合層１１８（実質的には透過性の結合層１０６と同じ）によって、プレート１１２のテー
パ状の背面エッジに光学的に結合される。
【００６５】
　図３Ｂは、図３Ａの斜視図に示されたエレメントの分解図であり、今まで隠されていた
構造的な詳細を明らかにする。
【００６６】
　図３Ｃは、（図２Ｄに示された）ＬＥＤエミッタ３と、エタンデュ保存ＲＡＴリフレク
タ１４（対称的に成型された反射側壁１３１を有する中空の４つの側部を有する反射ビン
としてこの例では示されている）と、テーパ状の光ガイドパイプ１００の対応する入力部
分との間の幾何学関係の拡大分解図を提供し、（上述されたようなＲＡＴリフレクタ１４
のＤ1×Ｄ2の出力アパーチャ寸法（１３３、１３５）に整合するように全体的にサイズ設
計された）正方形（または長方形）入力面が含まれる。
【００６７】
　図３Ｄは、例示的なＲＡＴリフレクタ１４から出力された（図１Ｃに示されるような）
光錐３６と、（点線の）錐体１４０として示される光ガイドパイプ１００の誘電体媒質へ
の低減された角度の光学結合との関係について分離している斜視図である。光ガイドパイ
プ１００は、ポリメチルメタクリレート（すなわちＰＭＭＡ、アクリル）またはポリカー
ボネートのいずれかの低い光学損失源で作製されるのが好ましい。一般的には、光学グレ
ードＰＭＭＡを使用するときに、損失を最も低くすることができる。光ガイドパイプ１０
０が３ｍｍ×３ｍｍの正方形の断面を有し、たとえば屈折率１．５９のポリカーボネート
で作製されると、たとえば、点線の光錐１４０が両方の経線（ＸおよびＺ）においておよ
そ＋／－３０度の範囲となるときに好ましい結合性能が得られる。これには、空中での光
錐３６の角度範囲が、各経線において＋／－Ｓｉｎ-1［１．５９Ｓｉｎ（３０）］または
＋／－５２．６度になることが必要とされる。ＰＭＭＡおよびそのより低い（１．４９）
屈折率を使用したときに、好ましい結合性能がわずかに広い角度範囲とともに達成される
。
【００６８】
　図３Ｅは、図３Ｄで分離された入力エレメントの側面図であり、ＬＥＤエミッタ３から
、例示的には中空のエタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ１４を介して、小さな空隙（視覚的
に分かりやすいように縮尺が大きくされている）を横断して、光ガイドパイプ１００の初
期領域へと伝播されるような光の詳細な角度分布を示す。放射パターン１４２は、ＬＥＤ
エミッタ３のＬＥＤチップの外側表面から、および、ほとんど完璧な＋／－９０度のラン
バート光分布を示すほぼ円形の断面から出力された光に対応する。この広い角度分布が例
示的なＲＡＴリフレクタ１４を通過するにつれて、角度範囲が、ＲＡＴリフレクタ１４を
通るエタンデュ保存経路によって、空中で＋／－５２．６度の範囲１４４の角度範囲を有
するようにわずかに集約される。次いで、光ガイドパイプ１００に結合されると、この光
分布は、スネルの法則によって、誘電体媒質（この実施例においてのみポリカーボネート
とされる）内に約＋／－３０度の範囲１４６の光分布をもつように圧縮される。
【００６９】
　図４は、図３Ａ～図３Ｂの斜視図に示されるような、完全なダブルコリメーティング正
方形アパーチャ光分配エンジンシステム１の上面図であり、好ましいＬＥＤ光エミッタ２
と、ファセット処理された光抽出フィルム１０２および好ましい光分配光学部品９に取り
付けられたテーパ状の光ガイドパイプ（またはバー）１００と、ファセット処理された光
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抽出フィルム１１４に取り付けられたテーパ状の光ガイドプレート１１２との間に存在す
る、関連付けられて対称的に駆動される幾何学関係を示す。数式１は、ＴＨＫＢで表され
るテーパ状の光ガイドパイプ１００の（Ｘ軸７に沿った）厚さ１５０と、ＬＢで表される
テーパ状の光ガイドパイプ１００の（Ｙ軸５に沿った）長さ１５２と、ＬＰで表されるテ
ーパ状の光ガイドプレート１１４の（Ｘ軸７に沿った）長さ１５４と、αbで表されるテ
ーパ状の光ガイドパイプ１００のテーパ角度１５６と、αpで示される対応するテーパ角
度１５７（図４には示されていない）と、テーパ状の光ガイドパイプ１００のナイフエッ
ジ厚さ１５８と、ＫＰで示される（Ｚ軸６に沿った）対応するナイフエッジ厚さ１５９（
図４には示されていない）との前述の幾何学関係に関係する。本実施例では簡単にするた
めに、αp＝αbおよびＴＨＫＢ＝ＴＨＫＰである。
　ＴＨＫＰ＝ＴＫＨＢ＝（ＬＰ）Ｔａｎαp＋ＫＰ　　　　　　　　（１）
【００７０】
　図４はまた、光が空隙２０を横切ってテーパ状の光ガイドプレート１１２の本体中に結
合する際に生成され（ほぼＸ軸７に沿って配向された）、ＬＥＤ光エミッタ２内のテーパ
状の光ガイドパイプ１００の出力エッジ１２６のほとんど全体に拡散される（図３Ｂ参照
）高度にコリメートされた端面発光分布１６２の上面図を示す。それにより、光分布１６
２は、点１５９および点１６１を通るエッジ面１２６に沿って互いに平行に延びる連続す
る実質的に等しい光分布１６２を示すものである。
【００７１】
　この形態の薄型プロファイル光分配エンジン１で利用されるコア光学エレメントは、テ
ーパ状の光ガイドパイプ１００のようにＬＥＤ光エミッタ２内のロッド、バー、パイプま
たはスティープル様の形態に配備されるか、光分配光学部品９の一部として光ガイドプレ
ート１１２のようなより長い長方形領域のテーパ状のプレート形態に配備されるかにかか
わらず、テーパ状の光ガイドである。１本の経線において（他の経線ではなく）光をコリ
メートする機能は、ガイドされた光と（図３Ｂに示される）テーパ状の光ガイド面のうち
１つに取り付けられた（または光学的に近くに配置された）ファセット処理された光抽出
フィルム（１０２または１１４）との間の相互作用と組み合わせられたテーパ状の光ガイ
ド（１００か１１２にかかわらず）の内側の光の全内部反射によって周りにもたらされる
光拡散から生じる。しかし、両方の経線においてコリメートする機能（たとえば、図１Ｃ
、図１Ｄ、図２Ａ、図２Ｃおよび図２Ｅに示される狭く規定された正方形および長方形の
ファーフィールド出力ビームプロファイルを生成する）は、直交する経線のそれぞれにつ
いて、２つのテーパ状の光ガイドと抽出フィルムを組み合わせて連続して使用することに
よってもたらされる。ＬＥＤエミッタ３からの実質的にはコリメートされていない光は、
第１のテーパ状の光ガイドシステム（ガイド１００およびフィルム１０２）によって、１
本の経線において最初にプレコリメートされる。この処理された光は、第２のテーパ状の
光ガイドシステム（ガイド１１２およびフィルム１１４）によって受光され、第２のテー
パ状の光ガイドシステムは、プレコリメートされた経線における光を変更せずに伝達しな
がら、実質的にはコリメートされていない経線においてその光をコリメートする。この２
ステップの処理の結果、出力光は両方の直交する出力経線において等しくよくコリメート
される。
【００７２】
　換言すると、二重にコリメートされた出力光の方向を、出力アパーチャの表面に直角な
何らかの所望の角度で、同時に回転（再配向）させながら、この形態の光分配エンジン内
のＬＥＤ光エミッタ２は、一方の出力経線においてのみコリメートし、光分配光学部品９
は、他方の出力経線のみをコリメートする。
【００７３】
　２つの通信サブシステム、ＬＥＤ光エミッタ２および光分配光学部品９は、小さな空隙
２０だけ互いに離隔しており、１つの出力エッジ１２６は、他の入力エッジ１２１とうま
く位置合わせされている。
【００７４】
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　明確な実施例が図５～図２０に提供され、以下に、この形態の本発明の光分配エンジン
の発明に必須であるダブルコリメーション（および角度再配向）を担う基礎となる物理的
機構を説明する（かつ、そのような物理的機構を最適化する手段を提供する）。
【００７５】
　上述のように、シングルＬＥＤエミッタ３（１つまたは複数の別個のＬＥＤチップを含
むことができる）からの発光は、結合光学部品１４、つまり好ましくは、正方形または長
方形の（エタンデュ保存）角度変更（ＲＡＴ）リフレクタによって、テーパ状の（誘電性
）光ガイドパイプ（バーまたはロッド）１００の入力面へ射出された光に結合する。結合
光学部品１４の４つの鏡面的反射側壁は、適当な角度で、光を反射して、エタンデュを保
存するために、ＬＥＤエミッタの近ランバート入力角をテーパ状の光ガイドパイプ１００
に結合する効率的な光に対してより好適な角度範囲に変換しながら、（図２Ｂの８２のよ
うな）ＬＥＤエミッタの正方形または長方形の出力アパーチャから、（先に参照した正弦
法による）テーパ状の光ガイドパイプ１００の正方形または長方形の入力面１２８まで、
それぞれの点で数学的に成型される。
【００７６】
　テーパ状の光ガイドパイプ１００は、キャスティング、射出成型は圧縮射出成型などの
好適な成型プロセスを使用して作製され、その工作器具により、好ましくは、できる限り
低い可視波長帯域の光吸収係数を有する透過性の光学品質誘電性材料を使用して、例示さ
れる平坦な平面ミラー品質エッジ表面が作成できる。２つの好適な選択は、屈折率１．５
９のポリカーボネートおよび屈折率１．４９のポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡまた
はアクリルと呼ばれる）である。これらの２つの光ガイド材料のうち、ＰＭＭＡは、より
低いレベルの光学損失に対して好ましい。ポリカーボネートは、以下の実施例で任意に使
用される。
【００７７】
　パイプのテーパ状の幾何形状のさらなる詳細を以下に提供するが、本実施例に関しては
、パイプの入力面１２８は、３ｍｍ×３ｍｍであり、幾何形状によって、使用される材料
の屈折率とは関係なく、関連付けられるテーパ角度１５６（図４ではαbで示される）は
α＝Ｔａｎ-1（３／５７）＝３度となるように、テーパ長さ１５４（図４ではＬＢで示さ
れる）が５７ｍｍであるのが効果的である。例示的な３度のテーパ角度と３ｍｍ×３ｍｍ
の入力面の断面の場合には、光ガイドパイプ１００は、好ましくは５０ｕｍ厚以下に限定
されるナイフエッジ１５８を描き、ＬＥＤ光エミッタ２の効果的な出力効率が最大になる
。（これらの実施例に示されるように、光ガイドパイプ１００は、図４で最も明らかに分
かるように、例示される５７ｍｍの効果的なテーパ長さとはみなされない直線延長部１５
０から始まる。）
【００７８】
　好ましくは、テーパ状の光ガイドプレート１１２は、テーパ状の光ガイドパイプ１００
のテーパ状の部分の長方形の形状と整合する（または実質的に整合する）ようにサイズ設
定される。つまり、光ガイドパイプ１００のエッジ面１２６および光ガイドプレート１１
２の対応するエッジ面１２１は光学的重複および結合効率を最大にするように、同じ長方
形の長さおよび厚さを実質的に有するように作製される。テーパ状の光ガイドプレート１
１２がテーパ状の光ガイドパイプ１００の対応する厚さ（すなわちこの場合には３ｍｍ）
と整合する断面形状（このケースでは、５７ｍｍ×５７ｍｍになる）を有するとき、かつ
、テーパ状の光ガイドプレートが効果的な長さ１５４（図４ではＬＢで示される）と整合
するときに、これらの条件が満たされる。本明細書に含まれる実施例のテーパ状の光ガイ
ドパイプ（テーパ平面１０１）とテーパ状の光ガイドプレート（テーパ平面１２２）の両
方におけるテーパ状の平面（１０１および１２２）は、外側表面がそれぞれ出力光の意図
された方向と反対方向を向くように配向される。反対向きの配向もまた可能である。
【００７９】
　２つの光抽出フィルム（１０２および１１４）は、光抽出フィルムと組み合わせられて
いるテーパ状の光ガイドパイプ（またはプレート）の屈折率以上の屈折率を有する光学材
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料を使用して形成されるのが好ましい。２つの光抽出フィルムのファセット処理された微
細構造は、同一であっても、（一実施例において以下にさらに示されるように）有利に異
なるように作成されてもよい。しかしながら全ての後続の実施例では、両方の光抽出フィ
ルム（パイプ１００に関するフィルム１０２およびプレート１１２に関するフィルム１１
４）は、関連付けられるテーパ状の平面（抽出フィルム１０２に関する平面１０１および
フィルム１１４に関する平面１１２）に、好ましくは光学結合層（抽出フィルム１０２に
関する層１０６および抽出フィルム１１４に関する層１１８）を使用して積層される（す
なわち光学的に結合される）ものとして示され、光学結合層の屈折率は、取り囲む抽出フ
ィルム、ガイドパイプまたはガイドプレート材料のいずれよりも実質的に低い。
【００８０】
　本発明における光ガイドと抽出フィルムの１つの好ましい材料の組合せは、屈折率１．
５９のポリカーボネートから、両方の光抽出フィルム（１０２および１１４）並びに両方
の光ガイド（光ガイドパイプ１００および光ガイドプレート１１２）を形成する。満足の
いくように動作させるためのこの組合せの場合、各光抽出フィルム（フィルム１０２およ
びフィルム１１４）は、好ましくは、ＰＭＭＡまたは純ＰＭＭＡの屈折率１．４９以下、
好ましくは１．４９未満の屈折率のシリコーンベースの接着剤で作製された光学結合層（
すなわち層１０６および層１１８）を用いて、光ガイド対象物に積層される。ポリカーボ
ネートと純ＰＭＭＡの屈折率の差が０．１であることにより、以下に示すように、本発明
による光抽出が容易になる。Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈは、広範囲の好適な
光学結合層材料をＡＲｃｌａｄ（商標）およびＡＲｃｌｅａｒ（商標）という名称で製造
する。
【００８１】
　本発明における光ガイドおよび抽出フィルムの同様に好ましい材料の組合せは、屈折率
１．４９のＰＭＭＡから、両方の光抽出フィルム（１０２および１１４）ならびに両方の
光ガイド（光ガイドパイプ１００および光ガイドプレート１１２）を形成する。しかしな
がら、満足のいくように動作させるためのこの組合せの場合、各光抽出フィルム（フィル
ム１０２およびフィルム１１４）は、好ましくは、屈折率がより低いＰＭＭＡベースのま
たはシリコーンベースの接着剤で作製される光学結合層（すなわち層１０６および層１１
８）を用いて、光ガイド対象物に積層される。好ましい低屈折率ＰＭＭＡ光学結合層の１
つの好ましい例は、５０ｕｍ厚ＡＲｃｌｅａｒ（商標）８９３２であり、その屈折率は１
．４１である。また、感圧性の積層接着材のこの選択は、Ａｄｈｅｓｉｖｅｓ　Ｒｅｓｅ
ａｒｃｈによって製造され、ヘイズが低く透明度が高い光学的に透明なシリコーン転送接
着剤として指定される。ポリカーボネートと標準的なＰＭＭＡの屈折率の差および標準的
なＰＭＭＡおよびＰＭＭＡの屈折率が低い形態の屈折率の差が０．０８であることにより
、本発明による光抽出が同様に容易になる。
【００８２】
　テーパ状の光ガイド（パイプ１００かプレート１１２かにかかわらず）は、好ましくは
エタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ１４によって提供されたＬＥＤエミッタ３からの入力光
の角度予調整とともに、テーパ状の光ガイドにより均一な出力輝度をパイプのエッジ長さ
およびプレートの断面の長さに沿って達成し、２つの平面の境界表面間で光が等しく分割
できるようになるので、本発明の重要な構成ブロックである。
【００８３】
　テーパ状の光ガイドの一般的な特性を既に記載し、いくつかの従来の蛍光照明応用品に
利用してきたが、先行技術の記載は、本発明の目的に対して十分に予定されていない。先
行技術の教示はいずれも、両方の出力経線においてシステムからよくコリメートされた出
力光を提供する互いに直交する方法でのテーパ状の光ガイドパイプのテーパ状の光ガイド
プレートとの意図的な組合せについて、今まで想定していなかった（図１Ａ～図１Ｄ、図
３Ａ～図３Ｂおよび図４参照）。先行技術の教示は、数式１の制限にしたがって２つのテ
ーパ状の光ガイドを組み合わせるときに生じる一意の角度入力要件を予期していなかった
（図４参照）。先行技術の実施例は、コリメートされた光をバーのアパーチャ長さ全体に
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均等にかつ均質に出力するように、広射出角のＬＥＤをテーパ状の光ガイドバーに結合す
るための好適な手段を提供してこなかった（図３Ｃ～図３Ｅおよび図５Ａ～図５Ｃ参照）
。そして、先行技術の教示は、入力結合条件とこのようなダブルコリメーティング照明シ
ステムに特有の実用的な実施例で生じ、得られるテーパ状の光ガイドシステムのニアフィ
ールドの空間的均一性と間の基礎となる関係を想定してこなかった（たとえば図４８Ａ～
図４８Ｃ、図４９、図５０Ａ～図５０Ｈ、図５１Ａ～図５１Ｃおよび図５２参照）。
【００８４】
　これらを理由にして、本発明に関係する基礎となるテーパ状の光ガイドの挙動を最初に
立証し、次いで最良の実施形態を紹介する。
【００８５】
　図１Ｃおよび図３Ｅに初期の実施例として示された典型的な角度分布を含む、本明細書
に提供された全ての結果は、アリゾナ州ツーソン所在のＢｒｅａｕｌｔ　Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎによって製造されたＡＳＡＰ（商標）２００６、バージョ
ン２、リリース１およびＡＳＡＰ（商標）２００８バージョン１、リリース１と呼ばれる
光学システムモデル化ソフトウェアを使用して作製された実際の連続しない光学的光線追
跡シミュレーションから得られるものを表し、光学システムモデル化ソフトウェアは、典
型的な実施例としてこれらの境界を取り囲む空気とみなされる誘電体媒質（ｎMED＝１）
とともに全ての光ガイド境界で生じる潜在的なフレネル反射を正確に複数に分離できるよ
うに配置されている。
【００８６】
　光ガイドパイプ１００（Ｚ－Ｙ平面）および光ガイドプレート１１２（Ｚ－Ｘ平面）の
両方のシミュレーションされた挙動の基礎となるテーパ状の光ガイドの概略的な断面は図
５Ａに示される。例示的な値は、上述の実施例から取られる。効果的なテーパ角度１６６
（α＝αp＝αb）は３度、テーパ長さ（Ｌ＝ＬＢ＝ＬＰ）は５７ｍｍ、光ガイド厚さ１７
０（ＴＨＫ＝ＴＨＫＰ＝ＴＨＫＢ）は３．０３７ｍｍ、ナイフエッジ厚さ１７２（Ｋ＝Ｋ
Ｂ＝ＫＰ）は５０ｕｍ、誘電体光ガイド材料（媒質）（例示的にはポリカーボネート）の
屈折率は１．５９である。比較例は、ＰＭＭＡをベースにしてもよい。シミュレーション
された入力光１４４の角度断面（図３Ｅに示す）は、入力面１２８全体に均一に適用され
る。テーパ角度１６６、ナイフエッジ厚さ１７２およびガイド長さ１６８が固定されると
きには、ガイド厚さ１７０に関する数式は数式１から導かれ、ＴＨＫ＝Ｌ・Ｔａｎα＋Ｋ
となる。そして、例示的な値については、ＴＨＫは、幾何学的には、３．０３７ｍｍ（約
３ｍｍ）となる。
【００８７】
　また、図５Ａは、シミュレーションされた（コンピュータで生成された）出力ビーム１
８０（上向きのテーパ側）および出力ビーム１８２（下向きの平面側）と、テーパ状のミ
ラー平面１８４（上側）およびその平坦なミラー平面１８６（下側）の両方に沿ったテー
パ状の光ガイド（１００か１１２かにかかわらず）内で伝達する光線の全内部反射障害か
ら生じるそれぞれ対応する角度傾斜γT１９０（上向きのテーパ側）およびγP１９２（下
向きの平面側）とを示す。上側出力ビーム１８０は、ガイドの平面の平坦な境界平面１８
６に平行な軸まで、約１６．５度の角度１９０だけ傾くことが分かり、一方、下側出力ビ
ーム１８２は、１９．５度の角度１９２だけ傾くこと（ポリカーボネートの例示的な場合
には、ｎ＝１．５９）が分かる。２つの結果の差が約３度であるのは、主に、テーパ状の
光ガイドの３度のテーパ角度α１６６によるものである。各ビームの角度幅（または範囲
）ＦＷＨＭは、約＋／－６度である。入力光１４４の約５０％（単位：ルーメン）は、記
載された各ファーフィールド出力ビーム内で見つけられる。ガイド媒質を同様に好ましい
ＰＭＭＡ（ｎ＝１．４９）などのわずかに低い反射性材料に変えても、各出力ビーム角度
を約１度しか低減できず、各ビームの角度範囲にほとんど影響を与えない。
【００８８】
　図５Ｂは、図５Ａの光ガイド断面の入射面１２８に結合される入力光の角度範囲の結果
として、傾斜した上側テーパ表面１８４を生じさせることができるニアフィールド空間の
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非均一性の３つの例（１９４、１９６および１９９）を示す。空間光プロファイル（１９
４および１９６）は、ガイド１００または１１２内の２つの例示的に異なる入力光条件に
ついて、傾斜した上側テーパ表面１８４上で生じ、一方の例は、断面の平面において＋／
－５２．６度の錐体（空中で）最初に伝達する入力光であり（プロファイル１９４）、も
う一方の例は、断面の平面においてより細い＋／－３８．９７度の錐体（空中で）で最初
に伝達する光である（プロファイル１９６）。対応する空間プロファイル（１９４および
１９６）は、例示的なポリカーボネート媒質（ｎ＝１．５９）の物理的境界のすぐ外側の
ガイド（バーまたはプレート）長さ１６８に沿った任意の点に対応する投射されたニアフ
ィールド出力輝度を示す。空間プロファイル１９９は、入力光が空中で広げられた＋／－
５７度の錐体で始まるときの挙動を表す。
【００８９】
図５Ｃは、ガイド１００または１１２における２つの例示的な入力光条件について平坦な
平面の下側ガイド表面１８６上で生じる対応する空間光プロファイル（２００および２０
２）、断面の平面において＋／－５２．６度の錐体で伝達する光（プロファイル２００）
および断面の平面において＋／－３８．９７度の錐体で伝達する光（プロファイル２０２
）を示す。対応する空間プロファイルは、例示的なポリカーボネート媒質（ｎ＝１．５９
）のすぐ外側のガイド（バーまたはプレート）長さ１６８に沿った任意の点に対応する投
射されたニアフィールド出力輝度を示す。
【００９０】
　空間光分布（たとえば、１９４、１９６、１９９、２００および２０２）は、本実施例
におけるテーパ状の光ガイドによって提供される照明の相対的なニアフィールド輝度均一
性を記録し、直接（上からまたは下から）見たときのガイドのアパーチャの本当の形状を
示すものである。ガイドの断面内で提供される入力光の角度幅（範囲）がより狭くなると
、プレートのテーパ状の（右手の）端部への光の出力の形状がより歪み、光の入力源の最
も近くに暗い領域（または帯域）が生成される。反対に、ガイド断面において＋／－５３
度よりも広い入力光錐は、ガイドの入力面１２８の近傍に徐々に侵襲する初期の発光およ
び対応する明るい領域（または帯域）の形状を生じる。
【００９１】
　このより衝動的な挙動は、入力光の角度範囲がガイドの傾斜した上側の平面１８４につ
いて不適切に配置されている場合に起こり得る強力な効果の一例を示すために、＋／－５
７度の入力光（空中で）に関するプロファイル１９９によって図５Ｂに示されている。＋
／－５７度の入力錐が比較的均一な光分布１９４を生じさせる＋／－５３度の錐体よりも
＋／－４度しか大きくないとしでも、全てのより高い光角度は直ちに抽出し、サイズ設定
可能な輝度ピークを生じさせる。入力角錐がより広くなると、明るい領域がより厳密にな
り、ガイドのテイルセクションの出力はより暗くなる。ニアフィールドアパーチャの形状
がそのように変更されるにもかかわらず、ファーフィールドビームのプロファイル１８０
および１８２は合理的にも影響を受けないままである。
【００９２】
　空間光分布１９６（図５Ｂ上側）および空間分布２０２（図５Ｃ下側）によって明らか
にされるように、より狭く制限された＋／－３８．９７度の入力光について、同様に衝動
的な非均一性が観察される。両方の場合において、ガイド内でより一層コリメートされた
入力光は、出力の発生を遅延させ、かつ、入力面１２８の近傍の可視性の暗い領域と関連
付けられる。テーパ状のガイドは偶然にも空間輝度の均一な領域に達成するが、この領域
は、ガイド長さの２番目の２／３だけで生じる。入力角錐がより狭くなると、入力端の暗
い領域はより拡張可能になる。
【００９３】
　図５Ａ～図５Ｂに示されるように空間光分布１９４、１９６、１９９、２００および２
０２がかなり異なることは、光ガイドの出力輝度の均一性と光に結合される入力の角度幅
との間の重要な依存性を明らかにするものである。最良の形態の結果、プロファイル１９
４および２００は、入力光が約＋／－５３度（例示的なポリカーボネート媒質のすぐ外側



