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(57)【要約】
デバイスは、ライトガイド領域を画定する光伝送フィル
ムを含む。第１の領域は、導波管の状態のフィルム内を
伝搬する光によって照らされるときの光抽出によって見
ることができる印、グラフィック、及びイメージのうち
の１つ又は複数の領域を表すライトガイド領域内に画定
され、第１の領域は、導波管の状態のフィルム内を移動
する光の一部を第１の領域におけるフィルムの対向する
面のうちの第１の面の外に再誘導する複数の光抽出機能
部を含み、第１の領域が複数の壁及び複数の壁をライニ
ングする黒色の光吸収材料を備える光トラップボックス
の開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光
で照らされるときに５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する
。デバイスを作製又は製造する方法もまた開示される。
【選択図】図１０
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　デバイスであって、
　ａ．ライトガイド領域を画定し、且つ対向する面を有し、前記対向する面の間の厚さが
０．５ミリメートルを超えない、光伝送フィルムと、
　ｂ．導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照らされるときの光抽出によって
見ることができる印、グラフィック、及びイメージのうちの１つ又は複数の領域を表すラ
イトガイド領域内に画定される第１の領域と、
を備え、
　　ｉ）前記第１の領域が、前記導波管の状態のフィルム内を移動する光の一部を前記第
１の領域において前記フィルムの対向する面のうちの第１の面の外に再誘導する複数の光
抽出機能部を備え、
　　ｉｉ）前記第１の領域が、複数の壁及び前記複数の壁をライニングする黒色の光吸収
材料を備える光トラップボックスの開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光
で照らされるときに５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、
デバイス。
【請求項２】
　前記複数の光抽出機能部が０．５ミリメートル未満の平均寸法を有する、請求項１に記
載のデバイス。
【請求項３】
　前記第１の領域において前記複数の光抽出機能部が占める前記フィルムの表面積の割合
が２０％未満である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項４】
　前記ライトガイド領域から延びる又は前記ライトガイド領域に光学的に結合される結合
ライトガイドのアレイをさらに備え、前記結合ライトガイドのアレイのうちの各結合ライ
トガイドが境界縁を備え、前記各結合ライトガイドが、前記結合ライトガイドのアレイの
前記境界縁が光入力面を形成するように折り畳まれる、請求項１に記載のデバイス。
【請求項５】
　前記各結合ライトガイドからの光が前記ライトガイド領域内で前記結合ライトガイドの
アレイのうちの１つ又は複数の他の結合ライトガイドからの光と組み合わされ及び内部全
反射する状態で、光が前記各結合ライトガイド内で前記ライトガイド領域の中に伝搬する
ように、前記光入力面の中に光を放出するために配置される少なくとも１つの光源をさら
に備える、請求項４に記載のデバイス。
【請求項６】
　前記少なくとも１つの光源が少なくとも１つの発光ダイオードを備え、前記第１の領域
が、１ルクス未満の周囲照度において前記少なくとも１つの光源によって照らされるとき
に、前記第１の領域における前記第１の面の法線から０度から４０度までの角度範囲内の
５ｃｄ／ｍ２を超える輝度を有する、請求項５に記載のデバイス。
【請求項７】
　前記第１の領域が、前記光トラップボックスの開口部上に配置されたときに３００ルク
スの散乱光で照らされるときに１０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項８】
　前記第１の領域が、前記光トラップボックスの開口部上に配置されたときに５００ルク
スの散乱光で照らされるときに１０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、請求項１に記載のデ
バイス。
【請求項９】
　前記複数の光抽出機能部が３００ミクロン未満の平均寸法を有する、請求項１に記載の
デバイス。
【請求項１０】
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　前記複数の光抽出機能部が占める前記第１の領域の表面積の割合が１０％未満である、
請求項１に記載のデバイス。
【請求項１１】
　前記複数の光抽出機能部が光散乱材料を含む、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１２】
　前記複数の光抽出機能部における前記第１の面に平行な平面内の前記第１の領域におけ
る前記複数の光抽出機能部の平均最大寸法サイズが０．５ミリメートル未満である、請求
項１に記載のデバイス。
【請求項１３】
　前記複数の光抽出機能部における前記第１の面に平行な平面内の前記複数の光抽出機能
部の平均最小寸法サイズが０．５ミリメートル未満である、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１４】
　前記複数の光抽出機能部が、前記第１の面の法線方向に入射する５ミリラジアン未満の
発散度をもつ５３２ｎｍレーザ光で測定したときに、４０度よりも大きい伝送された光の
角度半値全幅強度を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１５】
　前記複数の光抽出機能部が、前記第１の面の法線方向に入射する５ミリラジアン未満の
発散度をもつ５３２ｎｍレーザ光で測定したときに、８０度よりも大きい伝送された光の
角度半値全幅強度を有する、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１６】
　前記第１の領域が、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って測定した１０％未満のヘイズを有す
る、請求項１に記載のデバイス。
【請求項１７】
　デバイスであって、
　ａ．導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照らされるときの光抽出によって
見ることができる印、グラフィック、イメージ、及びパターンのうちの１つ又は複数の領
域を表す第１の領域を画定するライトガイド領域を備えるフィルムベースのライトガイド
と、
　ｂ．前記ライトガイド領域から連続的に延びる又は前記ライトガイド領域に光学的に結
合される複数の結合ライトガイドであり、前記各結合ライトガイドが縁を有し、前記縁が
スタックを形成するように折り畳まれる、複数の結合ライトガイドと、
　ｃ．前記第１の領域内に配置された複数の光抽出機能部と、
を備え、
　前記フィルムの表面に平行な平面内の前記第１の領域における前記複数の光抽出機能部
の平均最大寸法サイズが０．５ミリメートル未満である、
デバイス。
【請求項１８】
　前記第１の領域が、複数の壁及び前記複数の壁をライニングする黒色の光吸収材料を備
える光トラップボックスの開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光で照らさ
れるときに５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項１９】
　前記第１の領域において前記複数の光抽出機能部が占める前記ライトガイドの表面積の
割合が１０％未満である、請求項１７に記載のデバイス。
【請求項２０】
　デバイスを製造する方法であって、
　結合ライトガイドのアレイのうちの各結合ライトガイドが境界縁を有する、結合ライト
ガイドのアレイをフィルムのライトガイド領域に光学的に結合するステップと、
　前記結合ライトガイドのアレイの前記境界縁が光入力面を画定するスタックを形成する
ように結合ライトガイドのアレイを折り畳むステップと、
　導波管の状態の前記フィルム内を伝搬する光によって照らされるときの光抽出によって
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見ることができる印、グラフィック、及びイメージのうちの１つ又は複数の領域を表す前
記フィルムの第１の領域において前記フィルム上に又は前記フィルム内に複数の光抽出機
能部を形成するステップと、
を含み、
　前記第１の領域が複数の壁及び前記複数の壁をライニングする黒色の光吸収材料を備え
る光トラップボックスの開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光で照らされ
るときに５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、
デバイスを製造する方法。
【請求項２１】
　前記複数の光抽出機能部を形成するステップが、前記結合ライトガイドのアレイ内を移
動する光によって照らされるときに前記複数の光抽出機能部での前記フィルム内の前記光
の光軸に平行な方向の５００ミクロン未満の平均横寸法を有する前記複数の光抽出機能部
を前記第１の領域内に配置することを含む、請求項２０に記載の方法。
【請求項２２】
　前記複数の光抽出機能部を形成するステップが、前記複数の光抽出機能部が前記第１の
領域において前記ライトガイドの表面積の１０％未満を占めることを含む、請求項２０に
記載の方法。
【請求項２３】
　結合ライトガイドのアレイをフィルムのライトガイド領域に光学的に結合するステップ
が、前記結合ライトガイドのアレイが前記ライトガイド領域と連続したままであるように
、前記ライトガイド領域から延びる前記結合ライトガイドのアレイを形成することを含む
、請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　関連出願の相互参照
　本出願は、２０１０年４月１６日に出願された「Ｒｅｐｌａｃｅａｂｌｅ　ｉｌｌｕｍ
ｉｎａｔｅｄ　ｓｉｇｎａｇｅ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｃｏｏｌｅｒ　ｄｏｏｒｓ」と
題する米国特許仮出願第６１／３２５，２６６号、２０１０年４月１６日に出願された「
Ｍａｎｕｆａｃｔｕｒｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ　ｆｏｒ　ｕｌｔｒａ－ｌｏｗ　ｐｒｏｆｉ
ｌｅ　ｆｉｌｍ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ」と題する米国特許仮出願第６１／３２５，２５
２号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｐｒｏｃｅｓｓｉｎｇ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏ
ｒ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｆｉｌｍ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ　ａｎｄ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｓ
ｙｓｔｅｍ」と題する米国特許仮出願第６１／３２５，２６９号、２０１０年４月１６日
に出願された「Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ａｌｉｇｎｉｎｇ
　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅｓ　ｉｎ　ａ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ」と題する米国
特許仮出願第６１／３２５，２７１号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｃｅｎｔｅ
ｒ　ａｌｉｇｎｅｄ　ｌｉｇｈｔｉｎｇ　ｃｏｎｆｉｇｕｒａｔｉｏｎ　ｆｏｒ　ｕｌｔ
ｒａ－ｔｈｉｎ　ＬＥＤ　ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ＬＣＤｓ」と題
する米国特許仮出願第６１／３２５，２７２号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｌ
ｏｗ　ｐｒｏｆｉｌｅ　ｂａｔｔｅｒｙ　ｐｏｗｅｒｅｄ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ」と題
する米国特許仮出願第６１／３２５，２７５号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｍ
ｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ａｐｐａｒａｔｕｓ　ｆｏｒ　ｅｎｈａｎｃｅｄ　ＬＣＤ　ｂａｃ
ｋｌｉｇｈｔ」と題する米国特許仮出願第６１／３２５，２７７号、２０１０年４月１６
日に出願された「Ｆｉｌｍ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｓｙｓｔｅｍ　ｗｉｔｈ　ｌｉｇｈｔ　
ｐｒｏｐａｇａｔｉｏｎ　ｍｏｄｉｆｉｃａｔｉｏｎｓ」と題する米国特許仮出願第６１