(29) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

の空中で）の角度範囲に保持されるときには、この特定の実施例においてガイド長さ全体
にわたって、満足のいく空間均一性が達成されることを示すことになる。
【００９４】
　この結果は、ガイドの特定の境界条件ならびにそれらの境界条件（およびガイド媒質の
屈折率）を原因にして生じる複雑なフレネル反射に依存するので、最も広い出力均一性に
対応する入力角度範囲に関する解析式を導き出すことは実用的でない。異なるテーパ状の
光ガイド構造に対する好ましい最適化方法は、効果的な材料および幾何学パラメータにつ
いて可能な出力均一性の最も広く最も滑らかな領域を生じさせる入力角度範囲に留意して
実行される確率的で連続しない光線追跡である。
【００９５】
　それによって、本発明の最良の実施は、テーパ状の光ガイドの断面のすぐ内側に結合さ
れた入力光１４６の角度範囲（図３Ｅの実施例に示される）が図５Ｎのプロファイル１９
６および図５Ｃのプロファイル２００によって示される実質的に均質のニアフィールド輝
度の均一性を生じさせるときに起こる。
【００９６】
　ファーフィールド出力ビーム１８０および１８２は、テーパ状の光ガイド内の対応する
表面１８４または１８６における全内部反射に関する条件を満たさなかった個々の光線の
集合で構成される。全内部反射の挙動は、入力面１２８の比較的近くにとられた光ガイド
セクションと、示されているポリカーボネートのガイド媒質に関する効果的な臨界角にお
けるまたはその近くの光線軌跡とについて、図６Ａ～図６Ｂにより完全に示されている。
類似する挙動は、ガイド媒質がＰＭＭＡまたは他の好適に透過性の光学材料であるときに
ついて示される。
【００９７】
　テーパ状の光ガイドのテーパ境界表面１８４だけをちょうど越えたところに、またはテ
ーパ状の光ガイドプレートの境界表面１８６をちょうど越えたところに鏡面反射ミラー平
面（２７４または２７５）を加えることの効果が、ガイドと空気またはＰＭＭＡのいずれ
かであるミラー平面との間にあるポリカーボネートガイド媒質および誘電性接合層の例に
ついて、図７Ａ～図７Ｃおよび図８Ａ～図８Ｄに示されている。
【００９８】
　図６Ａは、テーパ状の光ガイドの内側で全内部反射を受ける単一の近軸テスト光線によ
って取られた光路を示す。象徴的な入力源２０８からの単一の例示的な光線２０６の光線
路は、光ガイドの屈折媒質（すなわち本実施例ではポリカーボネート（ｎ＝１．５９））
の入力面のすぐ内側の入射点から追跡される。例示的な光線２０６は、点２１０で平面表
面１８６に当たり、表面法線２１４との臨界角２１２（θc＝Ｓｉｎ-1［１／ｎ］）を成
す。臨界角は、本実施例のポリカーボネートの光ガイド媒質の場合、３８．９７度である
。この光線２０６は、表面法線２１４の周りに全内部ミラー反射を成し、全内部反射光線
セグメント２１８として、傾斜した平面表面１８４（この実施例では水平から３度傾斜し
ている）上の点２１６に向かって再配向される。それにより、点２１６における表面法線
２２０は、それに応じて平面表面法線２１０に対して３度傾いており、このことに起因し
て、光線２１８は、臨界角２２２に３度足りないところに到達する。光線２１８は、臨界
角よりも小さな入射角で到達するので、出力光線セグメント２２４として、スネルの法則
にしたがって、代表的なガイド断面を取り囲む誘電体媒質中に（この場合は空中で）反射
する。光線２１８は、点２１６において全内部反射の条件を満たさないといわれており、
したがって、反射光線セグメント２２４は、図５Ａに先に示されたファーフィールド出力
ビーム１８０内の出力照明として抽出される。この例示的なＴＩＲの失敗は、１００％効
率的であるわけではないが、これは、周囲媒質の空気と、本実施例ではポリカーボネート
との間に存在し、反射光線セグメント２２６として、点２１６でフレネル反射を起こす屈
折率の不連続性によるものである。
【００９９】
　この種のフレネル反射は、従来から、電磁波に関する最も標準的な教本で提供される、



(30) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

電磁波の直交する（平行かつ垂直）電界成分の反射係数および透過係数に関するフレネル
方程式を使用して計算される（より正確な議論については、たとえばＪｅｎｋｉｎｓおよ
びＷｈｉｔｅ、ｆｕｎｄａｍｅｎｔａｌｓ　ｏｆ　ｏｐｔｉｃｓ、４Ｅ、ＭｃＧｒａｗ－
Ｈｉｌｌ、セクション２５．２．参照）。本実施例では、光は偏光されておらず、光線追
跡シミュレーションは、数式（２）および数式（３）（ここで、θiおよびθtは、それぞ
れ、スネルの法則から導かれる効果的な表面法線に対する入射角および透過角である）に
示すような２つの電磁偏光の非コヒーレントの平均にしたがって、複雑な角方向および効
果的な表面境界条件に依存して、適当な光束を各光線に割り当てる。入射角が、図６Ａの
点２１６のような任意の表面境界における臨界角θcにより近くになると、フレネル反射
光線に含まれる光束の量が大きくなる。図５Ａの全内部反射光線セグメント２１８内の光
束が１ルーメンの時には、約０．８１５ルーメンが光線２２４として空中に伝達され（８
１．５％）、０．１７５ルーメンが光線２２６として点２１６で反射される（１７．５％
）。透過光線と反射光線の分割比は、関連する入射角にしたがって変わる。
【数１】

【０１００】
　フレネル反射光線セグメント２２６が図６Ａの点２３０に到達すると、その入射角は、
傾斜したミラー平面１８４での反射の結果として、臨界角２１２からさらに遠くに移動し
た。１点鎖線の表面法線２１４に対するその入射角は、約３３度であり、これは、この場
合の臨界角３８．９７から、２つの連続する３度の角度減少（１つは点２１６に到達する
と起こり、２つ目は点２３０に到達すると起こる）を引いたものである。この場合、平均
透過係数および平均反射係数は、約０．１６出力ルーメンだけ寄与する透過光線セグメン
ト２３２および約０．０２ルーメンを含むフレネル反射光線セグメント２３４に対応する
。それに続く内部フレネル反射は、点２３６および点２４２における光線セグメント２３
８、２４０および２４２としての寄与を減らすことを示す。単一の例示的なプローブ光線
２０６で認められる１ルーメンの最初の光束は、図５Ａのファーフィールドビーム１８０
に対して約０．８４ルーメン（８４％）およびファーフィールドビーム１８２に対して０
．１６ルーメン（１６％）だけ寄与する。
【０１０１】
　上側のファーフィールドビーム１８０に対する寄与を好む非対称の光束分割（図６Ａに
示された単一光線の結果の集合から得られる正味量によって示される）は、点２１４にお
いて（またはその近くで）、使用されるガイド媒質に対する臨界角（またはそれに近い角
度）の入射角で、最初に入射するこの特定のタイプの単一の光線路に対してのみ重要であ
る。
【０１０２】
　図６Ｂは、テーパ状の光ガイドの内側の全内部反射を受ける単一の近軸テスト光線によ
って取られ、図６Ａに示されるものとはわずかに異なる開始軌跡を選択する光路を示す。
図６Ｂは、例示的な光線２０６よりも３度大きな入射角で点２１４に到達する例示的な入
力光線２５０の対応する挙動を追跡する。図６Ａからの光線２０６の内部伝達路は、比較
のために点線で示される。それにより、超過している臨界角２１２の光線２５０は、表面
法線２１４の周りで全内部反射を起こし、光線セグメント２５２として傾斜したミラー平
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面１８４に向かって再配向され、ずれている点２５４でミラー平面１８４に到達する。こ
の実施例における平面１８４の傾斜は３度であり、光線２５０は臨界角２１２を３度超過
したので、光線２５２は、臨界角２１２と正確に等しい入射角で点２５４に到達し、これ
により、反射光線セグメント２５６内に本質的に全ての元々の光束を残したまま、十分な
全内部反射が起こる（すなわち、例示的には空気である周囲媒質へ透過する光はない）。
【０１０３】
　しかしながら、光線２５６が点２５８に到達するときに、効果的な表面法線に対してさ
らに３度増え、したがって、臨界角の内側に３度となる。この場合、全内部反射に関する
条件は満たされず、屈折した光線２６０は、周囲媒質（この実施例では空気）中に透過す
る。上記の光線２２６の場合のように、点２５８でフレネル反射し、反射光線セグメント
２６２は、表面１８４上の点２６４に向かう。また、点２６４への到達は、光線セグメン
ト２６６としての周囲媒質中への屈折透過と、光線セグメント２６８としての、点２７０
における伝達されたコンポーネント２７２を伴う別のフレネル反射とを含む。
【０１０４】
　図６Ｂのこの実施例では、図６Ａにおける実施例よりも開始軌跡がとても近いにも関わ
らず、伝達された光束の大部分は、出力ビーム２６０（図６Ｂ）内の光ガイドの断面の下
側（または平坦な平面側）で含まれることに留意されたい。実際には、出力光束分布（図
６Ａでも図６Ｂでも太線で示される）は、エスケープ側を除いて、ほとんど同じである。
その他の例示的な光線の軌跡の実施例は、選択されるならば、表面１８４からの出力と表
面１８６からの出力の間に様々な中間光束分布をもたらすことが分かる。
【０１０５】
　象徴的な入力光源２０８の角度範囲内の全ての光線が図５Ａに示すようにそれぞれ重畳
されるときには、むき出しの光ガイドのそれぞれに生じる平均出力光束は、等しいエネル
ギー性のファーフィールド出力ビームプロファイル１８０および１８２に含まれる。
【０１０６】
　テーパ状の光ガイドの一方の側（またはその他の側）にある鏡面反射ミラー平面を使用
して、光束を光ガイドの一方の側からその他の側へ再配向し、それにより、効果的に抽出
した光の全ては、単独の出力アパーチャを介して利用可能にされる。この基本的な挙動の
発展は、図７Ａ～図７Ｃで、同じ手段によって示されている。
【０１０７】
　図７Ａは、図５Ａに示されたテーパ状の光ガイドの傾斜した表面のすぐ上の空中で傾斜
した反射平面を加えたときに抽出される正味の出力光に対する効果を示す。鏡面反射平面
２７４（または２７５）が、代表的な光ガイド（１００または１１２）の上面１８４また
は底面１８６のいずれかの近くに（またはすぐ上に）配置されるときには、その光ガイド
表面から抽出された対応する出力光は、内部反射および屈折の組合せによって、それが来
たガイド媒質へと強制的に戻され、反射平面の位置とは反対にあるガイドの側の集合的な
出力ビームの一部となる。この挙動は、（傾斜したテーパ状の平面リフレクタ２７４に関
する）図７Ａの側面図および（平面ミラーリフレクタ２７５に関する）図７Ｂの側面図に
よって示される。光ガイド媒質とリフレクタ２７４（図７Ａ）およびリフレクタ２７５（
図７Ｂ）との間の空隙は、それぞれ２７６および２７７である（しかし、一般には、優先
的にはガイド媒質自体の屈折率よりも屈折率が低い任意の透過性誘電体媒質であり得る）
。それぞれの場合において、複合出力ビーム（下向きのビームプロファイル２８０（図７
Ａ）および上向きのビームプロファイル２８２（図７Ｂ））は、図５Ａの両側性の抽出と
関連付けられる固有の出力ビーム角（γT１９０およびγP１９２）のいずれかから予想さ
れるよりも広い角度ε２８４によって示される水平Ｘ‐Ｙ平面から離れるように配向され
る。実際のビームプロファイル２８０および２８２によって表される片側性ビーム抽出は
両方とも、純粋に幾何学的な予想を越えて、本実施例では、さらに８度傾斜することが分
かる。図５Ａのファーフィールドビームプロファイルの結果を示す仮想線で示された両側
性のビームプロファイル１８０および１８２は、比較のために点線で示された形態に含ま
れる。仮想線のプロファイル２８２（図７Ａ）およびプロファイル２８４（図７Ｂ）は、
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それぞれ１８０および１８２のミラー反射であり、それぞれのプロファイルは、本実施例
では３度のままであるテーパ角度αだけ、実際の両側性のビームプロファイルの仮想とは
異なることが分かる。図７Ａに示された出力ビーム２８０は、水平から測定して約２７．
５度の角２８６で、下向きに投射する。図７Ｂに示された出力ビーム２８８は、やはり水
平から測定しておよそ２４度の角２９０で上向きに投射する。両側性抽出からの対応する
角度は、（図５Ａに規定されるように）下向きに約１９度であり、上向きに約１６度であ
った。
【０１０８】
　図７Ｃは、図５Ａに示されたテーパ状の光ガイドの傾斜した表面に光学的に結合される
傾斜した反射平面を加えることによって光抽出に与えられる影響を示す。本発明の光分配
エンジン１で使用されるリフレクタと光ガイドプレートとの間の空隙２７６（図７Ａ）お
よび空隙２７６（図７Ｂ）は、実際には、最良の形態の性能を達成するために必要ではな
い。先行技術とは反対に、リフレクタ２７４は、（反射材料の反射率が十分に高いならば
）効率を大幅に損なうことなく、代表的なテーパ状の光ガイドの表面１８４に直接適用す
ることができる。リフレクタ２７４は、蒸着（反射性が高い銀またはアルミニウムの場合
）によって、あるいは、この実施例の代表的なポリカーボネート光ガイド材料の屈折率と
ほぼ整合するまたはそれよりも屈折率が低い薄型光学接着材によって直接取付けられた別
個の層として適用される。リフレクタ２７４の反射率が約９５％を越えるときには有利と
なるように、直接的なリフレクタ取付け方法が使用される。直接的な取付けのために市販
される１つのそのような優れた高反射率のリフレクタ材料は、Ｍｉｎｎｅｓｏｔａ　Ｍｉ
ｎｉｎｇ　＆　Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ（３Ｍ）によって供給されるＥＳＲ（商標）
である。３ＭのいわゆるＥＳＲ（商標）ミラーフィルム材料は、入射角にかかわらず、可
視光スペクトル全体にわたって光の両方の偏光について、非常に高い反射率（＞０．９８
）を示す。このようにする空隙２７６の消失は、ビームプロファイル３００内の全光出力
のうち少量を犠牲にするに過ぎない。ＥＳＲ（商標）が、小さな空隙によってテーパ状の
光ガイド表面１８４から分離されるときには、約９５．８％の入力光束の結果、ファーフ
ィールド出力ビーム３００となる。ＥＳＲ（商標）がプレートに光学的に結合されるとき
には、屈折率整合感圧接着剤によって、プレートに光学的に結合され、出力変換効率がほ
んのわずか下がり、約９２％となる。
【０１０９】
　図８Ａ～図８Ｄは、先に紹介されたテーパ状の端面発光ガイドパイプの発明の１つの可
能な実際に構築された形態のシミュレーションされた性能の斜視図を示す。この場合のフ
ァーフィールド光出力は、上記の図５Ａ～図５Ｃ、図６Ａ～図６Ｂおよび図７Ａ～図７Ｂ
に示された機構によって予想されるように、一方の出力経線ではよくコリメートされるが
、他方ではコリメートされず、出力ビームは、光ガイドパイプの出力アパーチャ平面１２
６から斜めに配向される。この基礎的な実施例では、平面リフレクタ２７４は、光ガイド
パイプ１００のテーパ状の面１８４に直接適用される。光抽出および再配向する平面リフ
レクタ２７４は、この実施例の目的のために滑らかに構成され、図３Ａ～図３Ｂに示され
るような光抽出フィルム１０２の光抽出プリズム１０４のピーク角度は、１８０度に近く
なる。
【０１１０】
　図８Ａは、図３Ａ～図３Ｂおよび図４のダブルコリメーティング光分配エンジンの実施
例の入力部分として機能するシングルＬＥＤ光エミッタ２を、光抽出プリズムのファセッ
トが平滑なミラー平面２７４の構造化されていない形態へと潰された特別な場合について
、出力エッジ１２６から見た斜視図である。このＬＥＤ光エミッタの実施例は、シングル
ＬＥＤエミッタ３、上述のプレコリメートするエタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ１４およ
び光ガイドパイプ（バーまたはロッド）１００を備える。例示的な光ガイドパイプ１００
はポリカーボネートで作製されるが、ＰＭＭＡ、Ｚｅｏｎｅｘ、および、石英、パイレッ
クス（登録商標）、ホウケイ酸塩などの非吸収性のガラスを含む任意のその他の低損失の
透過性光学材料で作製してもよい。パイプ１００は、（図５Ａに示すように）３ｍｍ×３