／３２５，２８０号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｈｅａｔｓｉｎｋｉｎｇ　ｍ
ｅｔｈｏｄｓ　ｆｏｒ　ｃｏｍｐａｃｔ　ｆｉｌｍ　ｌｉｇｈｔ　ｇｕｉｄｅ　ｓｙｓｔ
ｅｍｓ」と題する米国特許仮出願第６１／３２５，２８２号、２０１０年４月１６日に出
願された「Ｌａｍｉｎａｔｉｏｎ　ｍｅｔｈｏｄ　ｆｏｒ　ａ　ｍｕｌｔｉ－ｌａｙｅｒ
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　ｏｐｔｉｃａｌ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ　ｆｉｌｍ」と題する米国特許仮出願第６１／
３２５，２６２号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｅｄｇｅ－ｅｎｈａｎｃｅｍｅ
ｎｔ　ｆｏｒ　ｆｉｌｍ　ｃｏｕｐｌｉｎｇ　ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ」と題する米国特許
仮出願第６１／３２５，２７０号、２０１０年４月１６日に出願された「Ｃｏｌｏｒｅｄ
　ｓｕｒｆａｃｅ　ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　ｂｙ　ｍｉｘｉｎｇ　ｄｙｅｓ　ａｎｄ
　ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　ｆｅａｔｕｒｅｓ　ｉｎｔｏ　ｉｎｋ」と題する米国特許仮出
願第６１／３２５，２６５号、２０１０年５月２４日に出願された「Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉ
ｔｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　ａ　ｆｉｌｍ－ｂａｓｅｄ　ｌｉｇ
ｈｔｇｕｉｄｅ」と題する米国特許仮出願第６１／３４７，５６７号、２０１０年７月１
２日に出願された「Ｆｉｌｍ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ　ｗｉｔｈ　ｌｉｇｈｔ　ｒｅｄｉ
ｒｅｃｔｉｎｇ　ｅｌｅｍｅｎｔｓ」と題する米国特許仮出願第６１／３６３，３４２号
、２０１０年７月２８日に出願された「Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ　
ｗｉｔｈ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｒｅｄｕｎｄａｎｃｙ」と題する米国特許仮出願第６１／３
６８，５６０号、２０１０年８月２７日に出願された「Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　
ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　ａ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ　ｆｉｌｍ」と題する
米国特許仮出願第６１／３７７，８８８号、２０１０年９月９日に出願された「Ｌｉｇｈ
ｔ　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ　ｗｉｔｈ　ｅｘｔｅｒｎａｌｌｙ　ｏｒ　ｉｎｔ
ｅｒｎａｌｌｙ　ｃｏｎｔｒｏｌｌｅｄ　ｏｕｔｐｕｔ」と題する米国特許仮出願第６１
／３８１，０７７号、２０１０年１１月１８日に出願された「Ｌｉｇｈｔ　ｅｍｉｔｔｉ
ｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　ａ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ　ｆｉｌｍ　ａ
ｎｄ　ｌｉｇｈｔ　ｔｕｒｎｉｎｇ　ｏｐｔｉｃａｌ　ｅｌｅｍｅｎｔ」と題する米国特
許仮出願第６１／４１５，２５０号、２０１０年１２月２１日に出願された「Ｌｉｇｈｔ
　ｅｍｉｔｔｉｎｇ　ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　ａ　ｒｅｍｏｖａｂｌｅ　
ａｎｄ　ｒｅｐｌａｃｅａｂｌｅ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ」と題する米国特許仮出願第６
１／４２５，３２８号、２０１１年２月１１日に出願された「Ｆｒｏｎｔ　ｉｌｌｕｍｉ
ｎａｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　ａ　ｆｉｌｍ－ｂａｓｅｄ　ｌｉ
ｇｈｔｇｕｉｄｅ」と題する米国特許仮出願第６１／４４１，８７１号、２０１１年３月
９日に出願された「Ｉｌｌｕｍｉｎａｔｉｏｎ　ｄｅｖｉｃｅ　ｃｏｍｐｒｉｓｉｎｇ　
ａ　ｆｉｌｍ－ｂａｓｅｄ　ｌｉｇｈｔｇｕｉｄｅ」と題する米国特許仮出願第６１／４
５０，７１１号に基づく優先権を主張するものであり、そのそれぞれのすべての内容が参
照により本明細書に組み込まれる。
【０００２】
　本明細書で開示された主題は、一般に、光る標識、照明器具、バックライト、発光標識
、パッシブディスプレイ、及びアクティブディスプレイのような発光デバイス及びそれら
のコンポーネント並びに製造方法に関する。
【背景技術】
【０００３】
　慣習的に、液晶ベースのディスプレイ、標識、及びバックライトのようなディスプレイ
の厚さを減少させるために、縁から光を受光し、これをより大面積の面の外に誘導するの
に剛性のライトガイドを用いるエッジライト（ｅｄｇｅ－ｌｉｔ）構成が用いられている
。これらのタイプの発光デバイスは、典型的に、コンポーネント又はデバイスの可撓性を
可能にせず、設計変更のための長いリードタイムを必要とする、比較的厚い剛性のフレー
ムの中に収容される。これらのデバイスの体積は、大きいままであり、デバイスの周りに
厚い又は大きいフレーム又はベゼルをしばしば含む。厚いライトガイド（典型的に２ｍｍ
以上）は、設計構成、生産方法、及び照明モードを制限する。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　これらの発光デバイスの領域の厚さ及び全体積をさらに減少させる能力は、十分な光束
をより薄いライトガイドの中に結合する能力によって制限されている。典型的なＬＥＤ光
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源は、少なくとも１ｍｍの光放出領域寸法を有し、設計要件を満たするために、２ｍｍの
ライトガイドに入り、これを通して伝搬し、且つこの外に結合される光を制御することの
難しさがしばしば存在する。２ｍｍライトガイドを組み込んでいるディスプレイは、典型
的に対角３３ｃｍ以下のもののような小型ディスプレイに限定される。多くのシステムサ
イズは、大きい光源及び大きい入力結合光学系又は方法を用いる設計に起因して厚い。１
画素につき１つのライトガイドを用いる幾つかのシステム（光ファイバベースのシステム
のような）は、大きい体積を必要とし、低い位置合わせ許容誤差を有する。生産において
、薄いライトガイドは、一体化された光学部品のための剛性のウェハ上のコーティングに
限定されている。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　一実施形態では、デバイスは、ライトガイド領域を画定し且つ対向する面を有し、対向
する面の間の厚さが０．５ミリメートルを超えない、光伝送フィルムを含む。第１の領域
は、導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照らされるときの光抽出によって見
ることができる印、グラフィック、及びイメージのうちの１つ又は複数の領域を表すライ
トガイド領域内に画定され、第１の領域は、導波管の状態のフィルム内を移動する光の一
部を第１の領域においてフィルムの対向する面のうちの第１の面の外に再誘導する複数の
光抽出機能部を含み、第１の領域は、複数の壁及び複数の壁をライニングする黒色の光吸
収材料を備える光トラップボックスの開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱
光で照らされるときに５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する。
【０００６】
　別の実施形態では、デバイスは、導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照ら
されるときの光抽出によって見ることができる印、グラフィック、イメージ、及びパター
ンのうちの１つ又は複数の領域を表す第１の領域を画定するライトガイド領域を含むフィ
ルムベースのライトガイドを含む。複数の結合ライトガイドは、ライトガイド領域から連
続的に延び、又はライトガイド領域に光学的に結合される。複数の結合ライトガイドの各
結合ライトガイドは縁を有し、複数の結合ライトガイドの縁は、スタックを形成するよう
に折り畳まれる。複数の光抽出機能部は第１の領域内に配置され、フィルムの表面に平行
な平面内の第１の領域における複数の光抽出機能部の平均最大寸法サイズは０．５ミリメ
ートル未満である。
【０００７】
　さらなる実施形態では、デバイスを製造する方法は、結合ライトガイドのアレイのうち
の各結合ライトガイドが境界縁を有する、結合ライトガイドのアレイをフィルムのライト
ガイド領域に光学的に結合するステップと、結合ライトガイドのアレイの境界縁が光入力
面を画定するスタックを形成するように結合ライトガイドのアレイを折り畳むステップと
、第１の領域が複数の壁及び複数の壁をライニングする黒色の光吸収材料を備える光トラ
ップボックスの開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光で照らされるときに
５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照
らされるときの光抽出によって見ることができる印、グラフィック、及びイメージのうち
の１つ又は複数の領域を表すフィルムの第１の領域においてフィルム上に又はフィルム内
に複数の光抽出機能部を形成するステップとを含む。
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】ライトガイドの１つの側部上に配置された光入力カプラを備える発光デバイスの
一実施形態の上面図である。
【図２】結合ライトガイドが－ｙ方向に折り畳まれた状態の光入力カプラの一実施形態の
斜視図である。
【図３】ライトガイドの１つの側部上に３つの光入力カプラを有する発光デバイスの一実
施形態の上面図である。
【図４】ライトガイドの対向する側部上に配置される２つの光入力カプラを有する発光デ
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バイスの一実施形態の上面図である。
【図５】光源の光軸が実質的に互いの方に配向される、ライトガイドの同じ側部上に配置
される２つの光入力カプラを有する発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図６】光源からの光を受光するために配置される結合ライトガイドの平らな縁からなる
実質的に平坦な光入力面をもつ発光デバイスの一実施形態の側面断面図である。
【図７】光がハイブリッド屈折型ＴＩＲフレネルレンズと類似した幾つかの外面上で内部
全反射する、光入力面上の屈折性の平らな表面機能部をもつ光入力面をもつ光入力カプラ
をもつ発光デバイスの一実施形態の側面断面図である。
【図８】結合ライトガイド及び光入力面が光源に光学的に結合される発光デバイスの一実
施形態の側面断面図である。
【図９】結合ライトガイドがスリーブによって定位置に保持され、縁表面が、結合ライト
ガイドの端と光源に隣接する平らな外面をもつスリーブとの間のゲルのような光学接着剤
又は材料によって効果的に平坦化される、発光デバイスの一実施形態の側面断面図である
。
【図１０】窓に隣接して配置された発光ディスプレイの一実施形態の斜視図である。
【図１１】光入力カプラから光源を取り外し及び交換することができる発光デバイスの一
実施形態の斜視図である。
【図１２】光源及び光平行化光学要素を挿入するためのキャビティを備える発光デバイス
の一実施形態の斜視図である。
【図１３】ライトガイドとカートリッジが取り外し可能及び交換可能である、発光デバイ
スの一実施形態の斜視図である。
【図１４Ａ】受光領域をもつライトガイド領域と、光出力光学要素上の光伝送領域を伴う
光入力カプラとを備える発光デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図１４Ｂ】ライトガイドと共に入力カプラを備える標識の形態の発光デバイスの一実施
形態の斜視図である。
【図１５】分配ライトガイドの中に光を結合するために配置される光入力カプラを備える
分配照明システムの一実施形態の斜視図である。
【図１６Ａ】図１５の照明システム及び再位置決め可能なクラッド層を備える分配照明シ
ステムの一実施形態の斜視図である。
【図１６Ｂ】分配ライトガイドから光を受光し、反射型ディスプレイの方に光を誘導する
ために配置される光入力カプラ、分配ライトガイド、再位置決め可能なクラッド層、及び
出力結合ライトガイドを備える分配前面照射システムの一実施形態の斜視図である。
【図１６Ｃ】分配ライトガイドから光を受光し、透過型ディスプレイの方に光を誘導する
ために配置される光入力カプラ、分配ライトガイド、再位置決め可能なクラッド層、及び
出力結合ライトガイドを備える分配背面照射システムの一実施形態の斜視図である。