(33) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

ｍｍの入力アパーチャと５７ｍｍのテーパ長さ１６８を有する。先に示されたテーパ角度
１５６（たとえば、図４参照）は、好ましくは約３度である。パイプの上面１８４と底面
１８６は平坦で、平行である。３度のテーパは、５０ｕｍ圧のナイフエッジ１５８で切り
取られている。ＲＡＴリフレクタの入力アパーチャは、１ｍｍ×１ｍｍのＬＥＤチップの
２×２アレイから実質的に全ての光を受光するように２．４ｍｍ×２．４ｍｍにサイズ設
計されるＬＥＤエミッタ３の射出アパーチャと整合するようにサイズ設定される。この特
定の例示的な条件に合う多くの可能な購入可能な４チップＬＥＤエミッタのうち２つは、
ＯＳＲＡＭ　Ｏｐｔｏ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒｓにより商品名ＯＳＴＡＲ（商標）
ＬｉｇｈｔｉｎｇおよびＯＳＴＡＲ（商標）Ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎで製造される様々な構
造のＬＥＤエミッタを含む。ＲＡＴリフレクタの対応する出力アパーチャは、図５Ａ～図
５Ｂの好ましい結果と関連付けられた約＋／－５２．６度角度分布（空中で）も提供しな
がら、光ガイドパイプの３ｍｍ×３ｍｍの入力アパーチャに整合するように３ｍｍ×３ｍ
ｍに製造される。
【０１１１】
　図８Ｂは、図８Ａの端面発光ＬＥＤ光エミッタ２の上側図を提供し、得られる斜めに配
向されたファーフィールドビームの断面を示す。実施例の条件に関する実際のコンピュー
タシミュレーションされたファーフィールド出力ビーム３１０は、正確に断面で重畳され
、光ガイドパイプの出力アパーチャ平面１２６と（示されるように）空中で２７度の角度
３１２を成すことが分かる。このファーフィールドビームの断面は、約＋／－８度の角度
範囲、ＦＷＨＭ（たとえば、ｆｕｌｌ　ｗｉｄｔｈ　ｈａｌｆ　ｍａｘｉｍｕｍ）を有す
る。
【０１１２】
　図８Ｃは、図８Ｂのシステムの出力エッジから射出される光ビームの断面を示す前面図
を提供する。コンピュータでシミュレーションされたファーフィールドビーム３１０は、
正確にこの異なる断面で重畳され、ＲＡＴリフレクタ１４によるパイプの入力で設計によ
り立証された修正されない５３度の外角３１６を空中で成すことが分かる。
【０１１３】
　図８Ｄは、図８Ａ～図８ＣのＬＥＤ光エミッタを上側斜視図で示し、斜めに配向された
出力照明の高度に対称的な性質が示される。図８Ｂ～図８Ｃに示されるように、例示され
るファーフィールドビームプロファイル３１０は、コンピュータシュミレーションによっ
て得られ、ＬＥＤ光エミッタ２内の光ガイドパイプ１００の出力エッジ１２６から放射し
ながら、対応する斜視図において重畳される。
【０１１４】
　本発明の光抽出挙動を下向きの照明により適したより急峻な出力角度に拡張するには、
テーパ状の光ガイドの下にある抽出機構内のさらなる光処理機構が必要とされる。
【０１１５】
　図９は、テーパ状の光ガイドパイプ１００（またはプレート１１２）の側断面図を示し
、光ガイドパイプ１００の傾斜した（テーパ状の）平面１８４は、抽出された出力光の角
度断面の重畳されたシミュレーションを用いて、２つの異なる誘電層（３２０および３２
２）と平面ミラー２７４とを有する光学フィルムスタック３２１を含むように修正される
。光学フィルムスタック３２１の追加により、図７Ａに概略的に示されたテーパ状の光ガ
イド構造に関するこの重要な機構バリエーションに初期ステップが導入される。この修正
は、ガイド材料がポリカーボネート（本実施例では、ＰＭＭＡ、または、ＰＭＭＡよりも
透過率の高いいくつかのその他の好ましい光学材料）かどうかにかかわらず、テーパ状の
光ガイドメンバーがパイプ１００またはプレート１１２である場合に等しく適用される。
さらに、光ガイドプレートが本実施例のように線形に突き出したか、あるいは、以下にさ
らに論じるように半径方向に突き出したかどうか（たとえば、図３４Ａ～図３４Ｆ、図３
５Ａ、図３８Ａ～図３８Ｂおよび図３９Ａ～図３９Ｃ参照）にかかわらず適用される。図
９の側断面図は、図７Ａに示された空隙２７６と置換された２つの薄型光学透過性誘電層
を示す。これらの層のうち第１の層３２０は、層３２０が結合される光ガイドパイプまた
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はプレートを形成するために使用される材料の屈折率よりも屈折率が低くなるように選択
される。図９の例では、光ガイド材料は、例示的にはポリカーボネート（ｎ＝１．５９）
となるように選択され、傾斜した境界平面１８４に取り付けられる屈折層３２０の屈折率
は、好ましくは１．４９未満である。光ガイド材料がアクリル（ポリメチルメタクリレー
ト）（ｎ＝１．４９）で作製された場合、傾斜した境界平面１８４に取り付けられる屈折
層３２０の屈折率は、好ましくは１．４１未満である。これらの層のうち、第１の層に取
り付けられた第２の層３２２の屈折率は、好ましくは光ガイドメンバー（１００または１
１２）の屈折率以上である。光ガイドがポリカーボネートであるときには、層３２２の屈
折率は、好ましくは１．５９以上であり、光ガイド層がアクリルであるときには、層３２
２の屈折率は、好ましくは１．４９以上である。リフレクタ平面２７４は、この例では、
層３２２の上側表面に直接適用される。層３２０が、屈折率が約１．３５から１．５５の
任意の光学的に透過性の材料とすることができ、その厚さは、好ましくは１００ｕｍ未満
であるが、約５０ｕｍ程度の厚さより上の範囲とすることができる。実際には、層３２０
は、アクリル（ポリメチルメタクレート）を配合した接着材料で作製されるのが好ましし
く、光ガイドがポリカーボネートで作製されるときには屈折率が１．４７から１．４９と
なり、光ガイドが純アクリル（たとえば、ペンシルバニア州フィラデルフィア所在のＡｄ
ｈｅｓｉｖｅｓ　Ｒｅｓｅａｒｃｈ　Ｉｎｃ，参照）で作製されるときには屈折率が１．
３９から１．４１となる。層３２２は、実際には光ガイド（１００または１１２）と同じ
材料で作製されるのが好ましいが、光ガイドの屈折率以上の屈折率を有する任意のポリマ
ー材料またはガラス材料としてもよい。層３２２の厚さは、好ましくは２５０ｕｍ未満で
あるが、意図された目的に応じて、約５０ｕｍから数千ミクロン以上の範囲とすることが
できる。また、図９は、テーパ状の光ガイド（１００または１１２）を通ってリフレクタ
平面２７４のすぐ上までの、かつ、層３２０の誘電体媒質のすぐ内側の入力光２０８の伝
達の結果求められる１つの可能なファーフィールドビームシミュレーション３１８を断面
図で示す。
【０１１６】
　図１０は、コンピュータによる光線追跡シミュレーションのセットに基づき、透過性誘
電層３２０について選択された屈折率と、平面リフレクタ２７４の直前にある透過性誘電
層３２２をもたらす内部ファーフィールドビーム角度と間に存在する量的関係をプロット
に表す。層３２０としてアクリルを使用して生成された内部角は、出力アパーチャ平面１
８６から２４度離れている。より理想的なビーム形状は、３３度のファーフィールド角を
生成する１．３５に近似する屈折率値と関連付けられる。図１０の結果は、ポリカーボネ
ート光ガイドを使用する実施例に適用する。光ガイドがアクリルなどの屈折率の低い材料
で作製されるときに、同様の傾向が観察される。
【０１１７】
　捕捉角度と図１０に記載される媒質３２０の屈折率との間の関係は、媒質３２０の屈折
率がより低くなり、抽出された光ビーム３１８がより明瞭により狭くなり、水平に対する
その角度はより大きくなることを示す。テーパ状の光ガイドパイプ（１００）またはプレ
ート（１１２）と媒質３２０との屈折率の差がより小さくなると、抽出角度がより浅くな
り、抽出されたビームプロファイルの歪みはより大きくなる。
【０１１８】
　層３２２内の屈折光を傾斜した平面ミラー２７４から反射角の法則によって提供される
よりも急峻な角度にするには、光ガイドの自然な３度のテーパ角度よりも一層急峻なミラ
ー角を設ける必要がある。フレクタ平面２７４全体の傾斜の急峻さを３度から約４０度程
度の高い角度まで単純に大きくすることによってこのようにするのではなく、上記の図３
Ａ～図３Ｂおよび図４に示される光抽出フィルム１０２によって先に予想されるように、
実質的に同一の反射ファセットのシーケンスとして、より急峻なミラーをフレネル化する
のが好ましい。厚い球面のまたは円筒形の光学表面形状をフレネル化するプロセスは、光
学エレメントの正味の厚さ（たとえば、フレネルレンズのフィールド）を低減させる実用
的な手段として、光学部品産業における標準的な実施である。その利用は、他の急峻な平
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面ミラー表面の厚さを低減する際にも等しく適当である。テーパ状の光ガイドパイプ１０
０およびテーパ状の光ガイドプレート１１２とあわせてより望ましい出力角度を達成する
ために、本発明で適用される光反射ファセットならびにそれらの接続される応用例の場合
に以上のことがあてはまる。
【０１１９】
　関連する基礎的な光抽出機構は、テーパ状の光ガイドパイプ（１００）に適用されるか
プレート（１１２）に適用されるかにかかわらず、図１１Ａに提供される断面図および本
実施例の材料および幾何学量に関する図１１Ｂの拡大断面図として示される。この実施例
では、テーパ状の光ガイドおよびファセット処理された誘電層３２２は両方とも、屈折率
１．５９のポリカーボネートで作製され、誘電性結合層３２０は、屈折率１．４９の光学
的に透明なアクリル接着剤で作製される。左側のファセット頂角（βL）３５０および左
側のファセット頂角（βR）３５２は、図１１Ｂの拡大詳細図に示される。それらは、本
実施例ではそれぞれ３８度および６０度であるが、多くのその他の好適な例示的な組合せ
を立証することができる。本実施例では、ファセット処理されたプリズムのアレイが通常
のものであるが、より広範囲のプリズム構成を合わせて、特定用途のためのより複雑なア
レイにすることができる。そして、基礎的な光抽出機構を光ガイドパイプ１００および光
ガイドプレート１１２に適用する一方で、入力面１２８に平行な軸を中心にして図１１Ａ
のテーパ状の断面を回転させることによって形成される光ガイドディスクに等しくうまく
適用する。
【０１２０】
　図１１Ａは、１つの例示的な光ガイドプローブ光線３３０（それに加えて、連続するセ
グメント３３２、３３４および３３６）の経路を追跡することによって、また、出力光線
の集合を表す集合的なファーフィールド出力ビーム３３６の得られる再配向を示すことに
よって、基礎となる挙動を示す。
【０１２１】
　全体的にテーパ状の光ガイドパイプ（１００）またはプレート（１１２）からの内部ビ
ーム３３０の完全な抽出は、本発明に関するより好ましい方向にビーム方向を同時に変え
ながら、図１１Ａの側面図に示されるように、屈折率がより低い層３２０のすぐ上に配置
された層３２２に作製される連続した一連の左手および右手の反射ファセット（３４０お
よび３４２）で構成されるファセット処理された再配向層１０２を用いて、断面図で達成
される。非対称のファセット３４０および３４２は、たとえばポリカーボネートなどの透
明なポリマー媒質内に形成され、金属のように反射するピンホールのないフィルム、好ま
しくは銀であるが、アルミニウムまたは別の高反射性被覆とすることもできるフィルムで
表面被覆される。
【０１２２】
　この設計によって、本発明における光抽出は、この構成では右手のファセット３４２上
で起こることが圧倒的に多いが、そうでないこともある。テーパ状の光ガイド４１００に
おける４２４０のように抽出可能な光線は、低屈折率層４２１２（光線セグメント４２４
２）を通過し、次いで、図４１Ａの抽出されたビーム４２１０の方向に沿ってファセット
処理された媒質４２３６（光線セグメント４２４４）を通過する。再配向は、図４２Ａの
１つのファセットについて示されるように、右手のファセット４２３４の傾斜における反
射によって起こる。再配向されたビーム４２４６は、それを取り囲む全てのその他の再配
向された光線とともに光線セグメント４２４８を含む。
【０１２３】
　図１１Ｂは、この例示的な実施例に適用される非対称のファセットの幾何学形状の拡大
図３２９を提供する。総夾頂角３５２（βT）は、それぞれフィルム層３２２と低屈折率
層３２０との間の界面３５８に関する表面法線３５１に対して規定された左手のファセッ
ト角３５４（βL）と右手のファセット角３５６（βR）との合計である。出力光を関連付
けられたテーパ状の光ガイドの出力面（パイプ１００については１２６、プレート１１２
については１２３）に対して垂直に配向するのが好ましいときには、本実施例で使用され
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る値について上述されるように総夾頂角３５２は約９８度であり、左手のファセット角３
５４は約３８度であり、右手のファセット角３５６は約６０度である。ファセットの深さ
３６０（ＦＤ）は、それぞれ対応するファセット角とともにプリズムピッチと決定するが
、そのプリズムピッチは、幾何学形状によってＦＤ［ＴａｎβL）＋Ｔａｎ（βR）］とな
る。ただし、ＦＤ［Ｔａｎ（βL）］は第１の長さ３７０であり、ＦＤ［Ｔａｎ（βL）］
は第２の長さ３７２である。抽出された光の再配向は、右手のファセット角３４２によっ
て制御されることが圧倒的に多い（そうでない場合もあるが）。
【０１２４】
　図１１Ｃは、この例示的な構成に関する５００，０００本の入力光線２０８の光線追跡
シミュレーションの対応する側断面図を示すことによって本明細書をサポートするもので
あり、簡単に分かるように光線を１０００本毎に図式化する。右手のファセット（３４２
）のアレイは下向きに配向された照明の光源として機能し、左手のファセットが介在する
暗いストリップとしてのみ現れることが、この表現から簡単に分かる。これらの導入的な
エレメントを基礎とすることにより、本発明の実用的な実施形態に関して、いくつかの例
示的な実施例を示す。
【０１２５】
　第１の実施例は、ファセット処理された多層性光抽出フィルム１０２を使用して、図３
Ａ～図３Ｅおよび図４で先に紹介されたテーパ状の端面発光バー入力エンジン１２０のシ
ングルＬＥＤの形態に関する性能をさらに詳細に提供する。
【０１２６】
　図１２Ａは、テーパ状の端面発光バー入力エンジン１２０の別の分解図を提供し、光を
抽出し、回転させかつコリメートする多層性フィルム１０２の構造を明瞭に示す。
【０１２７】
　図１２Ｂは、空中で抽出されたファーフィールド出力ビームパターン（＋／－６度コリ
メートされたビーム１６２）を含む入力エンジンシステム１２０の上面図を示す。テーパ
状の光ガイドパイプ１００の出力アパーチャ１２６のすぐ内側で内部に向けられたファー
フィールドビーム（＋／－３．７７度コリメートされたビーム３８０）の断面も示される
。上述されたような実施例の値を使用して、このエンジンからの出力ビームは、システム
のＸ軸７に沿って配向される。以下にさらに示されるように、異なるファセット角を組み
合わせることにより、軸方向以外の広範囲の出力ポインティング方向を得ることができる
。
【０１２８】
　図１２Ｃは、図１２Ｂに含まれる情報を示すが、ファーフィールド出力ビーム１６２の
Ｚ経線の角度範囲３８４ならびに比較的高いＹ経線角度コリメーション３８６を示す斜視
図である。
【０１２９】
　図１２Ｄおよび図１２Ｅはともに、プリズム光抽出フィルム１０２のプリズム間隔の２
つの異なる粗さから得られるニアフィールドの空間的均一性３９０および３９２を示す入
力エンジン１２０の斜視図である。プリズム間隔がより微細になると（より小さくなると
）得られるニアフィールド輝度の不均一性はより微細になる。
【０１３０】
　図１２Ｆ～図１２Ｈは、５７ｍｍのロングエッジ均一性パターン３９０の別個の黒いバ
ーおよび白いバーから、パターン３９２のより短いバーまでの、次いでパターン３９６の
実際には区別できないバーまでのこの傾向を明確に調査し、１６０ｕｍのプリズム間隔を
示す。
【０１３１】
　図１３Ａ～図１３Ｃは、ＬＥＤ入力光をテーパ状の光ガイドパイプ１００の入力アパー
チャ１２８に結合するＲＡＴリフレクタ１４によってＸ経線に提供された入力角度分布（
４００、４０２および４０４）と、テーパ状のパイプの５７ｍｍの出力長さ（４１０、４
１２および４１４）に沿って得られるニアフィールドの空間的均一性パターンとの間に存
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在する先に記載した関係を強調して示す。これらの結果は、４０６として分離されるプリ
ズム光抽出フィルム１０４の１６０ｕｍ間隔の形態を使用する。
【０１３２】
　入力アパーチャ１２８全体に結合される前の空中の入力角度分布４００、４０２および
４０４が図１４Ａ、図１４Ｃおよび図１４Ｄに別々に示され、それぞれ約＋／－３３．６
度、＋／－５２．６度および＋／－６５．０度である。図１４Ｂに示される入力角度範囲
は、約＋／－４１度である。最良のニアフィールド均一性は、＋／－５２．６度の入力光
分布４０２の結果として、図１３Ｂで達成されることが簡単に分かる。
【０１３３】
　図１５は、図１４Ａ～図１４Ｄに示される４つの角度分布４００、４０１、４０２およ
び４０４の関数としての、エンジンシステムの４つの例示的なニアフィールドの空間的均
一性プロファイル４１０、４１２、１４１および４１６のグラフィカル表現である。４つ
の例示的なニアフィールドの空間的均一性プロファイルを担う角度分布パターンは、強調
された図１５で重畳され、４００、４０１、４０２および４０４として下線が引かれてい
る。
【０１３４】
　第２の実施例である図１６Ａ～図１６Ｂは、テーパ状の端面発光入力エンジン１２０を
図３Ａ～図３Ｅおよび図４に先に示されたようにテーパ状の光ガイドプレート１１２と組
み合わせるが、上記に示されたプリズム光抽出フィルムがより微細なピッチ（間隔）であ
るときに生じる、接続されたファーフィールド照明パターンを示す。この薄型プロファイ
ル照明システム１と１８００ｍｍ×１８００ｍｍの照明されたファーフィールド表面と間
の距離は、１５００ｍｍである。
【０１３５】
　図１６Ａは、コンピュータシミュレーションから得られたファーフィールドビームパタ
ーンを含む関連する形状の斜視図示す。例示的な５７ｍｍ×５７ｍｍ×３ｍｍの寸法であ
る照明システム１、すなわち、本実施例では４３０として示される完全なシステムは、１
５００ｍｍ離れた高さ４４２から照明される表面４４０の１８００ｍｍ×１８００ｍｍの
長さ４３６と幅４３８に対して正確に比例するようにされる。
【０１３６】
　図１６Ｂは、図１６Ａに４３０で示された薄型プロファイルダブルコリメーティング照
明システムの拡大図４４４を提供する。
【０１３７】
　図１７は、図１６Ａの斜視図に示されたファーフィールド表面４４０上に作成されたフ
ァーフィールド照明パターン４５０のコンピュータシミュレーションされた２Ｄグラフィ
ック表現である。本実施例におけるビームパターン４５０の角度範囲は、示された両方の
経線（長さ４３６に沿ったＸ経線および幅４３８に沿ったＹ経線において、約＋／－５度
から＋／－６度の半値全幅（ＦＷＨＭ）である。各経線における線幅プロファイルは、セ
ット４５２および単一のプロファイル４５４として示される。白い矢印４５１は、示され
るパターン４５０に対応するＸ経線線幅プロファイルを示す。追加のシミュレーションに
対応するその他のＸ経線線幅プロファイルは、右手のファセット角３５２の異なる値で延
びる（図１１Ｂ参照）。ファーフィールド角のポインティング方向におけるわずかな変化
は、公称６０度の頂角（αR）におけるわずかな変化により生じる。
【０１３８】
　図１８は、テーパ状の光ガイドプレートの表面に適用されるプリズム内のファセット角
の５つのわずかに異なる選択に応答する、図１６Ａの照明システムによって生成されるそ
れぞれ異なるように傾斜したファーフィールドビームの断面のセットのグラフィック表現
である。
【０１３９】
　照明システムのポインティング方向を制御するこのファセット角手段は、大変強力な本
発明の特徴である。本発明の平板照明システム４３０は、斜めに向けられた照明ビームお
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よびファーフィールドパターンに、抽出フィルムのプリズムファセット角を適宜選択する
ことによって設定されるビームが向く傾斜度を提供するように配備することができる。
【０１４０】
　単一の５７ｍｍ×５７ｍｍの光抽出フィルム内のファセット角の５つの選択の分布によ
って生じる同じく５つのファーフィールドビームの空間的な重複をテーパ状の光ガイドプ
レート１１２に適用し、それにより、ファーフィールドビームプロファイルを均一に広げ
ることができる。より平滑な（離散していない）ビーム分布については、より多くの数の
ファセット角の選択を含み得る。
【０１４１】
　図１９は、薄型プロファイル光ガイド照明システムの光分配プレート１１２内の内的光
再配向プリズム角を変化させることによって到達できる＋６０度から－６０度の範囲のビ
ーム方向を立証するための９つの異なるファーフィールドビームの断面を示すグラフィッ
ク表現である。図１９は、９つの広範囲に異なるファーフィールドビーム方向（５００、
５０２、５０４、５０６、５０８、５１０、５１２、５１４および５１６）に関する本発
明におけるファセット角で調整された角拡散のこの手段のパワーを示し、それぞれ、図１
６Ｂの斜視図に示された構成によって参照されるように、本実施例の５７ｍｍ×５７ｍｍ
光抽出フィルム４８０で右手のファセット角（αR）を変化させることによってのみ、シ
ステム表面法線４４１を中心にしてＸ経線に生成される。
【０１４２】
　図２０は、図３Ａの薄型プロファイル光ガイド照明システムに関する、光抽出および調
整フィルム内のプリズムファセット角対それが生成するファーフィールドビーム－ポイン
ティング角度のグラフである。図２０に表される関数関係は、本実施例のポリカーボネー
ト光ガイドプレート１１２に関するものであるが、アクリル光ガイドプレート１１２と関
連付けられる材料など、その他の材料の組合せに関して、類似する関数関係が存在する。
図２０により、先に論じられた頂点法線４４１からの右手のファセット角度（度）とシス
テムの出力アパーチャ平面への法線から測定されたファーフィールドビームポインティン
グ角度との間に存在する基礎的な物理的関係が明らかになる。この方法によって、ビーム
ポインティングを－６０度から＋６０度の角度範囲全体にわたって変化させ得ることがわ
かる。図２０の点線は、シミュレーションされたデータに合わせた直線であり、数式αR