【図１７Ａ】ＰＯＰディスプレイの表面層上に印刷された印及びライトガイドから光を放
出する光放出印を備え、ＰＯＰディスプレイの表面層を通して見ることができる、発光購
買時点広告（ＰＯＰ）ディスプレイの一実施形態の斜視図である。
【図１７Ｂ】表面層上に印刷された印と、第１のライトガイドからの光を放出し、及び表
面層を通して見ることができる光放出印と、光源を備える第２の入力カプラと、ＰＯＰデ
ィスプレイの孔を通してＰＯＰディスプレイの内部領域の方に光を放出するために配置さ
れる第１の光放出領域及び第２の光放出領域を備える第２のライトガイドとを備える購買
時点広告ディスプレイの一実施形態の斜視図である。
【図１７Ｃ】製品をさらに備える図１７Ｂの購買時点広告ディスプレイの斜視図である。
【図１７Ｄ】ＰＯＰディスプレイ及び製品を通した光の経路を例証する図１７Ｃの製品を
備える購買時点広告ディスプレイの斜視図である。
【図１７Ｅ】パッケージの外面上に印刷された印と、光を受光し、これを製品のパッケー
ジの内側のライトガイドの中に伝送し、そこで光をパッケージを通してライトガイドの光
放出印領域における光抽出機能部に起因して放出させために配置される結合ライトガイド
の入力縁を含む光入力面をもつ結合ライトガイドのスタックされたアレイとを備える図１
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７Ｃの製品の斜視図である。
【図１７Ｆ】－ｙ方向の成分をもつ発光デバイスからの光を受光し、及び光をライトガイ
ドを通して－ｘ方向に伝送するために配置される製品の一実施形態の斜視図である。
【図１７Ｇ】互いの上にスタックされ発光デバイスから光を受光するために配置される第
１の製品及び第２の製品の一実施形態の斜視図である。
【図１８】反対方向に配向された中央領域における同じ縁上の光源を伴う２つの光入力カ
プラを備える発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図１９】－ｙ方向の方に折り畳まれ、次いで＋ｚ方向に単一の光源の方に折り畳まれる
結合ライトガイドと共に１つの光入力カプラを備える発光デバイスの一実施形態の上面図
である。
【図２０ａ】ライトガイドの３つの側部に沿って配置された光入力カプラを伴う赤色、緑
色、及び青色光を放出するバックライトの一実施形態の上面図である。
【図２０ｂ】表面に隣接して配置された反射光学要素と共に光入力カプラ及びライトガイ
ドを備える発光デバイスの一実施形態の側面断面図である。
【図２０ｃ】接着剤を用いてフィルムベースのライトガイドに光学的に結合される光出力
光学要素を備える発光デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図２０ｄ】光源とは反対の光出力光学要素の端部上に配置される反射光学要素と共に接
着剤を用いてフィルムベースのライトガイドに光学的に結合される光出力光学要素を備え
る発光デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図２１】垂直光方向転換光学縁を備えるコア領域を伴う結合ライトガイドのスタックさ
れたアレイを備える発光デバイスの一実施形態の領域の側面断面図である。
【図２２】垂直光方向転換光学縁及び垂直光平行化光学縁を備えるコア領域を伴う結合ラ
イトガイドのスタックされたアレイを備える発光デバイスの一実施形態の領域の側面断面
図である。
【図２３】キャビティと垂直光方向転換光学縁及び光平行化光学縁を備えるコア領域とを
伴う結合ライトガイドのスタックされたアレイを備える発光デバイスの一実施形態の領域
の側面断面図である。
【図２４】結合ライトガイドがライトガイドの表面に光学的に結合される、発光デバイス
の一実施形態の斜視図である。
【図２５】平行化光学要素と共に光源に隣接して配置された光入力カプラを備える発光デ
バイスの一実施形態の側面断面図である。
【図２６】ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸に対して或る角度で配向される光結合ライトガイド及び
光源を備える発光デバイス及びの一実施形態の斜視図である。
【図２７】各結合ライトガイドが結合ライトガイドのサブアレイをさらに備える、結合ラ
イトガイドのアレイを備えるフィルムベースのライトガイドの一実施形態の上面図である
。
【図２８】結合ライトガイドが折り畳まれる、図２７のフィルムベースのライトガイドを
備える発光デバイスの一実施形態の斜視上面図である。
【図２９Ａ】ライトガイドと実質的に同一平面内である結合ライトガイドのアレイを備え
、結合ライトガイドが２つの直線折り畳み領域を備える光伝送フィルムの領域である、光
入力カプラを製造する方法の一実施形態の斜視図である。
【図２９Ｂ】図２９Ａの直線折り畳み領域のうちの１つを平行移動させることを含む、入
力カプラ及びライトガイドを製造するための一実施形態の斜視図である。
【図２９Ｃ】図２９Ｂの直線折り畳み領域のうちの１つを平行移動させることを含む、入
力カプラ及びライトガイドを製造するための一実施形態の斜視図である。
【図２９Ｄ】図２９Ｃの直線折り畳み領域のうちの１つを平行移動させることを含む、入
力カプラ及びライトガイドを製造するための一実施形態の斜視図である。
【図２９Ｅ】図２９Ｄの直線折り畳み領域のうちの１つを平行移動させることを含む、入
力カプラ及びライトガイドを製造するための一実施形態の斜視図である。
【図３０】光変調画素と反射要素との間に配置されたバックライトを備える反射型ディス
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プレイの一実施形態の領域の側面断面図である。
【図３１】結合ライトガイドのアレイが平行でない領域を有する、入力カプラ及びライト
ガイドの一実施形態の上面図である。
【図３２】折り畳まれた結合ライトガイドを伴う図３１の入力カプラ及びライトガイドの
一部の斜視上面図である。
【図３３】直線折り畳み領域に近接して配置された相対位置維持要素を備える光入力カプ
ラ及びライトガイドの一実施形態の斜視図である。
【図３４】２回折り畳まれ、フィルムベースのライトガイドに実質的に平行な平面内で再
び組み合わされる結合ライトガイドのバンドルを備える光入力カプラ及びライトガイドの
一実施形態の上面図である。
【図３５Ａ】上方に折り畳まれ（＋ｚ方向）、フィルムベースのライトガイドの平面に実
質的に垂直なスタックに組み合わされる、結合ライトガイドのバンドルを備える光入力カ
プラ及びライトガイドの一実施形態の上面図である。
【図３５Ｂ】結合ライトガイドの上向きの折畳部を備える図３５Ａの領域の拡大図である
。
【図３６】熱伝達要素の位置合わせキャビティ内に配置された結合ライトガイドのスタッ
クされたアレイを備える発光デバイスの一実施形態の領域の斜視図である。