＝ｍΦP＋ｂの交差値ｂ＝５９．５および傾斜値ｍ＝０．３０９を有し、ΦPはシステムの
表面法線から測定されたポインティング角度（度）である。
【０１４３】
　ファーフィールド照明パターンの角度ダイバーシチは、別々にまたは組み合わせて適用
されるいくつかのその他の方法で、本発明に拡張される。出力角度制御の第１の手段は、
図１Ｄの実施形態について前述されるように、レンチキュラータイプの角拡散ディフュー
ザの形態で層５２および５４を調整する１つまたは２つの出力光の使用を含む。出力角度
制御の第２の手段は、図２Ａ～図２Ｃに上述されるように、入力コリメーションの度合い
をファーフィールド照明の角度範囲を変化させる方法で調整することができるコリメート
されたエッジ光源の使用を有する。出力角度制御の第３の手段は、すぐ上に示したように
、光抽出再配向層内のプリズムファセット構造の分散に関する変形例を含む。
【０１４４】
　照明システムの角度範囲を上に示される公称＋／－５度よりも広げるためのこれらの手
法のうち、１つまたは２つの角拡散ディフューザシート（好ましくはレンチキュラー角拡
散シート５２および５４）を（たとえば、図１Ｄ、２Ｄおよび図４に先に示された）シス
テムの正方形または長方形の出力アパーチャを横断して加えることは、最も容易に適用さ
れ得る。本発明の合理的によくコリメートされた光が、任意の１次元または２次元の角拡
散分散シートを通過すると、それらのビームプロファイルは、関連する角拡散機構によっ
て広げられる。光拡散フィルムの１つのセットを別のセットと置き換えると、光エンジン
の出力光分散へと所望の変化が生じる。
【０１４５】
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　バルク散乱型ディフューザ、球面レンチキュラー型レンズシートおよび様々な回折型光
成型ディフューザシートを含むいくつかの先行技術の光分配シートは、本発明においてこ
のように使用することができる。放物線レンズエレメントを有するレンチキュラーレンズ
シートは、光拡散ディフューザシートのさらに１つの特定の変形例であるが、本発明の使
用に好ましい一意の属性を有するものとして以下に示す。
【０１４６】
　図２１は、図３Ａの薄型プロファイル光ガイド照明システムの出力アパーチャに適用さ
れる先行技術の形態のバルク散乱型ディフュージングシートのコンピュータで光線追跡シ
ミュレーションされたファーフィールド角拡散挙動を示す側断面図である。図２１は、そ
れらの軸強度に対して標準化される視覚的な便宜のために示されるように、典型的には広
げられたファーフィールドビームプロファイル５２０のファミリーを重畳する。実際には
、各プロファイルは、およそ同数のフィールド表面５２２の出力ルーメンに分散させる。
シルエット５２４（黒色で示される）は、外部光拡散分散が全くない本発明の薄型プロフ
ァイル照明システム１のファーフィールドビームプロファイルを示す。ファーフィールド
ビームプロファイル５２６、５３８、５３０および５３２は、ビーム拡散５２６（＋／－
１０度）、５２８（＋／－１５度）、５３０（＋／－２５度）および５３２（＋／－３０
度）とし得るタイプを示すものである。光射出エンジンの角度範囲を広げることに加えて
、ディフューザ５３４はまた、製造欠陥または公差違反によって引き起こされる輝度均一
性における様々な不均一性を隠す。１５００ｍｍのシステムの高さ５４０は、この比較に
対して取られた。
【０１４７】
　カリフォルニア州所在のＬｕｍｉｎｉｔ　ＬＬＣ　ｏｆ　Ｔｏｒｒａｎｃｅ（前Ｐｈｙ
ｓｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ）は、この目的のために作製された
回折光ディフュージングシートのラインを製造する。それらの市販の光線成型ディフュー
ザは、広範囲の選択可能な角錐（たとえば、円形に対称の錐体では＋／－１０度、＋／－
１５度、＋／－２０度、＋／－３０度および＋／－４０度、また、非対称の錐体では＋／
－５度×＋／１５度、＋／－５度×＋／－２０度、＋／－５度×＋／－３０度、＋／－１
７．５度×＋／－３７．５度、＋／－１７．５度×＋／－４７．５度および＋／－３０度
×＋／－４７．５度）でコリメートされた入力光を（ホログラフィック回折によって）主
に順方向に散乱させる。
【０１４８】
　本発明ではこの同じ方法で使用することができるその他の従来のディフューザシート５
３４は、たとえば二酸化チタンまたは蛍光酸化物、乳白または蛍光材料で被覆された透明
板ならびに粗くサンドブラストされたガラスまたはプラスチック板などの散乱粉末を備え
た接着樹脂またはポリマーシートを含み、これらは別々に含まれても、組み合わせて含ま
れてもよい。
【０１４９】
　本発明の光エンジンからの公称＋／－５度の角度範囲を広げる別の方法は、光射出エン
ジンの出力アパーチャを横断して１つまたは２つの球面レンチキュラーレンズシートを加
えることである。レンチキュラーレンズシートは、称呼同一のレンズの線形アレイによっ
て形成される薄い透明エレメントである。先行技術のレンチキュラーレンズとしては、球
面レンチキュラーレンズが最も一般的であるが、プリズムレンチキュラーレンズも一般的
である。たとえば、図２２Ａの概略側断面図および図２２Ｂの斜視図を参照されたい。
【０１５０】
　その他の先行技術の光拡散ディフューザの例としては、２次元アレイのマイクロレンズ
および２次元アレイの角錐が含まれる。関連付けられる先行技術の教示のほとんどは、い
わゆるバックライトによって提供される一般的なバック照明の角錐を均質化し、携帯電話
の画面、ラップトップコンピュータのディスプレイおよびデスクトップモニタのディスプ
レイのように直接見える液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）スクリーンの背面に拡張させるなど
、ニアフィールド光分配応用例に対してそのようなマイクロレンズシートを使用すること
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に関する。
【０１５１】
　しかしながら、ニューヨーク州所在のある会社、ＲＰＣ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ　ｏｆ　
Ｒｏｃｈｅｓｔｅｒは、かなりの形状多様性を有するマイクロサイズの小型レンズの様々
な数学的に開発された２次元分散を使用して、Ｅｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｄｉｆｆｕｓｅｒ
ｓ（商標）のラインを製造する（図２２Ｃのこのタイプのディフューザに関する典型的な
表面領域のトポグラフィックな概略表現を参照）。この特別なケースでは、透明な光学レ
ンズシート材料は、急峻な壁の錐体様の形状６００および球面形状６０２から、さらにつ
ぶれた楕円６０４および６０６に変化する公称１～１００ｕｍのサイズのレンズエレメン
トで構成されるペブル形状を有する。このように複雑な微細構造様のマスタ工具は、フォ
トレジスト内にレーザ書きこみされ、次いで、フォトリソグラフィックに描かれる。市販
のＲＰＣ　Ｐｈｏｔｏｎｉｃｓ製品は、キャスティングおよび硬化によって、圧縮成型に
よって、かつ、射出成型によって作製される。このような分散型レンズ光線成型ディフュ
ーザ製品は、本発明における角拡散ディフューザシート５３４として効果的な用途のため
に設計され得る。ペブルレンズのＥｎｇｉｎｅｅｒｅｄ　Ｄｉｆｆｕｓｅｒｓ（商標）の
手法は、任意のその他の先行技術レンチキュラー型マイクロレンズシートの手法に比べて
、よくコリメートされた光を射出するエンジンからのより広範囲のファーフィールド光分
布を実現するための便利な手段を提供する。
【０１５２】
　この方法を本発明の光射出エンジンに適用することができるが、製造コストがあまりか
からず、等しくカスタマイズ可能な光拡散性能を有するレンチキュラー型角拡散レンズシ
ートの単純な変形例が知られている。
【０１５３】
　本発明の照明システム１からのダブルコリメートされたファーフィールド出力ビームは
、本質的には、２本の直交する経線でよくコリメートされるので、図２２Ｃの方法によっ
て開発された円対称のレンズ要素が直ちに必要とはされない。この手法において、いくつ
かの応用例はピッチの暗示されるランダム性から恩恵を受けることがあるが、平面または
コリメーション平面と直交するようになされるストライプ軸を有するレンチキュラーシー
トのより単純なストライプ様レンズエレメントは、本発明のダウン照明応用例および壁照
明の応用例において必要とされる様々な最良の形態の光分布に非常に十分となり得る。
【０１５４】
　レンチキュラーレンズシートの製造プロセスは容易に利用でき、また最も低い可能な製
造コストを提案する。レンチキュラーシートは、それらの長手軸方向に溝がある性質のた
めに、低コストのプラスチック押出しによって形成することができる。それに加えて、３
Ｍの多産性輝度向上フィルム製品（たとえば、ＢＥＦ－Ｔ（商標））は、４５度、９０度
および４５度である内部プリズム角を有する公称５０ｕｍ幅のＰｏｒｒｏプリズム溝であ
るレンチキュラー構造である。このようなプリズムシートは、日常的には、非常に高い容
積において本質的に低い製造コスト（１平方フィート当たり）で、高容量でロールツーロ
ールのアクリルベースのキャスティングおよび硬化プロセスによって製造される。また、
同じ材料が、熱エンボス加工によって容易に製造される。これらの効果的なエンボス微細
構造の製造品質は、レンチキュラー溝が継続して複製される材料の処理されたロールの長
さにわたるときに最良となる。ロールを横切ってならびにロールの長さにわたる複雑な形
状のバリエーションを有するフィーチャのマイクロ複製（たとえば、図２２Ｃのペブルレ
ンズのもの）が利用可能であるが、信頼性に基づいて製造するのはより困難である。ペブ
ル型レンズは、押出し成型には適合しない。
【０１５５】
　図２２Ａは、レンチキュラーディフューザまたはレンチキュラーディフューザシートと
して知られる球面形状のレンズエレメントを含む円筒形のレンズアレイフィルムの先行技
術の形態の概略的な側断面図を示す。図２２Ａの概略断面図によって示される従来の先行
技術のレンチキュラーディフューザシートは、ポリマーまたはガラス組成物で作製された



(41) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

光学的に透過性のフィルムまたはシート材料５５０であり、その平面表面５５２は、平行
なレンズ断面のマイクロ構造のアレイ５５４を含むように形成され、各レンズ断面（微小
凸レンズ片またはレンチキュラーと呼ばれることもある）は、ほぼ同一の断面形状５５６
、凹部５５８および対応するピッチまたは反復周期ＰＥＲ５６０を有する。個々のレンズ
断面５６２が球面（または非球面）円筒レンズの突出分または凹部分であるときには、凹
部およびＰＥＲは、数式４－７、従来の球面曲率に関する凹部を表す数式６、および、従
来の非球面曲率に関する凹部を表す数式７で得られる単純な幾何的表現（楕円断面、放物
線断面、双曲線断面および錐断面を含む全ての可能な多項形状）によって関連付けられる
。ほとんどの場合、ＳＤ＝ＰＥＲ／２であり、レンズ周期ＰＥＲの２分の１を特定し、Ｒ
ＬＥＮは関連付けられる曲率半径を表し、ＣＣは錐定数（従来は、放物曲線の場合は－１
、球面の場合は０、楕円曲線の場合は０～１、および、双曲線の場合は＞１）を表し、Ａ
１Ｌ、Ｂ１Ｌ、Ｃ１ＬおよびＤ１Ｌは、第１～第４の非球面係数を表す。
　ＫＫ１Ｌ＝（ＳＤ）2／ＡＢＳ（ＲＬＥＮ）　　　　　　（４）
　ＫＫ２Ｌ＝（（ＳＤ）／ＡＢＳ（ＲＬＥＮ））2　　　　（５）
　Ｓ００＝ＫＫ１Ｌ／［１＋ＳＱＲＴ（１－（１＋ＣＣ）（ＫＫ２Ｌ））］　　（６）
　ＳＳＴ＝Ｓ００＋（Ａ１Ｌ（ＳＤ4））＋（Ｂ１Ｌ（ＳＤ6））＋（Ｃ１Ｌ（ＳＤ8））
＋（Ｄ１Ｌ（ＳＤ10））　　　　　　　　　　　　　（７）
【０１５６】
　図２２Ａは、理想的で例示的なコリメートされた光線５６４または５６６が表面法線５
８０に平行なディフューザシート５６８を通過し、対応する焦点５７０または５７２を通
るアレイ５５４内の個々のレンズエレメント５５６の光学パワーによって参照されること
を示す。これらの屈折光線は次いで、粗い近軸近似のみに対するレンズの特徴的な焦点距
離の予測可能な関数である増加した角度範囲５７４または５７６で偏差する。近軸近似は
、関連する現実的な光線の全容積の小さな画分を示し、全内部反射がシート内で起こるこ
とがあり、かつ、非球面形状のエレメントを通過する集合的なスキュー光線透過の推定が
非常に難しいので、信頼できるものではなく、一般的にはコンピュータベースの光線追跡
によってのみ対処される。
【０１５７】
　これに加えて、先行技術には、レンチキュラーレンズシート５６８の平面表面５７４に
最初に当たるコリメートされた光線および湾曲したレンズ表面５６２に最初にぶつかるコ
リメートされた光線と関連付けられたファーフィールド照明結果の実際の区別については
明らかにされていない。両方の配向はいくつかの照明応用例について有用な結果を生成す
るが、これらの結果は、実際には、効果的な透過効率についてだけでなく、ファーフィー
ルド光分布についても、いくつかの場合において著しく異なっている。そして、これらの
差異は、本発明を実施するときの有意な値を示すものである。
【０１５８】
　市販のレンチキュラーレンズシートは、主に、レンズ断面が球面であり、好適な画像の
上のニアフィールド３Ｄイメージングレンズのオーバーレイ（側部が数インチから数フィ
ートにサイズ設定される）として使用するために作製される。また、それらのレンズシー
トは、装飾的な視覚的効果を幅広いパッケージに及ぼすために使用される。レンチキュラ
ーシートの１つの典型的な製造業者は、ウィスコンシン州所在のＰＡＣＵＲ　ｏｆ　Ｏｓ
ｈｋｏｓである。ＰＡＣＵＲ　ｏｆ　Ｏｓｈｋｏｓのレンチキュラーシート製品は、ＰＥ
Ｒ＝０．２５１ｍｍからＰＥＲ＝０．６３５ｍｍのレンチキュラー幅および０．２５１ｍ
ｍから０．３７１ｍｍのレンチキュラー弧に対応して、１インチ当たり４０～１００個の
レンズエレメントを有するポリエステル樹脂をエンボス加工することによって作製される
。また、レンチキュラーシートは、アクリルおよびポリカーボネートでも作製される。そ
の他の製造業者としては、たとえば、イスラエルのエルサレム所在のＨｕｍａｎ　Ｅｙｅ
ｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓ　Ｌｔｄ．、Ｍｉｃｒｏ　Ｌｅｎｓ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇ
ｙ（ノースキャロライナ州、インディアントレイル）が挙げられる。レンチキュラーレン
ズシートのイメージング応用例では、レンチキュラーシート５６８の平面側５７４は、イ
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メージ層上に積層され、反射光は、レンズを外向きに通過して観察者に届く。レンチキュ
ラー製品のイメージング（または表示）プロパティは、ファーフィールド照明に対する影
響を予測するために使用することはできない。
【０１５９】
　ファーフィールド照明に対する影響を広くするレンチキュラーディフューザ、さらにそ
の他の応用例に関する市販のレンチキュラーディフューザの実際の角度の信頼性の高い記
述は、直実験によって、および、本実施例におけるように研究室で有効なコンピュータシ
ミュレーションによってのみ可能である。適切に実装されると、レンチキュラーレンズシ
ートの光学性能のコンピュータシミュレーションは、基準となる研究室の実験を再現し、
新規かつ有用なレンチキュラー実装形態の発見を可能にする。
【０１６０】
　近軸理論と合致する球面レンチキュラーの先行技術の例として、市販の３Ｄイメージン
グで使用されるレンチキュラー製品の１つ、すなわちＰＡＣＵＲのＬＥＮＳＴＡＲ　３Ｄ
のファーフィールド照明の性能を提示する。１インチ当たり１００個のレンチキュラー、
０．００９２インチ（０．２３３６８ｍｍ）の微小凸レンズ片半径４５２７および０．０
１０１インチ（０．２５６５４ｍｍ）の微小凸レンズ片幅（ＰＥＲ）４５１２を有する。
関連付けられる凹部５５８は０．３８３５ｍｍであり、暗示される焦点距離（図２２Ａで
は５７２）は０．５８４２ｍｍである。この焦点距離は、＋／－１２度（完全角２４度）
の薄いレンズ近軸推定によってファーフィールド照明錐を予測する。ＰＡＣＵＲは、より
多くの応用例を撮像する際に、３０度のフィールドを報告する。
【０１６１】
　図２３Ａおよび図２３Ｂは、先に記載されたダブルコリメーティングする発光システム
１、または、任意の同様のコリメートされた光源によって提供されたコリメートされた＋
／－５度入力光に関するファーフィールド挙動を示す。図２３Ａは、レンチキュラーが入
力光６５０から離れて向くときの結果を示し、図２３Ｂは、この場合、レンチキュラーの
頂点が入力光６５０に向かって向くときの非常に類似する結果を示す。どちらの場合にお
いても、効果的な透過効率は約９２％であり、それぞれ対応するファーフィールド光分布
の角度範囲６５２（および６５３）は、関連付けられるビームシルエット６５４および６
５６から見られるように、それぞれ＋／－１２度および＋／－１０度ＦＷＨＭである。フ
ァーフィールドビームプロファイルの半幅６５８は、ケース毎に指定される。
【０１６２】
　レンチキュラーディフューザのファーフィールド照明結果は、レンチキュラー断面が薄
い球面形状であるときにのみ、これと同様に予測可能である。レンチキュラーが球面にな
り、より深く陥没するときには、近軸近似は壊れ、単純な性能で不十分であることが分か
る。コンピュータシミュレーションは、このような場合には、信頼性の高い性能予測を得
るために必要とされる。
【０１６３】
　本発明の文脈における非球面レンチキュラーの実際の挙動は、浅い放物線レンチキュラ
ー、より深い放物線レンチキュラー、プリズム様の双曲線レンチキュラー、混合レンチキ
ュラーおよび交差（直交）レンチキュラーを含む例の以下のセットによって実証される。
これらの例により、先行技術によって予測されないレンチキュラー照明の特性における一
意の差異が明らかになる。これらの例は、本発明の効果的な実施が、ある特定の範囲のレ
ンチキュラー設計のパラメータの選択だけではなく、入力光に対するレンチキュラーの配
向にも依存することを示す。挙動の差異は非常に著しく、本発明でアクセス可能な有用な
プロファイルおよびパターンのサブセットにつながる。
【０１６４】
　図２４Ａは、放物線形状のレンチキュラーエレメントを有する典型的な放物線（または
双曲線）レンチキュラーディフューザシート６９０の斜視図を提供する。図２４Ｂは、図
３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートされた光が、比較的
浅い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有するレンチキュラーレンズ
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シートの平面側に適用されるときに生じる丸い底面のファーフィールドビームの断面を示
す。図２４Ａ内のレンチキュラーエレメント６９６は、断面が非球面であり、いくらかよ
り深く陥没している点で、図２３Ｂのレンチキュラーエレメントとは異なる。
【０１６５】
　図２４Ｃは、図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートさ
れた光が、比較的浅い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有するレン
チキュラーレンズシートのレンズ側に適用されるときに生じる平坦な底面のファーフィー
ルドビームの断面を示す。
【０１６６】
　図２４Ｂ～図２４Ｃは、ピーク対ベースの比がＳＡＧ／ＰＥＲ＝０．２である放物線レ
ンチキュラーの側面図を示す。この条件に関する放物線焦点は、約０．６２ｍｍである。
入力光および出力光のファーフィールド表現は、レンチキュラーシートの上下のシルエッ
トで示される。コリメートされた入力光６５０は最初にレンチキュラーシート６９０の平
面表面６９２に当たるとき、得られるファーフィールド出力ビームシルエット７００は、
図示されるように＋／２２度ＦＷＨＭである角度範囲７０２と対称となる。レンチキュラ
ーシートの下１．５ｍの表面上の対応する中央部重点照明パターンのハーフピーク４５３
４における幅は約１．２ｍであり、シルエットの＋／－２２度の角度範囲７０２に厳密に
一致する。この配向の場合、処理された照明は、図示のように、中央ピークから２．６ｍ
幅の領域全体にわたって、１．５ｍ下に外向きに分散する。しかしながら、コリメートさ
れた光６５０が最初にレンチキュラー表面６９８に当たるときに、かなり異なって成型さ
れたビームプロファイル（およびフィールドパターン）が生じる。ＦＷＨＭ角度範囲７０
８がほぼ同じままであるとき、出力ビームシルエット７１０は、鋭いカットオフ角を有す
る正方形（または長方形）のフィールド分布を生成する平坦な底面の三角形状を有する。
得られる平坦な頂面のフィールドプロファイルは、１．２ｍ幅の領域内１．５ｍ下に、ほ
とんど全ての出力ルーメンを配備する。この鋭角なカットオフ挙動は、それ自身によって
ＲＡＴリフレクタを採用する光射出エンジンの諸実施形態に類似する強さに耐え、本発明
の多くの最良の実施形態で等しく有用である。このレンチキュラーシート６９０の両方の
配向において、効果的な透過効率は約９２％である。
【０１６７】
　図２４Ｄは、図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートさ
れた光が、適度な深さの凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントのレンチキ
ュラーレンズシートの平面側に適用されるときに生じる、サテライトウイングを有するよ
り広角の丸い底面のファーフィールドビームの断面を示す。
【０１６８】
　図２４Ｅは、図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートさ
れた光が、適度な深さの凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントのレンチキ
ュラーレンズシートのレンズ側に適用されるときに生じる広角の丸い底面のファーフィー
ルドビームの断面を示す。
【０１６９】
　図２４Ｄ～図２４Ｅは、いくらかより大きなピーク対ベース比ＳＡＧ／ＰＥＲ＝０．５
を有する放物線レンチキュラーの側面図を示す。この場合の放物線焦点は約０．２５ｍｍ
である。コリメートされた入力光６５０がこの時点で最初に平面表面６９２に当たると、
ファーフィールドビームシルエット７３０は、実際には外観が変わらず、図示のように＋
／２４度ＦＷＨＭであるが、メイン出力ローブ７３０内で入力光６５０の５１％だけを透
過する。残りの４９％の部分は、示される弱い高角度のウサギの耳のようなパターンで不
要に出力され、その残りの４９％の部分は、全内部反射によってレンチキュラーシートの
内側で捕捉され、一部は入力源に向かって後方反射する。また、生じる照明パターンは、
図２４Ｂのより浅い放物線レンチキュラーに関して示されるパターンとほぼ同じである。
コリメートされた入力光６５０が最初により深い放物線レンチキュラー７３４に当たると
きには、そのような破壊は起こらない。より深い放物線レンズは、ファーフィールド角範
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囲を、図２４Ｃにおける＋／－２２度から図２４Ｅにおける＋／－４２度へと２倍近くす
る。さらに、出力ビームシルエットは、それに対応する鋭いカットオフ角とともに図２４
Ｃに示された平坦な底面の三角の断面を保持する。そして、かなり広くなった角度範囲に
かかわらず、透過効率は損なわれ、９２％を保つ。
【０１７０】
　図２４Ｆは、図３Ａの発光システムから示されるような＋／－５度×＋／－５度コリメ
ートされた光が、非常に深い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有す
るレンチキュラーレンズシートの平面側に適用されるときに生じる広角の３モードファー
フィールドビームの断面を示す。
【０１７１】
　図２４Ｇは、図３Ａの発光システムからのように＋／－５度×＋／－５度コリメートさ
れた光が、非常に深い凹部を有する放物線形状のレンチキュラーエレメントを有するレン
チキュラーレンズシートの平面側に適用されるときに生じる超広角のファーフィールドビ
ームの断面を示す。
【０１７２】
　図２４Ｆ～図２４Ｇは、さらにより深い放物線レンチキュラー設計の対応する拡散プロ
パティを示し、１つはピーク対ベース比ＳＡＧ／ＰＥＲ＝１．０を有し、図２４Ｄ～図２
４Ｅに示される例の２倍となる。この比に関する放物線焦点は約０．１２５ｍｍである。
入力光６５０が最初に平面表面６９２に当たるときには、図２４Ｄに示される全内部反射
からの効果は継続し、透過効率は５１％から約７０％へとわずかに改善されるが、出力ビ
ームの断面８０６は、強力に、ファーフィールド照明パターンにおける３つの個別の照明
ピークを示す３モードになる。３モード光分布は、中央位置および２つのサテライトをス
ポット照明（または投光照明）するために使用することができる。図２４Ｇのレンズアッ
プレンチキュラー配向で示されるファーフィールド挙動は、鋭角に切り取られた均一な照
明８２０は、損傷なく１２０度の完全角へ、このレンチキュラーディフューザ８０８とと
もに可能であることを実証する。放物線レンチキュラーに隣接することによるより高い角
度の出力光のいくつかの屈折の回復が不可避である場合に角錐８１３が非常に広いにもか
かわらず、正味の透過効率は８６％に降下するのみであり、出力光は、そのようなレンズ
アップレンチキュラー配向と関連付けられる特徴的な平坦な底面の三角形のビームシルエ
ット８２０を示し続ける。
【０１７３】
　図２５は、本発明の全てのタイプのレンチキュラーディフューザシート８７４に関して
、ファーフィールド角の合計８７０φ（測定されたＦＷＨＭ８７２）と０．１から１．０
の放物線レンチキュラーのピーク対ベース比（ＳＡＧ／ＰＥＲ）との間に存在することが
分かる最良の形態の幾何学関係を要約するグラフである。これらの結果は、レンチキュラ
ー曲率が、コリメートされた入力光６５０に向かうようになされる特別な場合にのみ生じ
る。適用可能なピーク対ベース比範囲８７６は、正味の透過効率が全体を通して、ＳＡＧ
／ＰＥＲ＝０．１からＳＧＡ／ＰＥＲ＝０．７５との範囲の８６％を超え、９０％以上で
ある点で独特であると考えられる。ファーフィールドビームの断面は、図２４Ｃ、図２４
Ｅおよび図２４Ｇのシルエットによって表され、範囲全体でも同様に実質的に平坦な底面
の三角形の特徴を維持する。
【０１７４】
　図２５にグラフ化された関数関係は非線形であり、任意の単純な理論によって数学的に
予測されるものではない。合理的な線形推定は、ポリメチルメタクリレート（アクリル）
（ｎ＝１．４９３５８０９）で作製されたレンチキュラーディフューザシートに関する数
式８およびポリカーボネート（ｎ＝１．５９）で作製されたシートに関する数式９でおお
よそ求められる。本発明の実施で使用されるレンチキュラーディフューザシート８７４は
、任意の好適な光学的に透過性のポリメリック（またはガラス）材料で作製することがで
きるが、アクリルの屈折率により近いそれらの屈折率は、全内部反射に起因する透過損失
を抑える点で優れている。ポリカーボネート（ｎ＝１．５９）で作製されたレンチキュラ
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ーディフューザシート８７４は、より小さなピーク対ベース比でより広い遠画角を達成す
る点で優れている。この１つの例は、アクリルで作製された放物線レンチキュラーが約０
．６３のピーク対ベース比ＳＡＧ／ＰＥＲで１２０度の完全角のファーフィールド角範囲
を達成する一方で、ポリカーボネートで作製された放物線レンチキュラーは、約０．５２
５のＳＡＧ／ＰＥＲで１２０度の完全角のファーフィールド角範囲を達成し、約２０％だ
け必要な放物線アスペクト比を低減する点で異なっている。この特定の比較のコストは、
正味の透過効率で約２％に過ぎず、おそらくは、ほとんどの応用例において取るに足らな
いものである。
【数２】

【０１７５】
　任意の設計の双曲線レンチキュラーは、それらのレンチキュラーがコリメートされた入
力光６５０の光源のほうを向くか、そこから離れて向くかにかかわらず、図２４Ｃ、図２
４Ｅおよび図２４Ｇの好ましい平坦な底面の三角形のファーフィールドビームの断面を展
開しないことに注目することが重要である。
【０１７６】
　図２６は、本発明の薄型プロファイル照明システム１の斜視図を示し、図２４Ｃ、図２
４Ｅ、図２４Ｇの所見および図２５の要約グラフによって提示されるように、レンチキュ
ラー角拡散フィルム８７４の１枚のシートは、Ｘ経線にパワーを拡散させ、その微小凸レ
ンズ片は、光ガイドプレートのサブシステム１１０から入射する光に面する。
【０１７７】
　図２７は、照明されるべき１８００ｍｍ×１８００ｍｍの表面の上に１５００ｍｍの最
も高いところに配置された図２６の照明システム１による１つの例示的な結果を示す。コ
ンピュータシミュレーションされたフィールドパターン８８０は、ｘ軸７に沿って約＋／
－３０度拡散しているが、ｙ軸５に沿って約＋／－５度のままである。５７ｍｍ×５７ｍ
ｍの照明器具の中心は８８２で示されている。この結果は、実験的には、同様の設計のエ
ンボス加工されたレンチキュラーフィルムを使用すると有効であった。
【０１７８】
　図２８は、レンチキュラー角拡散フィルム８７４（および８７４と同じ設計の８７５）
の２枚の直交して配向されるシートに沿った本発明の薄型プロファイル照明システム１の
斜視図を示し、図２４Ｃ、図２４Ｅ、図２４Ｇの所見および図２５の要約グラフによって
提示されるように、パワーをＸ経線およびＹ経線で拡散し、両方のシートの微小凸レンズ
片は、光ガイドプレートのサブシステム１１０からの入射する光に面する。
【０１７９】
　図２９Ａ～図２９Ｂは、照明されるべき１８００ｍｍ×１８００ｍｍの表面の上に１５
００ｍｍの高さで配置される図２８の薄型照明システム１による２つの例示的な結果を示
す。コンピュータシミュレーションされたフィールドパターン８８４（図２９Ａ）および
８８６（図２９Ｂ）は、図２９Ａではｘ軸７およびｙ軸５の両方に沿って約＋／－３０度
拡がり、図２９Ｂでは約＋／－１５度拡がる。５７ｍｍ×５７ｍｍの照明器具の中心は、
８８２で示される。また、これらの結果は、実験的には、同様の設計のエンボス加工され
たレンチキュラーフィルムを使用すると有効であった。
【０１８０】
　角拡散フィルムを使用しないシングルエミッタ照明器具フォーマットに関する全ての効
果的なフィールド効率は、０．７４（テーパ状の入力バーに関しては０．８６、テーパ状



(46) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

のプレートに関しては０．８６）であり、反射防止コーティングが、バーおよびプレート
の両方の入力アパーチャに適用される。フィールド効率は、入力されたコーティングなく
０．６７まで下がる（テーパ状のバーに関しては０．８２、テーパ状のプレートに関して
は０．８２）。両タイプの拡散フィルム（レンチキュラーおよび回折）の正味の透過効率
は＞０．９であり、それによって、システムの正味のフィールド効率は、１枚の拡散フィ
ルムでは０．９、２枚の拡散フィルムでは０．８１だけ下がる。
【０１８１】
　図２Ａ～図２Ｃに記載されるようなより高出力のマルチエミッタ照明器具フォーマット
に関するフィールド効率は、アレイ型光エンジンの出力効率がテーパ状のバー光エンジン
の出力効率よりも約１０％～１５％高いので、より優れている。より高出力のシステムに
関する正味のフィールド効率は、角拡散フィルムを使用せずに０．８２である（アレイ型
光エンジンに関しては０．９５、ＡＲコーティングされたテーパ状のプレートに関しては
０．８６）。
【０１８２】
　これらのフィールド効率は、市販のオーバーヘッド照明器具で通常は使用される従来の
２インチ×２インチの蛍光灯トロッファによって提供される照明器具の全効率と十分に匹
敵し、設計に応じて０．５から０．７の範囲となる。
【０１８３】
　より大きな効率の利点は、割増値が特定の円形、正方形または長方形のフィールド領域
に送達されるルーメンに課されるタスク照明応用例において実現される。
【０１８４】
　エネルギー効率がより高い照明器具を達成するために、経済的および環境的な重要性を
大きくするものであるが、サイズおよび重量を有意に低減できるようにすることも重要で
ある。より小さくかつより薄い照明器具は、ライティングアーキテクトに新たな設計代替
物を提供するが、商業的な建築業者およびそれらの照明設置業者に対しては、大きな労働
力（および経費）が必要な設置要件を潜在的に少なくする。
【０１８５】
　図３０Ａは、図１Ａ～図１Ｄ、図３Ａ～３Ｅ、図４、図１６Ａ～１６Ｂ、図２６および
図２８の機能図に基づいて、本発明の完全に構成された光エンジンの実施形態の一例の分
解上面斜視図８９０を提供する。この完全に構成された光エンジンの形態は、米国仮特許
出願第６１／１０４，６０６号にも同じく記載されている。図３０Ｂは、使用できる市販
のＬＥＤエミッタ９０４、対応する正方形または長方形のＲＡＴリフレクタ９０６、およ
び、米国仮特許出願第６１／１０４，６０６号で参照されたように本発明による光抽出フ
ィルム１０２を有するテーパ状の光ガイドバー１００の間に存在する結合領域の拡大斜視
図８９２を提供する。コア光発生サブシステム９００は、例示的なヒートシンクエレメン
ト９０２、市販の４チップＬＥＤエミッタ９０４（Ｏｓｒａｍ　Ｏｐｔｏ　Ｓｅｍｉｃｏ
ｎｄｕｃｔｏｒｓによって製造されるＯＳＴＡＲ（商標）モデルＬＥ　Ｗ　Ｅ２Ａ）、Ｒ
ＡＴリフレクタ９０６、射出長さが５７ｍｍである長さ６２ｍｍのテーパ状の光ガイドバ
ー１１０、ファセット処理された光抽出フィルム１０２、５７ｍｍ×５７ｍｍのテーパ状
の光ガイドプレート１１２、ファセット処理された光抽出フィルム１１４、例示的なプラ
スチック（または金属）シャーシフレーム９０８、例示的な取付ハードウェア９１０～９
１８、例示的な熱拡散円形プレート９２０および例示的な電子回路エレメント９２１（い
くつかの個々の実施例では９２２～９２７である）で構成される。図示されるこの例示的
な完全に構成された光エンジンの実施形態は、たとえば、ＬＥＤエミッタ９０４を例示的
なヒートシンクエレメント９０２に２つのなべ頭ねじ９１０（および９１１、符号が付け
られていない）でボルト留めすることによって予め組み立てられる。ヒートシンクエレメ
ント９０２は、たとえば熱拡散円形プレート９２０と同じだけ光エンジンの上側全体に拡
散させることを含んで、ＬＥＤエミッタ９０４からの効果的な熱抽出のために設計された
任意の構成を有することができる（効果的な抽出はＬＥＤ性能を改善する）。ＲＡＴリフ
レクタ９０６および光抽出フィルム１０２が取り付けられた光ガイドパイプ１００は、例
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示的なプラスチック（または金属）シャーシフレーム９０８中に設置され、その後、予め
取り付けれた光抽出フィルム１１４を有するテーパ状の光ガイドプレート１１２が同じく
挿入される。この後、予め取り付けられたＬＥＤエミッタ９０４を有する例示的なヒート
シンクエレメント９０２が、例示的には４～４０本のねじ９１２および９１３を使用して
、例示的なプラスチック（または金属）シャーシフレームのエッジに取り付けられる。コ
ア光発生サブシステム９００は次いで、ガイドライン９３２に沿って例示的な押さえハー
ドウェア９１４および例示的な４～４０本のねじ９１５を使用して、かつ、４～４０本の
ねじ９１７～９１８およびなべ頭ねじ９１９を使用して、例示的な熱拡散円形プレート９
２０に取り付けられる。ＬＥＤおよび／またはその他の電子コンポーネントからの熱の放
散を改善するために、例示的な熱拡散円形プレートを、機械的にまたは熱結合化合物を介
してヒートシンクエレメント９０２に熱接触させる。例示的な熱拡散円形プレートは、全
ての必要な電子的または電気的な相互接続エレメント（集合的に９２１で表される）を含
むが、これらのエレメントは、関連付けられた電圧調整コンポーネント９２７、局所電力
制御エレメント９３５および関連付けられる回路を完成させるために必要とされる例示的
な電気接続ストラップ９３６～９４０を介して、高いＡＣ電圧または低いＤＣ電圧の電力
のいずれかをＬＥＤエミッタ９０４の正端子または負端子に直接もたらす必要があり得る
。この実施例では、電気コンポーネント９２２～９３１は、例示的には、キャパシタ９２
２、マイクロプロセッサ（集積回路または特定用途向け集積回路）９２３、レジスタ９２
４（符号が付されていない）、キャパシタ９２５～９２６および電圧調整ＭＯＳＦＥＴ９
２７として示されている。これらのような（またはその他の）電子部品コンポーネントの
様々な組合せは、内部または外部ＬＥＤエミッタ電力制御信号に対するデジタル処理およ
び関連付けられた応答を含んで、関連付けられるＬＥＤエミッタ９０４に対する幅広い効
果的な電力制御機能を実行するために、個別に使用されても、機能的に統合されてもよい
。
【０１８６】
　図３０Ａはまた、先に図１Ｃに示された光エンジンの内的に相互関係を有する光フロー
の象徴的な表現を示す。ＲＡＴリフレクタ９０６の入力アパーチャは、ＬＥＤエミッタ９
０４によって発生した実質的に全ての出力光９５０を集光する。ＲＡＴリフレクタ９０６
は、本実施例では、例示的なエミッタの個別のＬＥＤチップ（レンズ、レンズ群、屈折リ
フレクタ、光パイプセクション、ホログラム、回折フィルム、反射偏光子フィルムおよび
蛍光樹脂のうち１つまたは複数を含むその他の光学エレメントと置換してもよく、これら
の組合せは、関連付けられるビーム角の所望の制御を用いて、実質的に全ての光９５０を
光ガイドバー１００中に伝達する）のすぐ上に配置された中空の反射エレメントとして示
される。
【０１８７】
　さらに、ＬＥＤエミッタ９０４（ならびに図３１Ａ～図３１Ｃおよび以下に示す図３３
Ａ～図３３ＣのＬＥＤエミッタ１０００）は、本実施例に示されるもの（ＬＥＤチップを
取り囲む透明な封入材料の外側表面であるこれらの発光表面）とは異なる発光表面の形態
と有することができる。ＬＥＤエミッタの発光表面はまた、隆起した蛍光体コーティング
、隆起した透明の封入材料、マイクロ構造の外側表面を有する隆起した蛍光または透明の
封入材料、あるいは、マクロ構造の表面を有する隆起した蛍光または透明の封入材料とす
ることができる。これらの等しく適用可能な変形例のうちいくつかは、ＲＡＴリフレクタ
９０６および／またはその光学的均等物によって、より多くのすべての射出された光およ
び／またはより効果的な光収集を可能にすることができる。そのような異なる発光表面は
また、たとえばＯｓｒａｍ　Ｏｐｔｏ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒおよび多くのその他
の同様のＬＥＤ製造業者によって通常提供されるようなドームレンズなどのＬＥＤチップ
の周りの透明な封入材料に結合される第２の光学部品とすることができる。
【０１８８】
　図示されたように、ＬＥＤエミッタ９０４からのかなりの割合の出力光９５０は、光ビ
ーム９５２として光パイプ１００の入力面に入射する一方、内側ではその中の全内部反射
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を受ける。それにより、高い割合の光９５２は、意図的に計画されたマイクロファセット
処理された光抽出フィルム１０２との相互作用によって、９０度回転し（たとえば、図１
１Ａ、図１２Ｂおよび図１２Ｃ）、それにより、関連付けられた５７ｍｍの効果的な移動
長さに沿ってパイプから均一に抽出され、ビーム９５４として空中に射出され、そのビー
ム９５４は、次いで、光ガイドプレート１１２の入力面に入射する。これらの光フローは
、図３０Ｂの拡大図にさらに詳細に示される。光フロー９５４は、光ガイドプレート１１
２およびそこに取り付けられたファセット処理された光抽出フィルム１１４の中でさらな
る全内部反射を受け、９０度回転し、プレートの実質的に正方形の光分配アパーチャ９５
６を横切って均等に空中へと抽出され（図３０Ｃの斜視図によりはっきりと示される）、
それにより、方向性出力照明９６０の光エンジンの実際の光源が提供される。
【０１８９】
　図３０Ｂは、図３０Ａで参照される点線で囲まれた領域８９２のみの拡大斜視図であり
、エンジンの３部品ＬＥＤ光エミッタサブシステム（例示的な４チップＬＥＤエミッタ９
０４と、エタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ９０６と、ファセット処理された光抽出フィル
ム１０２とを有するテーパ状の光ガイドパイプ１００を備える）の重要なエレメントのよ
り詳細な図を提供する。このＬＥＤエミッタの実施例では、２．１ｍｍ×２．１ｍｍパタ
ーンに配列された４つの１ｍｍの正方形チップ９６４が（チップを取り囲むより大きな誘
電的に満たされているキャビティフレーム９６３の内側に）ある。その他のＬＥＤチップ
および封入する誘電体の組合せは、Ｏｓｒａｍの６チップＯＳＴＡＲ（商標）バージョン
を含むこの設計の変形例によって容易に対応される。正の電極９６６および負の電極９６
７は、図３０Ａに記載されるように、例示的な熱拡散円形プレート９２０およぼその例示
的な電子回路エレメント９２１の中に設けられた適当な電子搬送部材に接続される。市販
のＯＳＴＡＲ（商標）セラミックパッケージ９７０はＯｓｒａｍによって供給されるよう
に六角形に成型され、本発明の薄さに関する要件によりよく適合するように、電気的に干
渉することなく平行な表面９７１および９７２にトリミングされている。装着孔９７５は
、低いプロファイルのなべ頭装着ねじ９１０～９１１（いずれも図示されていない）を介
して上に示されたように、ヒートシンク取付具に対して使用される。この例示的なＲＡＴ
反射エレメント９０６は、正方形（または長方形）の断面をそれぞれが有する３つの連続
するセクションを有する。この図に関してのみ配置される第１のセクション９７４は、４
つのＯＳＴＡＲ（商標）チップをわずかに超える。本発明の典型的な実施では、このセク
ションは、機械的に許される程度に４つのＯＳＴＡＲ（商標）チップの近くに配置される
。セクション９７４は、その入力開口でチップ群によって射出された実質的に全ての光を
集光し、テーパ状の光ガイドパイプ１００の入力面（図示されていない）に対する入射角
を最適化するために、その４つの反射性側壁のそれぞれが、正弦法の入力および出力境界
条件によって指定されるように成型加工され、各経線における内部反射によって集められ
た角度分布を変換するように設計されている点でエタンデュ保存である。第２のセクショ
ン９７６および第３のセクション９７８は、機械的な装着および整列を容易にする１つの
方法で、光ガイドパイプ１００の例示的な３ｍｍ×３ｍｍの入射面を取り囲む。セクショ
ン９７６もセクション９７８も任意の光学機能または特別な形状をもたず、無くすことは
できない。
【０１９０】
　最良の実施では、テーパ状の光ガイドパイプ１００は、射出成型される。この場合にお
ける全ての金型表面は、特徴のない磨き鏡面仕上げを施される。成型材料は、光学グレー
ド、好ましくは光学グレードＰＭＭＡ（すなわちポリメチルメタクリレート）またはその
固有のより高いバルク吸収損失を低減させるために取得可能な最も高い入手可能な光学グ
レードポリカーボネートのものである。それに加えて、光ガイドパイプ１００の角および
エッジは、粗くされたエッジからのまたは粗くされたエッジによる散乱損失を最小化する
ために、不要なＴＩＲ不良を最小化するために、かつ、ファセット処理された光抽出フィ
ルム１１４とのエッジ対エッジの光学結合を最小化するために可能な限り鋭く作製される
べきである。ファセット処理された光抽出フィルム１１４は、前述したように、図１１Ａ
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に示されるような薄い透明な光学結合媒質３２０（たとえば、感圧接着剤）によってパイ
プ１００の背面に取り付けられる。この形態では、光抽出ファセット３２２は、ＰＭＭＡ
またはポリカーボネートのいずれかで（たとえば、エンボス加工、キャスティングまたは
成型加工によって）作製され、次いで反射率の高いエンハンスドシルバー（またはアルミ
ニウム）３４０で被覆される。
【０１９１】
　図３０Ｃは、米国仮特許出願第６１／１０４，６０６号に本発明が記載されたように、
図３０Ａの分解された詳細８９０に示された完全に構成された光エンジンの実施形態の完
全に組み立てられた形態の斜視図を提供する。エンジン厚さ全体は、例示的なヒートシン
クエレメント９０２の厚さおよび例示的な熱拡散円形プレート９２０の取付具と関連付け
られる任意のさらなる正味の厚さによって予め決定される。展開するコリメートされたダ
ウンライト照明は、実質的に正方形（または長方形）出力アパーチャ領域９３４全体から
均等に投射する。
【０１９２】
　図３０Ｄは、本発明の関連する幾何学形態を示し、金属被覆され、ファセット処理され
た層１０２を、（図８Ａに示されるような）平面リフレクタ２７４および１０４に類似し
ているがパイプ１００の正面をちょうど越えたところに配置される適宜異なる幾何学設計
の被覆されていないファセットを有する（ファセットの頂点がパイプ表面に向かって面し
ている）別個のファセット処理された光抽出エレメント１０３によって交換することでき
る。パイプ１００の内部光フロー９５２は、いずれの形態でも、パイプ自体からの連続す
る漏れを誘起し、このパイプは、使用されるファセット処理された光抽出フィルムのファ
セット３２２（図１１Ａ～図１１Ｃ）との相互作用に対して、パイプ１００の正面とほぼ
垂直方向の連続する分散された出力光９５４を引き起こす。
【０１９３】
　図３０Ｅは、光ガイドプレート１１２に適用される図３０Ｄの変形例を示す斜視図であ
る。本発明のこの形態では、反射層９８０（２７４に類似している）は、光ガイドプレー
ト１１２の上側表面に（またはそこからわずかに離隔して）配置され、別個のファセット
処理された光抽出シート９８２（１０３に類似している）は、プレートの反対側の光出力
表面を超えてすぐのところに配置される。この図は、光ガイドパイプ１００ではなく光ガ
イドプレート１１２に適用される図３０Ｄに例示されるような代替の光ガイド、抽出およ
びコリメーティング形態の変形例を示すために提供される。光ガイドパイプ１００および
光抽出フィルム１０３で構成される例示的なコリメーティング光バーシステムの実施例（
または、光ガイドパイプ１００および光抽出フィルム１１４で構成される、図３０Ｂに先
に記載されたコリメーティング光バーシステムとは別の実施例）からの端面発光された出
力光ビーム９５４は、光ガイドプレート１１２の入力エッジに入射し、プレートシステム
を通過した結果として、コリメートされた出力ビーム９６０として出力アパーチャのほぼ
全体にわたって抽出される。
【０１９４】
　本発明のこの形態では、コリメートされた光（図示せず）は、テーパ状のプレート１１
２およびミラー９８０からプレート９８０の下およびファセット処理されたフィルム９８
２の上の薄い空気領域へと（図７Ａ～図７Ｃに前述されたように）斜めに抽出され、次い
で、ファセット処理されたフィルム９８２を通過することによって出力ダウンライトとし
て再配向される。
【０１９５】
　図３０Ｄに示された本発明の別の実施の形態は、ファセット処理されたフィルム９８２
が取り除かれたときに生じる。これにより、図７Ｃに示される斜めに角度を付けられたポ
インティング方向を有するプレート１１２の表面全体から光のビームが発せられ、以下に
詳細に示される有用な挙動につながる。
【０１９６】
　（図１Ａ～図１Ｄ、図３Ａ～図３Ｅ、図４、図１６Ａ～図１６Ｂ、図２６および図２８
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に記載されたような）図３０Ａ～図３０Ｄに例示された本発明の一般的な形態は、完全に
コリメートされた出力照明を生成するように、受光した光のコリメーションを保存するよ
うに配備されたテーパ状の光ガイドプレートのエッジを横切る入力としてその光を提示し
、その直交する経線で同じ光をコリメートしながら、ＬＥＤ入力光を１本の経線でコリメ
ートするためのテーパ状の光ガイドパイプ１００を採用する。
【０１９７】
　本発明の代替形態を図２Ａ～図２Ｅで紹介したが、テーパ状の光ガイドパイプ１００お
よび関連付けられるエレメントをリフレクタベースの代替物と交換している。１つまたは
複数のエタンデュ保存ＲＡＴリフレクタの線形アレイは、完全にコリメートされた出力照
明を生成するように、受光した光のリフレクタベースのコリメーションを保存するように
構成されたテーパ状の光ガイドプレート１１２のエッジを横切る入力としてその光を提示
しながら、その直交する経線で同じ光をコリメートしながら、１本の経線でＬＥＤ入力光
をコリメートするように構成された。
【０１９８】
　図３１Ａ～図３１Ｄは、この形態の本発明の実用的な実装形態を示す。
【０１９９】
　図３１Ａは、光ガイドプレートに入力された部分的にコリメートされた光を提供するこ
のエタンデュ保存ＲＡＴリフレクタベースの手段に基づく本発明の完全に構成されたマル
チエミッタ光エンジンの実施形態に関する、実用的なシングルエミッタセグメント９９８
（図２Ａの一般的な実施例に従う）の分解上側斜視図を提供する。この実施形態の実施例
は、上述されたように同じ六角形の基板に装着され、同じく上述された方法で長方形にト
リミングされたＯｓｒａｍ　Ｏｐｔｏ　Ｓｅｍｉｃｏｎｄｕｃｔｏｒによって製造される
６チップＬＥＤエミッタ１０００、たとえば、モデルＬＥ　ＣＷ　Ｅ３Ａの使用を示す。
これに続く諸実施例におけるＬＥＤエミッタ１０００は、前述のように示されるものとは
異なる発光表面の形態を有することができる。かかる異なる発光表面は、ＬＥＤチップの
周りの透明な封入材料に結合する第２の光学部品、たとえば、ＯＳＲＡＭおよび多くのそ
の他のＬＥＤ製造業者によって通常は提供されるもののようなドームレンズとすることが
できる。その他の変形例は、数が多すぎて例示できないが、本発明の実施を引き立たせる
ものに過ぎない。
【０２００】
　この図において、ＬＥＤエミッタ１０００は、図３０Ａに示されたように、２本のなべ
頭ねじ９１０および９１１を使用して例示的なヒートシンクエレメント１００２に取り付
けられる。ヒートシンク１００２の形態は、熱抽出フィン間を通過する周囲空気による効
率的な熱除去のための熱抽出フィン１００３の１つの可能な構成を示す。ヒートシンク１
００２は、たとえば、光エンジンの上側全体におよび／または光エンジンの側部に沿って
拡散させることを含む、ＬＥＤエミッタ１０００からの効果的な熱抽出のために設計され
た任意の構成を有することができる（効果的な熱抽出ＬＥＤ性能を改善する）。ＬＥＤエ
ミッタ１０００の６つのチップからの広角発光は、エタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ１０
０４の同様にサイズ設計された入力アパーチャによって集光される。ＲＡＴリフレクタ１
００４は、本実施例では、４つの主要部分（２つの同一の側部エレメント１００６および
１００８の高度に磨かれた側壁ミラー１０１０および１０１２は、リフレクタの４つの側
部を有する長方形の断面の対向する２つの側部を形成し、２つの同一の頂部エレメント１
０１６および底部エレメント１０１４の高度に磨かれた反射表面１０１８および１０２０
は、４つの側面を有するリフレクタの長方形の断面を完成させる）に構築される。ＲＡＴ
リフレクタ１００４の４つの構成部分は、接着材によって取り付けてもよく、一緒に溶接
またははんだ付けしてもよく、また例示されるように、頂部部分１０１６に作製された貫
通孔を通り、底部部分１０１４のそれに対応するねじ穴によって受けられる凹ねじ１０２
２～１０２５を使用して一緒にボルト留めしてもよい。４つのより高い精度のダウエルピ
ン１０２８～１０３１（１０２８のみ符号が付されている）は、リフレクタアライメント
をさらに正確にするために使用される。次いで、ＲＡＴリフレクタ１００４の長方形の出
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力アパーチャとテーパ状の光ガイドプレート１０３４の入力エッジとの間の適切なアライ
メントを確保する１つの方法が、リフレクタ懸垂部分１０３６および１０３８、反射性把
持プレート１０４０および１０４２、ならびに、ねじ穴１０４８および１０５０を介して
把持プレート１０４２（およびそれによって光ガイドプレート１０３４）に十分な保持圧
力を加える止めねじ１０４４および１０４６を加えることによって、本実施例に例示され
る。
【０２０１】
　図３１Ａの例示では、光ガイドプレート１０３４はプレート１１２に類似しているが、
この場合には、ＲＡＴリフレクタ１００４の出力アパーチャのサイズに合うように長さよ
りも幅の方が狭く作製され、ＲＡＴリフレクタからの光ガイドプレートへの十分な光パワ
ー伝達が可能になり、さらに、（ＸＹ経線でＲＡＴによって射出される光の錐の外側に暗
帯域を有するより広いプレートと比べて）均一なプレート光抽出が可能になる。図３１Ａ
の実施例は、光ガイドプレート１０３４の上面に記載された方法で取り付けられたファセ
ット処理された光抽出フィルム１０３５（１１４に設計が類似している）を示す。代替的
には、図３０Ｄの光学抽出形態に示されるように、ファセット処理されたフィルム１０３
５は、平面ミラーによって交換することができ、９８２に類似する別のファセット処理さ
れたフィルムは、代わりに、光ガイドプレート１０３４の出力平面１０５２のすぐ下に配
置することができる。
【０２０２】
　図３１Ｂは、図３１Ａに分解して示された実用的な光エンジンの実施例の組み立てられ
たバージョンの斜視図である。例示的なＲＡＴリフレクタ１００４は、点線１０５４およ
び１０５６に沿って組み立てられる。ＬＥＤエミッタ１０００が取り付けられたヒートシ
ンク１００２は、たとえば、２つの対角線上に配置された（図示された）取付ねじ１０５
８および（隠れた）取付ねじ１０６０を使用して、ＲＡＴリフレクタ１００４にボルト留
めされる。正および負のＤＣ供給電圧がＬＥＤエミッタ１０００の正および負の端子ワイ
ヤ１０６２に印加されると、光フローは、ＬＥＤエミッタ１０００から、ＲＡＴリフレク
タ１００４を介して、光ガイドプレート１０３４内を通過すると説明され、ダブルコリメ
ートされた出力ビーム１０６４（図２Ａに示されるようなダブルコリメートされたファー
フィールド照明１０に類似している）になる。この時、ＺＸ－経線における角度範囲＋／
－θXは、テーパ状の光ガイドプレート１０３４のコリメーティング特性（およびファセ
ット処理された光抽出フィルム１０３によって課される任意の補助的な特性）によって設
定され、ＺＹ－経線における角度範囲＋／－θYは、ＸＹ平面の出力アパーチャによって
立証されるエタンデュ保存ＲＡＴリフレクタ１００４のコリメーティング特性によって設
定される。
【０２０３】
　本実施例では、ＲＡＴリフレクタ１００４は、Ｚ軸６方向に約２．２ｍｍ、Ｙ軸５方向
に３．６ｍｍの入力アパーチャを有する６チップＯｓｒａｍ　ＯＳＴＡＲ（商標）モデル
ＬＥ　ＣＷ　Ｅ３Ａの寸法に合わせられている。光ガイドプレート１０３４の幅１０６８
にさらに合わせられるＲＡＴリフレクタの出力アパーチャ幅を駆動する３．６ｍｍの入力
アパーチャ寸法であり、所望される角度範囲７１を達成するために使用される。
【０２０４】
　図３１Ｃは、ＬＥＤエミッタ１０００、ＲＡＴリフレクタ１００４および光ガイドプレ
ート１０３４を合わせることに関する基礎的な位置関係のより明瞭な記載を提供する概略
上面図である。図３１Ｃは、ＬＥＤエミッタ１０００と一緒に図３１Ａ～図３１Ｂに示さ
れる角度変形リフレクタ構成の概略上部断面図である。この図において、リフレクタの頂
部エレメント１０１６（およびその例示的な取付ねじ１０２２～１０２５）は、数式１０
および１１（反射エレメントの入力アパーチャ幅１０７０（ｄ1）、その理想的な出力ア
パーチャ幅（Ｄ1）、その理想的な長さ（Ｌ1）およびその理想的な出力角度度範囲（＋／
－θ1）に関する）によって制御される基礎的な位置関係を明らかにするために取り除か
れている。ここで、＋／－θ0は、例示的なＬＥＤエミッタ１０００におけるＬＥＤの６
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つのチップ１０７１の群の効果的な角度範囲（効果的には＋／－９０度）である。同様の
関係、数式１２および１３は、直交する経線の理想的な幾何学形状ｄ2、Ｄ2、Ｌ2および
θ2を決定するが、視覚的には示されていない。この場合、θ1はθXを表し、θ2はθYを
相互交換可能に表す。図３１Ｃに示されるようなリフレクタセクション１０７４の対称的
に設けられたリフレクタ曲線１０７２および１０７３は、それらの曲率が、あらゆる点に
おいて、数式１０および１１によって求められる境界条件を満たす点で理想的である。セ
クション１０７４は、別の理想的なリフレクタ長さＬ1の初期長さ１０７６（Ｌ11）のみ
を示す。初期長さＬ11は、ｆが典型的には０．５よりも大きい少数設計値（たとえば、こ
の例示的な実施例ではｆ＝０．６２）である場合に、ｆ　Ｌ1と表される。
　ｄ1・Ｓｉｎθ0＝Ｄ1・Ｓｉｎθ1　　　　　　　（１０）
　Ｌ1＝０．５（ｄ1＋Ｄ1）／Ｔａｎθ1　　　　　（１１）
　ｄ2・Ｓｉｎθ0＝Ｄ2・Ｓｉｎθ2　　　　　　　（１２）
　Ｌ2＝０．５（ｄ2＋Ｄ2）／Ｔａｎθ2　　　　　（１３）
【０２０５】
　特に本発明にしたがって使用されるＬＥＤ光エミッタの場合、θ0は約９０度であるが
、実際には合理的な推定値であることが多い。理想的なリフレクタ長さＬ１およびＬ２は
、この場合には数式１４および１５に示されるように、より簡潔に表すことができる。
　Ｌ1＝０．５ｄ1（Ｓｉｎθ1＋１）／（Ｓｉｎθ1Ｔａｎθ1）　　　　（１４）
　Ｌ2＝０．５ｄ2（Ｓｉｎθ2＋１）／（Ｓｉｎθ2・Ｔａｎθ2）　　（１５）
【０２０６】
　この特定のリフレクタ供給光エンジンの実施例の独特な設計属性は、各出力経線におけ
る出力照明１０６４の角度範囲（＋／－θ1および＋／－θ2）が互いに完全に独立してい
ることである。図３１Ｃ（すなわち経線１）に配備されるリフレクタの幾何学形状は、そ
の１本の経線においてのみエンジンの出力角度度範囲（＋／－θ1または＋／－θ11）を
決定する。その他の経線におけるエンジンの出力角度度範囲（＋／－θ2）は、実質的に
は、テーパ状の光ガイドプレート１０３４および関連付けられる処理されたフィルムシー
ト１０３５）の（独立した）挙動によって決定される。
【０２０７】
　Ｏｓｒａｍの３インライン１ｍｍＬＥＤチップのサイズ、間隔および周囲のキャビティ
によって設定されるようなｄ1＝３．６ｍｍ、設計選択によって設定される＋／－θ1＝＋
／－１０．５度の例示的な６チップＯｓｒａｍのＬＥＤエミッタ１０００に合わせると、
Ｄ1は、この場合、（数式１０から）約３．６／Ｓｉｎ（１０．５）＝１９．７５ｍｍに
なり、これらの条件に関連付けられる理想的なリフレクタ長さＬ1は、（数式１１から）
０．５（３．６＋１９．７５）／Ｔａｎ（１０．５）＝６３．０ｍｍになる。１０．５度
の選択は例示的なものに過ぎない。多くのその他の実用的な設計角度が選択され、１０．
５度より大きい角度が最も効率的である。
【０２０８】
　光学的光線追跡シミュレーション（アリゾナ州所在のＢｒｅａｕｌｔ　Ｒｅｓｅａｒｃ
ｈ　Ｏｒｇａｎｉｚａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｕｃｓｏｎによって製造される市販の光線追跡
ソフトウェア製品ＡＳＡＰ（商標）Ａｄｖａｎｃｅｄ　Ｓｙｓｔｅｍ　Ａｎａｌｙｓｉｓ
　Ｐｒｏｇｒａｍ、バージョン２００６および２００８を使用する）は、このタイプの理
想的なリフレクタ（正弦方程式１０～１３によって決定される）は、それらの効果的な角
度変形効率（または出力ビーム品質）においてかなりの犠牲を払うことなく、それらの理
想からの長さＬ1に縮小することを示した。そして、好ましくは前述したような角拡散出
力アパーチャフィルム（たとえば、図２４Ａ～図２４Ｇおよび図２５に示された放物線レ
ンチキュラーレンズシート）を配備するこの光分配エンジンの構成で使用するときには、
理想的な寸法からの設計におけるこのような偏差に対する許容度は重要でなくなる。した
がって、本実施例では、エタンデュ保存ＲＡＴリフレクタユニット（１００４）は、長さ
が（図３１Ｃに示されるように）全長Ｌ11に対して３８％短くなり、３９ｍｍとなる。そ
の結果、例示的なＬＥＤ入力光線１０８０は、リフレクタ曲線１０７３から点１０８２で
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反射し、対称的に設けられたリフレクタ曲線１０７２に点１０８４で当たり、理想的には
、ＬＥＤ光エミッタ１０００の出力光線１０８６としてさらに反射することなく外向きに
反射し、リフレクタ軸線１０９０と意図された出力角度θ1（１０８８）を作る。
【０２０９】
　図３１Ｃの実施例に示されたリフレクタ長さの短縮を用いて許容された理想性からの小
さな偏差は、ＬＥＤ入力光線セグメント１０９２とＬＥＤ入力光線セグメント１０９４（
点線）との間の軌跡差によって示される。光線１０９２の軌跡（軸線１０８８との角θ1