【図３７】延長された位置合わせアーム及び位置合わせキャビティと共に位置合わせガイ
ド内に配置された結合ライトガイドのスタックされたアレイを備える発光デバイスの一実
施形態の領域の側面図である。
【図３８】結合ライトガイドがライトガイドの縁に光学的に結合される発光デバイスの一
実施形態の斜視図である。
【図３９】折り畳み領域を備える折り畳まれていないライトガイドを伴う発光デバイスの
一実施形態の上面図である。
【図４０】ライトガイドが折り畳まれている状態の図３９の発光デバイスの斜視図である
。
【図４１】重なる折り畳まれた領域を備えるライトガイドと共に折り畳まれる図３９の発
光デバイスの斜視図である。
【図４２】結合ライトガイドの第１の組からの光を受光するために配置される第１の光放
出領域及び結合ライトガイドの第２の組からの光を受光するために配置される第２の光放
出領域を備えるフィルムベースのライトガイドの一実施形態の立面図である。
【図４３】結合ライトガイドが折り畳まれた状態の図４２のフィルムベースのライトガイ
ドの立面図である。
【図４４】ｚ方向にスタックされた２つのライトガイドを備える発光デバイスの一実施形
態の側面断面図である。
【図４５】第１の熱伝達要素に熱的に結合される第１の光源及び第２の光源を伴う発光デ
バイスの一実施形態の側面断面図である。
【図４６】各結合ライトガイド内に複数の第１の反射表面縁及び複数の第２の反射表面縁
をもつ結合ライトガイドを備える発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図４７】図４６の結合ライトガイドの入力端の拡大斜視図である。
【図４８】結合ライトガイドのコア領域の間に配置された屈折率整合領域を備える発光デ
バイスの一実施形態の結合ライトガイド及び光源の側面断面図である。
【図４９】テーパした結合ライトガイドのアレイを備えるフィルムベースのライトガイド
の一実施形態の上面図である。
【図５０】図４９のフィルムベースのライトガイド及び光源を備える一実施形態の発光デ
バイスの斜視上面図である。
【図５１】テーパした結合ライトガイド及び光源が光放出領域の後ろに折り畳まれる、図
５０の発光デバイスを備える発光デバイスの斜視上面図である。
【図５２】角度のついたテーパした結合ライトガイドのアレイを備えるフィルムベースの
ライトガイドの一実施形態の上面図である。
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【図５３】結合ライトガイドが折り畳まれ、光源がフィルムベースのライトガイドの横方
向側部を越えて延びない状態の、図５２のフィルムベースのライトガイドを備える一実施
形態の発光デバイスの斜視上面図である。
【図５４】角度のついたテーパした結合ライトガイドの第１及び第２のアレイを備えるフ
ィルムベースのライトガイドの一実施形態の上面図である。
【図５５】図５４のフィルムベースのライトガイドを備える一実施形態の発光デバイスの
斜視上面図である。
【図５６】ライトガイド、結合ライトガイド、及び湾曲したミラーを備える発光デバイス
の一実施形態の上面図である。
【図５７】ライトガイド、結合ライトガイド、及び２つの湾曲した領域をもつ湾曲したミ
ラーを備える発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図５８】発光デバイスの光放出領域の後ろに折り畳まれている結合ライトガイドを備え
るライトガイド及び２つの光入力カプラを備える発光デバイスの一実施形態の上面図であ
る。
【図５９】２つの直交する側部上の結合ライトガイドと共にライトガイドを備える発光デ
バイスの一実施形態の上面図である。
【図６０】低接触面積のカバーが光入力カプラに物理的に結合される、ライトガイド及び
光入力カプラを備える一実施形態の発光デバイスの一部の側面断面図である。
【図６１】低接触面積のカバーと接触するライトガイドの領域の図６０の拡大部分を示す
。
【図６２】低接触面積のカバーによって保護されるライトガイド及び光入力カプラを備え
る一実施形態の発光デバイスの一部の側面図である。
【図６３Ａ】結合ライトガイドの端領域のいずれかの側部上に２つのフランジを備える結
合ライトガイドを備える一実施形態のフィルムベースのライトガイドの一部の斜視図であ
る。
【図６３ｂ】フィルムベースのライトガイドと、光平行化光学要素及び光ブロック要素で
もある光反射光学要素とを備える発光デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図６４】直線折り畳み領域の近位に配置された相対位置維持要素を備える光入力カプラ
及びライトガイドを備えるフィルムベースのライトガイドの一実施形態の斜視図である。
【図６５】丸みをつけられた角度のついた縁表面を備える相対位置維持要素の一実施形態
の斜視図である。
【図６６】丸みをつけられた角度のついた縁表面及び丸みをつけられた先端を備える相対
位置維持要素の一実施形態の斜視図である。
【図６７】結合ライトガイドの端領域のいずれかの側部上に２つのフランジを備える結合
ライトガイドを備える一実施形態のフィルムベースのライトガイドの一部の斜視図である
。
【図６８】図６２で例証された実施形態の発光デバイスの一部の斜視図である。
【図６９】２つの光入力カプラ、第１の光源、及びライトガイドの対向する側部上に配置
される第２の光源を伴う発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図７０】ライトガイド、光入力カプラ、及び光入力カプラと光放出領域との間に配置さ
れた光反射フィルムを備える発光デバイスの一実施形態の斜視図である。
【図７１】光平行化光学要素及び光源からの光を受光するために配置される結合ライトガ
イドのスタックを備える発光デバイスの一実施形態の領域の上面図である。
【図７２】図７１に示された実施形態の側面断面図である。
【図７３】平行化光学要素に物理的に結合される結合ライトガイドのスタックを備える発
光デバイスの一実施形態の領域の上面図である。
【図７４】結合ライトガイドのスタックに光学的に結合される光方向転換光学要素に隣接
する光源を備える発光デバイスの一実施形態の領域の上面図である。
【図７５Ａ】光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイドのスタックの横方向縁に隣接して
配置された光源を備える発光デバイスの一実施形態の領域の上面図である。
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【図７５Ｂ】光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイドのスタックの延長された領域の光
入力面縁に隣接して配置された光源を備える発光デバイスの一実施形態の領域の上面図で
ある。
【図７６】屈折率整合接着剤を用いて結合ライトガイドに光学的に結合される２つの光方
向転換光学要素の中に光を結合するために配置される光源を備える発光デバイスの一実施
形態の領域の上部である。
【図７７】結合ライトガイドの２つのスタックに光学的に結合される双方向の光方向転換
光学要素の中に光を結合するために配置される光源を備える発光デバイスの一実施形態の
領域の上面図である。
【図７８】結合ライトガイドの２つのスタックに光学的に結合される双方向の光方向転換
光学要素の中に光を結合するために配置される２つの光源を備える発光デバイスの一実施
形態の領域の上面図である。
【図７９】光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイドの２つのスタックの中に光を結合す
るために配置される光源を備える発光デバイスの一実施形態の領域の上面図である。
【図８０】光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイドの２つの重なるスタックの中に光を
結合するために配置される光源を備える発光デバイスの一実施形態の領域の上面図である
。
【図８１】結合ライトガイドがタブ位置合わせ穴と共にタブを有する、光方向転換光学縁
をもつ結合ライトガイドのスタックの中に光を結合するために配置される光源を備える発
光デバイスの一実施形態の領域の上面図である。
【図８２】光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイドのスタックの中に光を結合するため
に配置される光源及び低光束密度領域における位置合わせ穴を備える発光デバイスの一実
施形態の領域の上面図である。
【図８３】光源の見当合わせのための光源オーバーレイタブ領域と共に結合ライトガイド
のスタックの中に光を結合するために配置される光源を備える発光デバイスの一実施形態
の領域の上面図である。
【図８４】光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイドを備えるライトガイドの一実施形態
の上面図である。
【図８５】結合ライトガイドがそれらが横方向縁を越えて延びるように折り畳まれた状態
の、図８４のライトガイドを備える発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図８６】折り畳まれていない結合ライトガイドを備えるライトガイドの一実施形態の上
面図である。
【図８７】結合ライトガイドが折り畳まれる、図８６のライトガイドを備える発光デバイ
スの一実施形態の上面図である。
【図８８】光平行化光学縁領域及び光方向転換光学縁領域をもつ結合ライトガイドを備え
るライトガイドの一実施形態の上面図である。
【図８９】結合ライトガイドが折り畳まれる図８８のフィルムベースのライトガイドを備
える発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図９０】延長された領域をもつ結合ライトガイドを備えるライトガイドの一実施形態の
上面図である。
【図９１】結合ライトガイドが折り畳まれた状態の図９０のライトガイドの一実施形態の
上面図である。
【図９２】光を２方向に方向転換する光方向転換光学縁をもつ結合ライトガイド及び折り
畳まれていない結合ライトガイドを備えるライトガイドの一実施形態の上面図である。
【図９３】一緒にグループ化される各側部からの結合ライトガイドを有する図９２のフィ
ルムベースのライトガイドを備える発光デバイスの一実施形態の斜視上面図である。
【図９４Ａ】スタックに交互配置された側部からの結合ライトガイドを有する図９２のフ
ィルムベースのライトガイドを備える発光デバイスの一実施形態の斜視上面図である。
【図９４Ｂ】内部光誘導縁をもつ結合ライトガイドを備える発光デバイスの一実施形態の
領域の側面断面図である。
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【図９５】第１の方向に沿って反転された形状に延びたフィルムベースの光方向転換光学
縁をもつ結合ライトガイドを備えるライトガイドの一実施形態の上面図である。
【図９６】結合ライトガイドの２つのスタックを形成するために折り畳まれる図９５のラ
イトガイドの実施形態を含むライトガイドの斜視図である。
【図９７】光方向転換光学縁、光平行化光学縁、及び位置合わせキャビティを備える光源
オーバーレイタブ領域をもつフィルムベースの結合ライトガイドを備えるライトガイドの
一実施形態の上面図である。
【図９８】光源の上に位置決めされる結合ライトガイドのスタックに折り畳まれ、位置合
わせガイドによってｚ方向にガイドされる、図９７のフィルムベースのライトガイドを備
える発光デバイスの一実施形態の上面図である。
【図９９】光源の付近の領域における図９８の発光デバイスの実施形態の側面図である。
【図１００】位置合わせガイドの上に嵌め合わされるようには延びない位置合わせキャビ
ティを有する結合ライトガイドを伴う発光デバイスの一実施形態の領域の側面図である。
【図１０１】自動車の窓に隣接して配置されたライトガイドを備える発光透明標識の一実
施形態の斜視図である。
【図１０２】自動車のトランクドアに隣接して配置されたライトガイドを備える発光透明
標識の一実施形態の斜視図である。
【図１０３】光入力カプラ、ライトガイド領域、及び印を備える光放出領域を備える発光
標識の一実施形態の斜視図である。
【図１０４】光抽出機能部を備える光放出印を備える図１０３の発光標識の光放出領域の
拡大区域である。
【図１０５】デバイスを製造する方法の一実施形態のブロック図である。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　幾つかの実施形態の特徴及び他の詳細が、ここでより詳細に説明されるであろう。本明
細書で説明される特定の実施形態は、限定するものとしてではなく単に例証するために示
されることが理解されるであろう。主な特徴は、如何なる特定の実施形態の範囲からも逸
脱することなく種々の実施形態において採用することができる。すべての部分（ｐａｒｔ
ｓ）及び割合（ｐｅｒｃｅｎｔａｇｅｓ）は、他に規定されない限り重量に基づく。
【００１０】
　定義
　「エレクトロルミネッセント標識」は、本明細書では、その上の説明文（ｌｅｇｅｎｄ
）、メッセージ、イメージ、又は印が、電気的に励起可能な照明源によって形成される又
はより明らかにされる、情報を表示するための手段として定義される。これは、照らされ
たカード、透明性、ピクチャ、印刷されたグラフィックス、蛍光標識、ネオンサイン、チ
ャネル文字標識、ライトボックス標識、バス停留所の標識、照らされた広告標識、ＥＬ（
エレクトロルミネッセント）標識、ＬＥＤ標識、エッジライト標識、広告ディスプレイ、