）は、本実施例においては、幾何学形状によって、Ｔａｎθ1＝（Ｄ1／２）／Ｌ1が選択
により１０．５度に設定されるように、理想的な（エタンデュ保存）リフレクタの長さＬ

1および理想的な出力アパーチャの幅Ｄ1によって求められる。しかしながら、光線１０９
４の偏差した軌跡は短縮された長さ１０７４（Ｌ11）によって設定され、比例して短縮さ
れた出力アパーチャ幅１０９６（Ｄ11）はＴａｎθ11＝（Ｄ11／２）／Ｌ11に設定される
。この実施例では、Ｌ11＝３９ｍｍ、Ｄ11＝１８．７５ｍｍであり、それによりθ11＝１
３．５度であるが、小程度の角度偏差に過ぎず、本発明の最も商業的な照明装置にとって
は重要でない。さらに、このように偏差する全光線の画分に過ぎず、かなりの画分が理想
的な出力範囲＋／－θ1内に残っている。
【０２１０】
　この形態の（図２Ａ～図２Ｅおよび図３１Ａ～図３１Ｂに示される）薄型プロファイル
のリフレクタ供給光エンジンを使用するより鋭いカットオフ角照明が必要なときはいつで
も、切り欠きの度合いの低いリフレクタを採用することができる。
【０２１１】
　直交する経線（＋／－θ2）におけるＲＡＴリフレクタの設計は、光ガイドプレート１
０３４およびそれに関連付けられたファセット処理された光抽出フィルム１０３５）の対
応する入射面への最適な結合効率のために光を故意に予め調整するようになされる。前述
したようなこの目的のための好ましい角度条件（たとえば、図３Ｄ～図３Ｅおよび図５Ａ
～図５Ｃ）は、光学グレードが最も高い透過性プラスチックまたはガラスで作製された３
度のテーパ角度を有する３ｍｍ厚のテーパ状の光ガイドプレート１１２については、＋／
－５０度および＋／－５５度（空中で）である。
【０２１２】
　図３２Ａは、先の図２Ａ～図２Ｅおよび図３１Ａ～図３１Ｃの一般的な紹介に従う本発
明のマルチエミッタの実施形態の簡略化された実施例を示す。ヒートシンク、ＬＥＤエミ
ッタの電気的相互接続基板ならびに各光エンジンセグメントを隣接するセグメントおよび
関連付けられた光ガイドプレート１０３４に取り付ける手段に関連する実際のパッケージ
の詳細は、視覚的に明瞭にするためにこの実施例では省略されている。この特定の実施例
は、互いに連結して単一の入力源１０９８を形成するように示された、図３Ａ～図３Ｂ、
図４、図２６および図２８に先に示された同じタイプのテーパ状の光ガイドプレート１１
２または１０３４への７つの入力射出チャネルを配備する。７つの別個の入力反射エレメ
ントを覆う上部リフレクタシートも、視覚的に簡潔にするために取り除かれている。本実
施例の場合、動作可能なＲＡＴリフレクタは、図３０Ａの実施例で使用されたような４チ
ップＯｓｒａｍ　ＯＳＴＡＲ（商標）モデルＬＥ　Ｗ　Ｅ２Ａと合わせられている。図３
１Ｃの対応する入力アパーチャ１０７０は２．２ｍｍである。ＬＥＤエミッタ９０４の４
チップフレーム部分９６４（図３０Ｂおよび図３０Ｄで先に参照されたような）のみが、
さらに視覚的に明瞭にするためにこの図には示されている。図３１Ｃに示される、関連付
けられたＲＡＴリフレクタの設計角θ1は、本実施例でより広く＋／－１５度になされ、
図３１Ｃに適用されたリフレクタ長さの切り捨てのない対応する出力アパーチャのサイズ
Ｄ1は、数式１０により、（プレートシステムの入力エッジ、またシステムのＹ軸５に沿
って）（２．２）／Ｓｉｎ（１５）または８．５ｍｍとなる。リフレクタ側壁（図３１Ｃ
の実施例に示される１０１４および１０１６）の直交する対は、＋／－９０度の入力光を
、使用されている４チップＬＥＤエミッタから、光ガイドプレート１０３４には好ましい
システムのＸＺ経線におけるより狭い角度範囲（たとえば、＋／－５２．６度）に変換す



(54) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

る。７つのかかるエミッタとリフレクタの組合せが図３２Ａに示されるように互いに隣接
して（または、ほぼ隣接して）配置されるときには、システムＹ軸５に沿って占める集合
的な長さは、最小値の５９．５ｍｍである。この幅に効率よく合わせるためには、システ
ムのＹ軸５に沿った幅が少なくとも５９．５ｍｍである光ガイドプレート１０３４を使用
する必要がある。
【０２１３】
　より高いルーメンレベルを必要とするこれらの照明応用例については、この部分配列型
入力エンジン１０９８が特に有用である。示された７エミッタの実施例は、先に図示され
たシングルエミッタの実施形態とほぼ同じくらいの薄さである。この形態の１つの利点は
、７つの別個のＬＥＤエミッタを用いると、集合的なエンジンが使用される各ＬＥＤエミ
ッタにより供給される正味のルーメンの最大７倍まで供給できることである。チップＬＥ
Ｄエミッタの全射出ルーメン出力が、たとえば４００ルーメンとすると、各ＲＡＴリフレ
クタセグメントの正味のスループット効率（９３％）およびテーパ状の光ガイドプレート
１０３４の正味のスループット効率（８６％）、次いで薄型照明システム１に対する全ル
ーメンファーフィールド出力は、（７）（４００）（０．９３）（．８６）または２，２
４０ルーメンとなる。
【０２１４】
　マルチエミッタシステムの別の利点は、１エミッタシステムと同じルーメンをより低い
動作電流で達成できることであり、その結果、ＬＥＤは一般的に、より低い電流のより高
い効率を動作させることに起因して、より高いパワー効率（ルーメン／ワット）動作とな
る。またこれにより、ＬＥＤはより低い電流で動作すると劣化速度がより遅くなることに
起因して、システムの寿命を改善することができる。さらに、マルチエミッタシステムに
おいては、（プレート全体にわたる均一な射出が必要とされない限り）全体を通していく
つかのＬＥＤをいくらかの周期にわたって省略することができ、それにより、将来使用す
るためにそれらを保管して、システム全体の寿命をさらに増やすことができる。１つの単
純な実施例として、１つのＬＥＤが応用例に対して十分なルーメンを生成できる照明応用
例において７エミッタシステムを使用することによって、その他の６つのＬＥＤを省略し
、各ＬＥＤが故障した際に順々に使用し、効果的にもシステムの寿命を７００％増やすこ
とができる。別のＬＥＤが徐々に故障していく際に１つのＬＥＤを徐々に点けることによ
って、性能一貫性を達成することができる。
【０２１５】
　マルチエミッタシステムのさらに別の利点は、調光レベル全体の範囲がより広いことで
ある。また、異なる色のＬＥＤを使用することによって、色および色混合オプション全体
の範囲をより広くすることができる。
【０２１６】
　図３２Ｂは、上部リフレクタ１１０８が追加された図３０Ａのシステムの斜視図を示し
、また、関連する設計パラメータに関するシステムの現実的にコンピュータでシミュレー
ションされた出力ビームプロファイルの実施例を含む。本発明のこのより高い出力実施形
態によって発展されたファーフィールド出力１１１０の正味の遠画角度分布は、＋／－１
５度×＋／－５度であり、先の照明システムの実施形態について分かるものと同じ長方形
フィールドパターン特性を有する。
【０２１７】
　本発明の数多くの実用的な形態を、図２Ａに最初に全体的に示される基本的なシングル
エミッタエンジンセグメントの様々なグループとして、次いで、図３１Ｂのより詳細なセ
グメント１０３７として発展させることができる。エンジンのグループのいくつかの例示
的な実施形態が図３３Ａ～図３３Ｃに示される。
【０２１８】
　図３３Ａは、図３１Ｂに示されたエミッタ－リフレクタ－光ガイドプレートの薄型照明
システムの発明の変形例の２つの横に並んだダウン照明エンジンセグメント１０３７の上
側斜視図を示す。
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【０２１９】
　フレーム１１２０が、光ガイドプレート１０３４および関連付けられた光抽出フィルム
１０３４に関するセキュアパッケージとして、ならびに、図示されていない任意の光成型
フィルムとして加えられる。ファーフィールド照明の均一性は、光ガイドプレートアパー
チャの枠組みにより影響を受けない。本実施例では、枠組み幅１１２２は任意に作製され
た３ｍｍであるが、所望に応じてそれ以上でもそれ以下でもよい。この図における透明な
照明アパーチャは、約５７ｍｍ×１８．７５ｍｍである。例示的なヒートシンクエレメン
ト１００２はそれぞれ、それらに取り付けられた各ＬＥＤエミッタ１０００を超えて２４
．３５ｍｍ延びるが、その他の構成では、より長く延び、ならびに／あるいは、エンジン
の上部および／またはその側部全体にわたることができる。このエンジンの実施例の端か
ら端までの全長は約１２８ｍｍであり、２エンジン外側全幅は４９．５４ｍｍである。こ
の実施例の最大厚さ１５ｍｍは、使用される（図示されるように１５ｍｍにスライスされ
た）Ｏｓｒａｍ　ＯＳＴＡＲ（商標）セラミック基板の機械的設計によって制限される。
【０２２０】
　実際のプロトタイプエンジンはまさにこの設計に製造され、それらの測定された基礎的
性能は、上述した顕著なパラメータを使用して、スループット効率およびコンピュータシ
ミュレーションによって作製されたファーフィールドビームプロファイルの性能予測と密
接に合致する。
【０２２１】
　図３３Ｂは、図３１Ｂに示されたミッタ－リフレクタ－光ガイドプレートの薄型照明シ
ステムの変形例の２つの直線上に並んだダウン照明エンジンセグメントの上側斜視図を示
す。
【０２２２】
　図３３Ｃは、図３１Ｂに示されたミッタ－リフレクタ－光ガイドプレートの薄型照明シ
ステムの変形例の２つの向かい合って並んだ２エンジンセグメント１０３７の上側斜視図
を示す。
【０２２３】
　多くのその他の組合せおよび変形例は、本発明の実施において等しく可能である。また
、複数のエンジン（図３１～図３３に示されるエンジンタイプか先に示されたエンジンタ
イプかどうかにかかわらず）の組合せにより、様々なポインティング方向および角度範囲
など、シングルシステム内の様々な機能が可能になる。たとえば、エンジンのうち１つは
、壁に向かって光を向けることができ、もう１つは光を下向きに向けることができる。別
のの実施例として、１つのエンジンは、＋／－５度の正方錐内に光を投射することができ
、もう１つは、＋／－２０度の錐内に光を投射することができる。多くの多機能の組合せ
および変形例を従来も今後も想像できる。いくつかは、関連する米国仮特許出願第６１／
１０４，６０６号に記載されている。
【０２２４】
　本明細書の本薄型照明システムの発明の全ての実施例で使用される光ガイドプレート１
１２および１０３４は、１本のデカルト軸（たとえば、Ｙ軸５）に沿って線形に突出して
いるテーパ状の断面を共有する。関連付けられるファセット処理された光抽出フィルムは
、図１１Ａに示された光ガイドプレートのテーパ状の断面の１つの側部に取り付けられる
か、図３０Ｄの斜視図に示された光ガイドプレートのテーパ状の断面からわずかに離隔し
た別個のファセット処理されたエレメントであるかにかかわらず、同じデカルト軸（たと
えば、Ｙ軸５）に沿って線形に突出している。両方の場合、突出軸に沿って断面が一定と
なる結果となる。
【０２２５】
　図３４Ａは、テーパ状の光ガイドプレート（１１２および１０３４）の直線的な突出に
関する全域境界条件の概略斜視図であり、プロトタイプのテーパ状の断面１１２８に対す
る法線であるベクトル１１３０は、例示的にはシステムのＹ軸５に平行な真っすぐの軸方
向突出線１１３２を辿る。このような線形に突出したプレートは、図３Ａ～図３Ｂ、図５
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Ａ、図７Ａ～図７Ｃ、図８Ａ～図８Ｄ、図９、図１１Ａ、図１２Ｂ～図１２Ｅ、図１３Ａ
～図１３Ｃ、図１６Ｂ、図２６、図２８、図３０Ａ、図３０Ｅ、図３１Ａ～図３１Ｂ、図
３２Ａ～図３２Ｂよび図３３Ａ～図３３Ｃの実施例で使用される。断面の形状および寸法
は、断面１１３４～１１４０を参照して示されるように一定に保たれる。突出して境界表
面１１４２は、突出した光ガイドプレートの光入力平面または面になる。線１１４４は、
テーパ状の光ガイドプレートの数学的に理想的なナイフエッジである。実用的な製造にお
いて、実際のナイフエッジは、図５Ａに示されたように推定される。
【０２２６】
　図３４Ｂは、図３４Ａの線形境界条件が、図３Ａ～図３Ｂ、図４、図２６、図２８、図
３０Ａ、図３０Ｄ、図３１Ａ、図３１Ｄ、図３２Ａ～図３２Ｂおよび図３３Ａ～図３３Ｃ
に記載されたように、本発明の線形に突出したファセット処理された光抽出フィルムも形
成することを概略断面図で示す。プロトタイプのファセット断面１１４６は、線形に突出
したテーパ状の光ガイドプレートについて図３４Ａに示されるように、真っすぐな軸方向
突出線１１３２に沿った突出と同じ方向ベクトル１１３０を辿る。
【０２２７】
　本発明における有用な光ガイドプレートならびにファセット処理された光抽出フィルム
（およびプレートとフィルムを一緒に結合させる手段）のうち全てが線形に突出するわけ
ではない。半径方向に突出した光ガイドプレートおよび半径方向にファセット処理された
光抽出フィルムにより、薄型照明システムの発明の円形のならびに代替的には正方形およ
び長方形の形態が可能になる。これらの放射状に突出した形態において、１つまたは複数
のＬＥＤエミッタからの入力光は、直線的な光ガイドのエッジではなく、円筒形の光ガイ
ドのエッジに適用される。
【０２２８】
　図３４Ｃは、本発明におけるディスク型のテーパ状の光ガイドプレートを形成するため
に半径方向に制限された突出の基本的な実行を概略斜視図で示す。プロトタイプのテーパ
状の断面１１２８は、断面の効果的な方向ベクトル１１５０が円形のガイドパス１１５２
を辿るように、（システムＺ軸６と平行に延びる）軸線１１４８を中心にして突出する。
この一定の断面光ガイド固体プレートが発展するについて、筒形の境界表面１１５４が中
心に形成され、数学的に理想的な円形のナイフエッジ１１５６が周囲に形成される。
【０２２９】
　図３４Ｄは、図３４Ｃに示された半径方向の突出を実行する結果として得られる円形の
テーパ状の断面光ガイドプレート１１６０を概略斜視図で示す。
【０２３０】
　図３４Ｅは、本発明にしたがって半径方向にファセット処理された光抽出フィルム１１
６６を形成するために、軸線１１４８および円形のガイドパス１１５２を中心として掃引
するファセット処理された断面１１６２および断面法線１１６４に関する対応する半径方
向の突出プロセスを示す概略斜視図である。中心孔１１６８により、上述のエタンデュ保
存ＲＡＴリフレクタ（または機能的に等価な光学部品）から導かれるＬＥＤエミッタおよ
び対応する光リフレクタを容易に取り込むことができるようになる。
【０２３１】
　図３４Ｆは、図３４Ｅに示された半径方向の突出の実行の結果として得られる半径方向
光抽出フィルム１１６６を示す上側概略斜視図である。中心孔１１６８により、上述のエ
タンデュ保存ＲＡＴリフレクタから導かれるＬＥＤエミッタおよび対応する光リフレクタ
を容易に組み込むことができるようになる。
【０２３２】
　図３５Ａは、本発明の１つのさらなる形態にしたがって組み合わせた図３４Ｅの半径方
向にファセット処理された光抽出フィルム１１６６および図３４Ｄの円形の光ガイドプレ
ート１１６０を示す断面斜視図である。円筒形の境界表面１１５４に入射する光は、プレ
ート１１６０の本体を通って半径方向に進み、図１１Ａ～図１１Ｃの同様の断面でちょう
どそうしたように、各断面で半径方向にファセット処理された光抽出フィルム１１６６と
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相互作用し、システムのＺ軸６に沿った円形プレートの障害のない表面１１５７から、等
しくよくコリメートされた照明として出力される。層１１７２は、たとえば図３Ｂに示さ
れたような光学結合接着剤１１８または図１１Ｃ～図１１Ｄに示された３２０の機能的等
価物である。本発明のこの実施例では、ファセット処理された光抽出フィルム１６６は、
便宜上、テーパ状の光ガイドプレート１１６０の平面（または平坦な）側部に取り付けら
れている。性能損失なくその他の側部に取り付けてもよい。
【０２３３】
　図３５Ｂは、図３５Ａの半径方向光ガイドシステム１１７０を有する（図３１Ａに示し
たような）例示的なＬＥＤエミッタ１０００の実用的な組合せの一実施例の内側の詳細を
示す断面斜視図である。図３１Ａ～図３１Ｂの線形光ガイドシステムの実施形態は、ＬＥ
Ｄエミッタ１０００から線形光ガイドプレート１０３４への光結合手段として、エタンデ
ュ保存ＲＡＴリフレクタを使用した。線形に突出したＲＡＴリフレクタ１００４の１つの
側部を有する半径方向に対称的な等価物は、半径方向に対称的な（角度変形）リフレクタ
１１７４である。Ｏｓｒａｍの６チップＯＳＴＡＲ（商標）モデルＬＥ　ＣＷ　Ｅ３Ａの
パッケージは、１つの側部を有するリフレクタを使用することを必要とする。リフレクタ
１１７４の側壁曲率１１７８は、ＲＡＴリフレクタ１００４の曲率のように、エタンデュ
保存数式１０～１５の境界条件によって駆動され、それにより図３１Ｃに示されるように
、ＲＡＴリフレクタ１００４の線形に突出した側壁形状に関連する。リフレクタ１１７４
の形状は、一般的な形態を例示することを意味し、様々な金属の形態、金属被覆された誘
電材の形態および全内的反射性の誘電材形態で実施することができる。同様に、テーパ状
の光ガイドプレート１０３４の平面円筒形の入力面１１５４も、一実施例に過ぎない。い
くつかの状況では、好ましくは湾曲させるまたはファセット処理することが好ましく、そ
の結果、テーパ状の平面を入力面１１５４に最も近い形状に変えてもよい。
【０２３４】
　図３５Ｃは、薄型エミッタ-リフレクタ－光ガイドプレート照明システムのこの例示的
な放射状形態の光入力領域のより細かな詳細を示す図３５Ｂの断面の拡大図１１８０であ
る。光伝達および光抽出のプロセスは、先に説明した（たとえば、図１１Ａ～図１１Ｃお
よび図１２Ｂ）。またこのプロセスは、各半径方向断面が図１１Ａの半径方向断面のまま
であるとき、修正することなく放射状形態に適用する。便宜上、いくつかの例示的な光線
１１８１～１１８７が断面平面に示されている。ＤＣ動作電圧がＬＥＤエミッタ１０００
の端子１０６２に印加されると、光線１１８１は、エミッタの６つのＬＥＤチップのうち
１つから外向きに射出される。この例示的な光線は、ＲＡＴリフレクタ１００４がそうし
たように半径方向角度変形リフレクタ１１７４の反射側壁曲率１１７８に当たり、光線１
１８１を光線１１８２として光ガイドプレート１１６０の円筒形の入射面１１５４に向か
って再配向する。半径方向変形リフレクタ１１７４は、１１７８とは異なる表面曲率の円
形の対称リフレクタのうち１つまたは複数、セグメント化された表面を有する１つまたは
複数の円形の対称リフレクタ、レンズ、レンズ群、屈折リフレクタ、光パイプセクション
、ホログラム、回折フィルム、反射性偏光フィルムおよび蛍光性樹脂を含むその他の機能
的に類似する結合光学部品と交換することができる。さらに、ＬＥＤエミッタ１０００は
、隆起した蛍光体、隆起した透明の封入材料、マイクロ構造の外側表面を有する隆起した
蛍光または透明の封入材料、あるいは、マクロ構造の表面を有する隆起した蛍光または透
明の封入材料などの示されたもの（ＬＥＤチップを取り囲む透明な封入材料の平坦な外側
表面である示された発光表面）とは異なる発光表面の形態を有し、前記の異なる形態によ
り、リフレクタ１１７４またはその結合光学部品の等価物による全射出光および／または
効率的な光収集をより多くすることができる。また、そのような異なる発光表面は、たと
えば、（上述したような）ＯＳＲＡＭおよび多くのその他のＬＥＤ製造業者によって通常
提供されるもののようなドームレンズなどのＬＥＤチップの周りの透明な封入材料結合さ
れた第２の光学部品とすることができる。
【０２３５】
　入射すると、例示的な光線１１８２は伝播する光線１１８３となり、次いで、図１１Ａ
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の光線路３３０～３３２～３３４～３３６と同様の光線路を有する伝播する光線１１８４
は、抽出された出力光線１１８５を生成する（テーパ状の光ガイドプレート１１６０から
プレートの外側表面１１５７状の点１１９０で空中に逃げる。残りの光エネルギーは、例
示的な光線セグメント１１８６および１１８７として、全内部反射によりテーパ状の光ガ
イドプレート１０６０内に伝播し続ける。
【０２３６】
　図３６Ａは、図３５Ａの薄型エミッタ－リフレクタ－光ガイドプレート照明システム１
のエレメントの内側の詳細を明らかにする部分断面斜視図であるが、かかる構成で有用な
半径方向熱抽出エレメント１１９２の１つのタイプの実施例もともに示す。半径方向熱抽
出エレメント１１９２の厚さ１１９４は例示的な意味に過ぎず、ＬＥＤエミッタ１０００
の動作ワット数、シンクおよびエミッタ基板が熱的に取り付けられる効率、シンク材料、
周囲空気流の運動力学ならびに抽出エレメントの熱的設計の詳細に依存する。本発明のこ
の特定の光エンジンの実施例の直径１１９６は、従来の円形電球に共通の直径である９５
．２５ｍｍ（３．７５インチ）に選択される。この実施例の中心の結合直径１１９８（７
．２ｍｍ）は、実施例で使用される６チップＯｓｒａｍ　ＯＳＴＡＲ（商標）モデルＬＥ
　ＣＷ　Ｅ３Ａの特性に合わせられ、その他のＬＥＤエミッタ設計および構成とともによ
り小さくまたはより大きく作製してもよい。
【０２３７】
　図３６Ｂは、図３６Ａに表される例示的な光エンジンの実施形態の概略斜視図であり、
図３６Ａの断面の詳細はなく、ダウンライト配向である。この斜視図により、ＬＥＤエミ
ッタ１０００の内部端末１０６２ならびに関連付けられた電気的連結ピン１２０２および
１２０３との電気的接続のために絶縁された管状の電気導管１２００を提供する例示的な
手段が明らかになる。環状導管１２００は、実質的に中空とすることができ、熱抽出エレ
メントの一体部品とすることができる。
【０２３８】
　図３６Ｃは、図３５Ａ～図３５Ｃおよび図３６Ａ～３６Ｂの例示的な光エンジンの実施
形態を示す図３６Ｂと同様の概略斜視図であり、本質的によくコリメートされたファーフ
ィールド出力照明１２０６である。この設計のコンピュータによる光線追跡シミュレーシ
ョンは、角度範囲１２１０（＋／－θc）が約＋／－６度（ＦＷＨＭ）であり、ソフトハ
ロが約＋／－９度であるファーフィールドにおける円形のビームプロファイル１２０８を
示す。
【０２３９】
　図３６Ｄは、放物線レンチキュラーフィルムシート（１２１２および１２１３）とそれ
を保持するための円形フレーム１２１４を追加した図３６Ｂに表される光エンジンの分解
斜視図である。放物線レンチキュラーレンズシート１２１２および１２１３は、前述の同
じ直交する角度変更エレメント（たとえば、フィルムエレメント８７４および８７５、図
２８）であり、各フィルムシート１２１２および１２１３の微小凸レンズは、好ましくは
光エンジンの出力表面１１５７に向かって面する。円形フレーム１２１４が、２枚のシー
トを保持するために追加される。この実施例では、線形に突出したフィルムシート１２１
２および１２１３は、一番最初に取り付けるために円形ディスク中に切り取られている。
【０２４０】
　図３６Ｅは、図３６Ｄの薄型システム１の分解されていない図を示す。
【０２４１】
　図３６Ｆは、図３６Ｃと同様の概略斜視図であるが、図３６Ｅに示される薄型照明シス
テム１の非対称に広げられたファーフィールド出力照明１２２０を示す。この設計のコン
ピュータによる光線追跡シミュレーションにより、この実施例において、それぞれが故意
に異なる角度変更特性（一方は元々の＋／－６度の照明をＺＸ経線で＋／－３０度に広げ
、他方は＋／－６度の照明を直交するＺＹ経線で＋／－１５度だけ広げる）を有する本発
明の２枚の交差するレンチキュラー角度変更フィルムを追加することにより、角度範囲１
２２４（＋／－θX）が約＋／－３０度（ＦＷＨＭ）である（実際にはそれを越えるハロ
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がない）角度範囲１２２６（＋／－θY）が約＋／－１５度（ＦＷＨＭ）である（実際に
はそれを越えるハロがない）ファーフィールドの意図された実質的に長方形ビームプロフ
ァイル１２２２を生成することが分かる。本発明のこの形態では、（図３６Ｆでは隠れる
交差した線形に突出したレンチキュラーレンズシート１２１２および１２１３は、円形に
対称なニアフィールド光１２２８を長方形のファーフィールド光１２２２に変換する。
【０２４２】
　図３６Ｇは、照明されるべき１８００ｍｍ×１８００ｍｍの表面の上１５００ｍｍの高
さに配置された図３６Ｆの薄型照明システム１からの例示的なファーフィールドビームパ
ターンを示す。コンピュータシミュレーションされたフィールドパターン１２３０は、ｘ
軸７に沿って約＋／－３０度、ｙ軸５を中心にして＋／－１５度拡散し、ともにＦＷＨＭ
である。
【０２４３】
　本薄型照明システムの発明の全ての実施例は、内部光源として、１つまたは複数の低電
圧ＤＣ動作ＬＥＤエミッタを利用する。高電圧ＡＣ電源が、本発明のＬＥＤエミッタ３、
９０４および１０００と相互接続する前に、低電圧ＤＣに適宜変換され、好適に調整され
る場合には、高電圧ＡＣ電源とともに、前述の光エンジンの実施例（たとえば、図１Ａ～
図１Ｄ、図２Ａ～図２Ｅ、図３Ａ～図３Ｂ、図４、図１２Ｂ～図１２Ｃ、図２６、図２８
、図３０Ａ、図３０Ｃ、図３１Ａ～図３１Ｂ、図３２Ａ～図３２Ｂ、図３３Ａ～図３３Ｃ
および図３６Ｂ～図３６Ｆ）のいずれかを使用することが可能である。
【０２４４】
　このようにする潜在的な実際の商業的理由が、図３６Ｂ～図３６Ｆの光エンジンの実施
例によって示される。かかる薄型の円形方向性照明システムは、標準的な電球スタイルの
ねじキャップで終端する好適なＡＣ－ＤＣ変換ステム取付具を用いて嵌合されると、ねじ
込みレトロフィット式ＬＥＤ電球として有用に配備することができる。本発明にしたがっ
て作製される全ての薄型光エンジンからのファーフィールド照明は、意図された角度範囲
の外側に特定の鋭いカットオフ角を示す。この挙動は、一般的には、スポット照明応用例
および投光照明応用例で使用される電球に好適な低減されたオフアングルグレアおよびよ
り効率的なフィールド利用と関連付けられる。
【０２４５】
　図３７は、図３６Ｅの薄型プロファイル光エンジンの実施例を適応する１つの可能な方
法をねじ込み式電球として示す概略斜視図である。この例示では、必要なＡＣ－ＤＣ変換
電子部品が、アダプタステム１２３２内に収容される（図示されない）。アダプタステム
１２３２は、半径方向熱抽出エレメント１１９２に熱的に結合され、絶縁された管状の電
気導管１２００と電気的に相互接続され、標準的な電球式のねじキャップ１２３４と嵌合
する。装飾されたベゼルおよび固定ハードウェアのみ修正された図３６Ｅの薄型プロファ
イル光エンジンの実施例は、従来の埋め込み式カンの応用例に直接適用できる。
【０２４６】
　図３４Ｃおよび図３４Ｄに記載されるようにテーパ状の光ガイドプレート１１６０の半
径方向に制限された突出は、例示された円形の光ガイドプレート形状をもたらす。しかし
ながら、本発明の円形の光ガイドプレート形態を関連する正方形および長方形の形態に変
換することが可能であり、かつ、実用的である。図３０Ａ、図３０Ｃ、図３１Ａ～図３１
Ｂ、図３２Ａから図３２Ｂおよび図３３Ａ～図３３Ｃの光エンジンの実施例で使用される
線形に突出した正方形および長方形の光ガイドプレート１１２および１０３４は、線形Ｌ
ＥＤエミッタの入力結合手段を有し、この手段は次いで、得られる光エンジンの水平寸法
を比例して延ばす。図３６Ａ～図３６Ｆによって記載される半径方向の形態は、テーパ状
の光ガイドプレートと望ましい形状である熱抽出器との間のＬＥＤエミッタを封入するよ
うに機能する。
【０２４７】
　残念なことに、単に円形の光ガイドプレートを正方形または長方形の形態にトリミング
すると、かなり高い割合の高出力効率が犠牲になる。この切り捨てによる非効率性の理由
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は、図３８Ａおよび図３８Ｂの例示から理解できる。
【０２４８】
　図３８Ａは、図３４Ｃに先に示された半径方向に制限された光ガイドプレートの突出の
図の正方形の切欠部１２４０の概略斜視図である。テーパ状の断面のうち多くは、完全な
テーパ長さに到達できる前にテーパが図３４Ａの線形の突出または図３４Ｃの半径方向の
突出におけるような理想的なナイフエッジになるときに、この切欠部によって早めに切り
落とされていることが理解できる。図３８Ａの切欠部では、理想的な断面挙動は、内接正
方形の対角線上でのみ起こる。他の箇所では、テーパ状の断面は、もっと早く切り落とさ
れている。効率的に生成された光ガイドプレートに切欠き断面を有する結果、切り落とさ
れたプレートの厚くなったエッジから望ましくない光損失が生じる。
【０２４９】
　図３８Ｂは、図３８Ａに提供された完全な概略斜視図の拡大部分図１２４２であり、早
過ぎる切り落としによって起こるエッジが厚くなる障害の重要度がより分かりやすく示さ
れている。テーパ状の断面１２４４はほぼ理想的なナイフエッジとなるが、テーパ状の断
面１２４６は切り落とされて実質的により厚いエッジ厚さ１２４８になることが容易に分
かる。
【０２５０】
　この非効率的なテーパ状の切欠部は、可変のテーパ長さおよびテーパ角度によって可能
になる半径方向および線形の境界の制限の簡単な組合せによって補償される。テーパ断面
にて長さ（および関連付けられるテーパ角度）を一定のままにさせるのではなく、テーパ
長さとテーパ角度の両方が、対応する半径方向および線形の突出の制限に対して変化でき
るようにする。このようにして、半径方向に突出した正方形（または長方形）の光ガイド
プレートは、本発明の光ガイドプレートと接合する。
【０２５１】
　図３９Ａは、軸線１１４８（システムのＺ軸６と平行に延びる）を中心にして９０度の
円弧セグメント１２５６を掃引された、５つのプロトタイプのテーパ断面１２５０～１２
５４を有する半径方向および線形の制限された突出を示す。テーパ断面は、軸線１１４８
および弧１２５６の周りに半径方向に掃引するが、厚さ０の理想的なナイフエッジは、線
形の突出の軸１２５８を辿るように制限される。
【０２５２】
　図３９Ｂは、図３９Ａに発展されるような９０度のセグメントのうち４つの突出の組合
せを示す斜視図である。
【０２５３】
　図３９Ｃは、図３４Ｄと同様の斜視図であるが、図３９Ｃの半径方向および線形の制限
された突出から生じる４分割された正方形のテーパ状の光ガイドプレート１２６０を示す
。この正方形の光ガイドプレート１２６０には、図３４Ｄの円形の光ガイドプレート１１
６０について発展されたように、同じ円筒形の入射表面１１５４を通過するＬＥＤエミッ
タ入力光が半径方向に与えられる。
【０２５４】
　図３９Ａに示される４分の１区分に非常によく似ている本発明の代替実施形態は、Ｙ軸
５に沿って両方向に断面１２５２を（長方形プレートを生成するように）線形に突出させ
、次いで、１２５４および１２５０によって規定される平面に沿って切り落とすことによ
って生成される。この突出は、軸１１４８を中心に湾曲する面ではなく線形の入力面をデ
フォルトで生成し、入力面を介する単純な切り落としによって簡単に湾曲を付けることが
できる。これらの４分の１区分のうち４つは、いくらか単純な表面トポロジーを用いて、
図３９Ｂ～図３９Ｃに示されるように一緒になるが、最大効率のために必要とされるナイ
フエッジ要件を依然として満たし、類似する外観を依然として有する。
【０２５５】
　本発明の別の実施形態が使用するのは、光源と組み合わせられた図３９Ａの１つの４分
の１区分およびその１つの４分の１区分の入力面に実質的に光を送る結合光学部品だけで
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ある。
【０２５６】
　単に、断面１２５２によって規定される平面で図３９Ａの４分の１区分を２つに分け、
２つの実質的に三角形の８分の１区分を生成し、かつ、２つの８分の１区分を１２５０お
よび１２５４によって規定された表面で接合させて、１つの正方形の４分の１区分（示さ
れる三角形の４分の１区分に対向する）を生成することによって、本発明のさらに別の実
施形態を生成することができる。これは、光源および実質的にその１つの４分の１区分の
入力面に実質的に光を送る結合光学部品と組み合わせることができる。
【０２５７】
　直近の３つの実施形態のそれぞれにおいて、プレートを、図３４Ｅ～図３４Ｆで紹介さ
れた同じ円形の調整フィルム（サイズ設定するために切り取られている）と実質的に組み
合わせて、高度にコリメートされた光を生成することができる。それぞれの場合における
コリメートされたファーフィールドパターンは、図３５Ａ～図３５Ｃの円形ディスクと同
じにはならないが、先に論じられたビーム拡散フィルム（たとえば図３６Ｄに示される）
を使用すると、上述のその他の線形および半径方向に突出したエンジンで可能な同じファ
ーフィールドパターンのうち多くを実質的に生成することができる。
【０２５８】
　図３９Ｄは、正方形の光ガイドプレート１２６０（隠れている）を使用する本発明の薄
型正方形光エンジン、およびそうでない場合には図３６Ｅに示された円形の光エンジンの
ものと類似する内部構成の形態の斜視図である。正方形に切り取られたレンチキュラーフ
ィルムシート１２６２は、フレーム１２６４に保持される。半径方向熱抽出１１９２は、
この実施例では、正方形の熱抽出エレメント１２６６として配備される。半径方向に突出
した光ガイドプレートおよび光抽出フィルムに基づく本発明の諸実施形態は有用であるが
、上述の線形に突出した光ガイドおよび光抽出の形態に独特な１つの照明属性が存在する
。線形に突出した光ガイドシステム（たとえば、図３Ａ～図３Ｂ、図４、図２６、図２８
、図３０Ａ、図３０Ｄ、図３１Ａ、図３１Ｄ、図３２Ａ～図３２Ｂおよび図３３Ａ～図３
３Ｃに示されるようなもの）は、光ガイドプレーンに対して傾斜した角度でコリメートさ
れた照明を提供する、潜在的には斜方照明のややコンパクトな手段を提供するキャパシテ
ィを有する。
【０２５９】
　図４０Ａは、平面上部ミラー１９９０を使用してテーパ状の光ガイドプレートサブシス
テム１９９２と相互結合する入力エンジンとして、テーパ状の光ガイドパイプシステム１
２０を配備する薄型照明システム１のシングルエミッタの形態の別の実施形態の斜視図を
示す。テーパ状の光ガイドシステム１９９０の全体的な記載は、ファセット処理された光
抽出フィルムとともに１１０として図３Ａに既に示されている。この特定の実施例では、
システムのファセット処理された反射プリズム１１６（図３Ａに示される）は、鏡面反射
平面ミラー１９９０と交換される。この修正例は、図３Ａで使用される反射プリズムの総
夾頂角３５２を成すことと等価であり、１８０度に近づくように、図１１Ａの詳細には記
載される。
【０２６０】
　図４０Ｂは、図８Ｂが入力エンジンにのみ適用され、示される１本の経線でのみ光をコ
リメートする以外は図８Ｂに先に示されたものと同様の図４０Ａの側断面図である。本実
施形態は、両方の経線において出力光をコリメートし、ＲＡＴリフレクタ１１４からの最
適化された入力光１９９４（空中で）および１９９６（光ガイド１１２内で）（例示的に
は空中で＋／－５２．５度）を使用して、照明システム１全体がより平滑に成型されたフ
ァーフィールド出力ビームプロファイル１９９８を発展させる。全ての寸法および材料は
、先に立証した本実施例に従い、その実施例は、共に図４に示された例示的な３ｍｍのプ
レート厚さ（ＴＨＫＰ１５６）および例示的な３ｍｍのパイプ厚さ（ＴＨＫＢ１５０）、
３度のパイプおよびプレートのテーパ角度、約５０ｕｍのナイフエッジ厚さ、ポリカーボ
ネートパイプ１００およびポリカーボネートプレート１１２（上述のように、好ましくは
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ＰＭＭＡで作製することができる）を設定する。リフレクタ１９９０は、先に論じられた
ように、屈折率が１．４７から１．４９であるアクリル層によって、例示的な５７ｍｍ×
５７ｍｍのテーパ状の光ガイドプレート１１２に取り付けられる。
【０２６１】
　図４０Ｃは、図４０Ａ～図４０Ｂの照明システムの斜視図であり、システムが生成する
斜めに配向されたファーフィールド出力ビームのコリメートされた性質を示す。点線２０
１０は、ビーム特性の可視化を補助する。
【０２６２】
　図４１Ａは、図４０Ａ～図４０Ｃの照明システム１の配備を示す側面図であり、地表レ
ベル１０２２の上に１０フィート（約３０００ｍｍ）の垂直距離２０２０で、かつ、この
タイプの薄型プロファイル照明システム１から入射する斜めに配向されたファーフィール
ド出力ビーム１９９０によって照明されるべき垂直壁表面２０２６から３フィート（約９
００ｍｍ）の水平距離２０２４で装着される。壁表面２０２６上の関連付けられたビーム
パターンは、（例示的な条件の場合には）図４０Ｂで立証された約２７度のビーム方向に
起因して、照明器具システムの水平装着平面から１．８２フィート（約５５０ｍｍ）２０
２８だけ下方に移動する。
【０２６３】
　図４１Ｂは、壁表面２０２６および本実施例の照明システム１によって作られるビーム
パターン２０３０の前面図を示す。ビームパターン２０３０は、水平平面において約＋／
－５度の角度範囲を保持するが、斜めの入射角によって起こる投射によって垂直方向に約
＋／－１０度広げられる。関連付けられた水平輝度プロファイルおよび垂直輝度プロファ
イルは、２０３２および２０３４と示される。
【０２６４】
　図４２は、図３１Ｃと同様の本発明の別の実施形態の斜視図であるが、出射ビーム２０
３８の水平角度範囲を広げるために、１次元の角拡散レンチキュラーフィルム片１０３６
を光ガイドプレート１１２の入力エッジ１２１に適用する１つの変形例が加えられている
。
【０２６５】
　図４３Ａは、図４２の照明システムを含む壁床システムの側面図を示す。さらに、角拡
散フィルム２０３６が光ガイドプレート１１２の入力エッジに追加されたにもかかわらず
、斜めに配向されたファーフィールドビームの断面２０３８および残りの側面図のレイア
ウトは、この実施例では図４１Ａと同一であることが示される。
【０２６６】
　図４３Ｂは、本実施例の照明システム１によって作られた壁表面２０２６およびビーム
パターン２０４０の前面図を示す。ビームパターン２０４０は、前述のように、斜めの入
射角によって起こる投射によって垂直方向に約＋／－１０度広げられるが、示されるよう
に、使用されるレンチキュラー角拡散フィルムによって、意図的に＋／－２４度広げられ
た。関連付けられる水平輝度プロファイルおよび垂直輝度プロファイルは２０４２および
２０４４で示される。
【０２６７】
　図４４は、本発明のさらに別の実施形態の側面図であり、図４０Ａ～図４０Ｃ、図４１
Ａ、図４２および図４３Ａの本発明の変形例に基づくものであるが、照明システム１のこ
の変形例からの斜めに配向された出力照明１９９８（または２０３８）を受光するために
外側傾斜ミラー２０５０が追加され、その照明２０３８は、再配向されたビームプロファ
イル１０５２に示すように、別の照明されるべき垂直表面２０５２に向かって再配向して
戻される。全てのエレメント間の数学的関係は、直線的な幾何学形状に基づき、必要な符
号は、図４４に十分に詳しく明らかにされる。ミラー長さ（ＢＤ＋ＤＦ）ＬＭは、超過画
角βfによって求められ、本実施例ではβf＝θW＋εb，εbであり、抽出ビームの半幅は
３２．８度である。長さはＢＣ＝ＬＰ（Ｔａｎβf）となる。オフセット長さは、ＣＥ＝
ＬＰ（Ｔａｎβf）ＴａｎγT、ＣＤ＝ＢＣ（ＳｉｎγT）となる。ＢＤ＝ＢＣ（ＣｏｓγT



(63) JP 2011-512006 A 2011.4.14

10

20

30

40

50

）である。次いで、三角形のＣＥＦでは、第３の角度は、１８０－βf－（９０＋γT）＝
９０－βf－γTとなる。それにより、ＤＦ＝ＣＤ（Ｔａｎ９０－βf－γT）となる。そし
て、ＬＭ＝ＢＤ＋ＤＦ＝（ＢＣ）（ＣｏｓγT）＋（ＢＣ（ＳｉｎγT））（Ｔａｎ９０－
βf－γT）＝ＬＰＴａｎ（βf）［Ｃｏｓ（γT）＋ＳｉｎγTＴａｎ（９０－βf－γT）
］となる。例示的なミラー傾斜（γT）について図４４に示された数値は１２度である。
【０２６８】
　傾斜ミラー２０５０が、システムの垂直ｚ軸６に対して傾斜している角度は、γTより
大きく、システムの傾斜ミラーと照射すべき表面との間の分離距離２０５４は、対向する
垂直表面が得られる照明パターンからどのくらい遠くに位置するかを集合的に決定する。
【０２６９】
　図４５Ａは、地表レベル２０２２の１０フィート上であって、この薄型プロファイル照
明システム１のこの傾斜ミラーバージョンから入射する斜めに配向されたファーフィール
ド出力ビーム２０６２によって照明されるべき左手の垂直壁表面２０６０から３フィート
の水平距離に装着された照明システム１のこの変形例の配備を示す側面図である。壁表面
２０６０上の関連付けられたビームパターン２０６４は、傾斜ミラー２０５０が１２度傾
斜して配置されるので、照明器具システムの水平装着平面から約３．７フィート下向きに
移動する。この１２度の傾斜について得られるパターンシフトは、約３Ｔａｎ（２γT＋
φW）＝３Ｔａｎ（５１）＝３．７フィートである。
【０２７０】
　図４５Ｂは、左側壁表面２０５６および本実施例の照明システム１によって作られたビ
ームパターン２０７０の前面図である。ビームパターン２０７０は、この実施例では、レ
ンチキュラー入力フィルム２０３６から広げられるが、傾斜ミラー２０５０の作用によっ
て下向きにシフトした水平平面およびその１２度の傾斜を保持する。関連付けられる水平
輝度プロファイルおよび垂直輝度プロファイルは２０７２および２０７４で示される。
【０２７１】
　図４６Ａは、図４５Ａと同じであるが、ミラー傾斜が１６度の場合の側面図である。壁
表面２０６０上の関連付けられたビームパターン２０８０は、傾斜ミラー２０５０が１６
度傾斜して配置されるので、照明器具システムの水平装着平面から約５フィート下向きに
移動する。
【０２７２】
　図４６Ｂは、図４５Ｂと同じであるが、１６度のミラー傾斜および関連付けられたビー
ムパターン１０８０の場合の表現である。関連付けられる水平輝度プロファイルおよび垂
直輝度プロファイルは２０８２および２０８４で示される。
【０２７３】
　図４７は、部屋の角の斜視図であり、２枚の壁、床および１６度のミラー傾斜を表す図
４６Ａ～図４６Ｂに取り付けられる場合に本発明の薄型プロファイル傾斜ミラー照明シス
テムによって斜めに照明された額装された絵画を示す。
【０２７４】
　図４０Ａ～図４０Ｃ、図４１Ａ、図４２、図４３Ａ、図４４、図４５Ａ、図４６Ａおよ
び図４７に示された実施形態は、数多くの可能な実施例のうち１つのみを示す。平面ミラ
ー１９９０（図４４）を使用するのではなく、傾斜したミラー２０５０（図４４、図４５
Ａおよび図４６Ａ）と組合せて、ファセット処理されたプリズムシート１１４を等しいフ
ァセット角を有するように配列して、同じ照明出力ビーム方向を（図１１Ａ～図１１Ｂ、
図１８、図１９および図２０のビーム再配向の発明により）生成することができる。さら
に、マルチエレメントアレイ型入力エンジン（図２Ａ～図２Ｃ、図３１Ａ～図３１Ｂ、図
３２Ａ～図３２Ｂおよび図３３Ａ～３３Ｃ）は、様々な高強度のスポット照明用途または
個別化されたＬＥＤエミッタエンジンセグメントによって容易にされる光エンジンの異な
って構成されたグループ化であるときにそれらがし得るので、応用例がシングル照明器具
ユニットからのより高いルーメン出力を必要とするときに置換することができる。
【０２７５】
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　図４８Ａは、図４２と同様の本発明のさらに別の実施形態を示すが、テーパ状の光ガイ
ドプレート１１２上の平面ミラーではなくプリズムシートを使用して、出射ビーム２１０
０の水平角度範囲を広げるために、１次元の角拡散レンチキュラーフィルム片２０３６が
光ガイドプレート１１２の入力エッジ１２１に追加されている。
【０２７６】
　図４８Ｂは、図４８Ａの構成を斜視図で示す。
【０２７７】
　図４８Ｃは、図４８Ａの別の斜視図であり、得られるニアフィールド空間輝度均一性２
１０４およびＬＥＤ入力エンジンの最初の領域の最も近くに生じる暗フィールド領域２１
０６とともに、照明システムの下側出力アパーチャを示す。
【０２７８】
　図４９は、テーパバージョンの光ガイド入力エンジン１２０の挙動から分離された斜視
図であり、光ガイドパイプ１００の始点における光調整の角度範囲のグラフィックシミュ
レーション２１１０および光ガイドパイプの出力エッジに沿った様々な点におけるサブシ
ステムの出力光のグラフィックシミュレーションシーケンス２１１１～２１１５を示す。
光ガイドパイプの始点における入力光の角度分布の最適な選択にもかかわらず、サブシス
テムは出力光角度範囲の一貫性を維持できないことが理解できる。光ガイドパイプの始点
に最も近い出力光は、実質的に低減された角度範囲を示し、予想される角度分布をほぼ中
間点まで安定させない。この誤動作（または理想からの逸脱）により、図４８Ｃに示され
るニアフィールド非均一性が生じる。
【０２７９】
　ニアフィールド空間非均一性の１つの解決策は、図４２および図４８～図４８Ｂの発明
から導き出される。これらの例示は、レンチキュラーレンズシートの配備（光ガイドプレ
ートのエッジの長い長さに対して垂直に位置合わせされたレンズ軸）が、出射ビームの対
応する角度範囲を広げる点で満足のいくものであることを示した。これにより、レンチキ
ュラーレンズフィルムのより小さな部分を、成功させるのに十分な大きさに欠損する角度
幅の角度範囲を広げるために適用できるという理由に依拠するものである。
【０２８０】
　図５０Ａ～図５０Ｂ、図５０Ｄ、図５０Ｆおよび図５０Ｇは全て、シミュレーションさ
れた様々なレンチキュラーフィルムのセクション構成を示す。それぞれの場合について、
レンチキュラーセクションのサイズおよび形状が変えられるだけではなく、放物線レンチ
キュラーの強さ（光学パワー）を有する。
【０２８１】
　ニアフィールド均一性の均等性の改善に関するこの思想が成功することは、斜視図であ
る図５０Ｅおよび図５０Ｈで実証される。図５０Ａ～図５０Ｄ、図５０Ｆおよび図５０Ｇ
に示される最適化は全て、シミュレーションされた様々なレンチキュラーフィルムセクシ
ョン構成を示す。
【０２８２】
　ニアフィールド照明の視覚的外観がより重要なＬＣＤバックライトなどの特別な応用例
については、図５１Ａ～図５１Ｃに要約されるような改善が同様に利用可能である。この
シーケンスにおいて、光ガイドプレートに適用される光抽出フィルム内のプリズムの間隔
を調節して、ニアフィールド空間非均一性の度合いを微調整する。
【０２８３】
　図５１Ａは、設計意図を表示するのを助けるために便利に拡大されたプリズム粗さを使
用して、この可変プリズム間隔法の基礎的な概念を示す。プリズムのない帯域は、出力光
を抽出せず、優れた輝度を有する領域を抽出するために使用することができる。プリズム
周期は視覚的確度のレベルを下回るので、暗帯域の使用は画像品質に干渉しない。
【０２８４】
　図５１Ｂは、図５２Ａに示された設計コンセプトの斜視図である。
【０２８５】
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　図５１Ｃは、首尾よく均質化されたニアフィールドが可変プリズム間隔法を使用する、
本発明の薄型照明システム１の斜視図を示す。
【０２８６】
　図５２は、図５０Ｈに記載されるような角入力エッジ補正が部分的に成功する１つの薄
型プロファイル照明システムおよび図５１Ｃに示される完全に補正されるものとニアフィ
ールド空間非均一性の視覚的な比較を可変プリズム間隔法によって示す。ニアフィールド
均一性２１４６のグラフィックシミュレーションは、図５２Ｅならばシミュレーション２
１３０と比較してかなり平滑なことを示す。本明細書の発明の好ましい実施形態が図示さ
れ記載されてきたが、本発明から逸脱することなく、特許請求の範囲に記載されるより広
い態様で、様々な変更および修正を成し得ることが当業者には明らかになろう。特に、本
明細書に記載された様々なサブコンポーネントエレメントおよびシステムならびにそれら
の均等物は、本明細書に記載されるその他のエレメントおよびシステムと組み合わせて、
または、動作上適切なときには交換して使用することができる。

【図１Ａ】

【図１Ｂ】

【図１Ｃ】

【図１Ｄ】
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【要約の続き】
て決定されるように、各エンジンセグメント内に１つの光エミッタを配備する。両方のタイプの薄型光分配エンジン
は、システムのファーフィールド出力光が直交する出力経線の両方においてコリメートされるような方法で、１本の
経線においてコリメートされた入力光および入力コリメーションを保持しながら、コリメートされない直交する経線
において、出力光をコリメーティングする光分配エレメントを提供する。また、本発明は、特に、ビームの形状また
は均一性を変えることなく、一方または両方の出力経線にて角度範囲を大きくするように、エンジンのダブルコリメ
ートされた出力照明を処理するよう構成された光学フィルムを含む。
【選択図】図１Ａ
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