液晶ディスプレイ、電気泳動ディスプレイ、購買時点広告ディスプレイ、方向案内標識、
照らされたピクチャ、及び他の情報表示標識を含む。エレクトロルミネッセント標識は、
自己発光型（ｓｅｌｆ－ｌｕｍｉｎｏｕｓ）（放射性（ｅｍｉｓｓｉｖｅ））、背面照射
型（ｂａｃｋ－ｌｉｔ）、前面照射型（ｆｒｏｎｔ－ｌｉｔ）、エッジ照射型（ｅｄｇｅ
－ｌｉｔ）、導波管照射型、又は他の構成とすることができ、イメージ又は印をもたらす
るために光源からの光が静的又は動的手段を通して誘導される。
【００１１】
　本明細書で定義される場合の「光学的に結合される」は、１つの領域から他の領域に渡
される光の輝度が領域間の屈折率の差異に起因するフレネル界面反射損失によって実質的
に低減されないように２つ以上の領域又は層を結合することを指す。「光結合」方法は、
一緒に結合される２つの領域が同様の屈折率を有する、若しくは領域又は層の屈折率に実
質的に近い又はそれらの間の屈折率をもつ光学接着剤を用いる、結合する方法を含む。「
光結合」の例は、限定ではなしに、屈折率整合光学接着剤を用いるラミネーション、別の
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領域又は層上への領域又は層のコーティング、又は実質的に近い屈折率を有する２つ以上
の層又は領域を接合するために圧力の適用を用いる高温ラミネーションを含む。熱転写は
、材料の２つの領域を光学的に結合するために用いることができる別の方法である。別の
材料の表面上で材料を形成すること、変化させること、印刷すること、又は塗布すること
は、２つの材料を光学的に結合する他の例である。「光学的に結合される」はまた、光が
第１の材料から第２の材料に進むように第２の屈折率の材料の体積内で第１の屈折率の領
域、機能部、又は材料を形成すること、加えること、又は除去することを含む。例えば、
白色光散乱インク（メタクリレート、ビニル、又はポリウレタンベースのバインダ中の二
酸化チタンのような）は、インクを表面上にインクジェット印刷することによってポリカ
ーボネート又はシリコーンフィルムの表面に光学的に結合されてもよい。同様に、表面に
塗布される溶媒中の二酸化チタンのような光散乱材料は、これがフィルム表面又はボリュ
ームに光学的に結合されるように、光散乱材料がポリカーボネート又はシリコーンフィル
ムの表面に浸透する又はこれに密接に物理的に接触する状態で接着することを可能にして
もよい。
【００１２】
　「ライトガイド」又は「導波管」は、臨界角よりも大きい角度で伝搬する光線が反射し
及び領域内に残るであろう条件によって境界付けられる（ｂｏｕｎｄｅｄ）領域を指す。
ライトガイドでは、光は、反射する、又は角度（α）が条件を満たす場合にＴＩＲ（ｔｏ
ｔａｌｌｙ　ｉｎｔｅｒｎａｌｌｙ　ｒｅｆｌｅｃｔ）（内部全反射）するであろう。
【００１３】
【数１】

【００１４】
　式中、ｎ１は、ライトガイドの内部の媒体の屈折率であり、ｎ２は、ライトガイドの外
の媒体の屈折率である。典型的に、ｎ２は、ｎ≒１の屈折率をもつ空気であるが、しかし
ながら、ライトガイド領域を達成するために高い及び低い屈折率の材料を用いることがで
きる。ライトガイドは、光を再誘導する又は反射することができる反射フィルム、アルミ
ナイズを施したコーティング、表面レリーフ機能部、及び他のコンポーネントのような反
射コンポーネントを備えてもよい。ライトガイドはまた、基板のような非散乱領域を含ん
でもよい。光は、側部又は下からライトガイド領域上に入射することができ、表面レリー
フ機能部、又は領域内の光散乱ドメイン、相、又は要素は、光を内部全反射するようによ
り大きい角度に又は光がライトガイドを抜けるようにより小さい角度に誘導することがで
きる。ライトガイドは、ライトガイドとして考えられるべきそのコンポーネントのすべて
に光学的に結合される必要はない。光は、導波管領域のいずれかの面（又は界面屈折率境
界）から入ってもよく、同じ又は別の屈折率界面境界から内部全反射してもよい。領域は
、厚さが関心ある光の波長よりも大きい限り、本明細書で例証される目的のために導波管
又はライトガイドとして機能するものとすることができる。例えば、ライトガイドは、フ
ィルムの５ミクロンの領域又は層であってもよく、又は光伝送ポリマーを含む３ミリメー
トルのシートであってもよい。
【００１５】
　「接触する状態で」及び「上に配置される」は、一般に、すべてのアイテムが要望通り
に機能することができるように２つのアイテムが互いに隣接することを説明するために用
いられる。これは、アイテムが要望通りに機能することができる限り、隣接するアイテム
の間に付加的な材料が存在する可能性があることを意味する場合がある。
【００１６】
　本明細書で用いられる場合の「フィルム」は、材料の薄い延長された領域、膜、又は層
を指す。



(14) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

【００１７】
　本明細書で用いられる場合の「屈曲」は、例えば、要素の第２の領域に対する第１の領
域の移動による変形又は形状の変化を指す。屈曲の例は、重い衣類が竿に掛けられたとき
の物干し竿の屈曲、又は円筒形の郵送用筒の中に入れるために紙の文書を巻くことを含む
。本明細書で用いられる場合の「折り畳む」は、一種の屈曲であり、第１の領域が第２の
領域の少なくとも一部を覆うように要素の第２の領域上に１つの領域を屈曲すること又は
重ね合わせることを指す。折り畳む例は、手紙を屈曲させ、これを封筒に入れるために折
畳部をつけることを含む。折り畳みは、要素のすべての領域が重なることを必要としない
。屈曲又は折り畳みは、物体の表面に沿った第１の方向に沿った方向の変化であってもよ
い。折り畳み又は屈曲は、折畳部を有してもよいし又は有さなくてもよく、屈曲又は折り
畳みは、９０度又は４５度のような１つ又は複数の方向又は平面に生じてもよい。屈曲又
は折り畳みは、横方向、垂直方向、ねじれ方向、又はこれらの組合せであってもよい。
【００１８】
　発光デバイス
　一実施形態では、発光デバイスは、第１の光源、光入力カプラ、光混合領域、及び光抽
出機能部を伴う光放出領域を備えるライトガイドを備える。一実施形態では、第１の光源
は第１の光源発光面を有し、光入力カプラは、第１の光源からの光を受光し、複数の結合
ライトガイドを通して内部全反射によって光入力カプラを通して光を伝送するために配置
される入力面を備える。この実施形態では、結合ライトガイドを出る光は、光混合領域に
おいて再結合され及び混合され、内部全反射を通してライトガイド又はライトガイド領域
内を誘導される。ライトガイド内で、入射光の一部は、光の角度がライトガイドの臨界角
よりも小さいとすぐに光抽出領域内で光抽出機能部によって或る条件に誘導され、誘導さ
れた光がライトガイド発光面を通してライトガイドを出る。
【００１９】
　さらなる実施形態では、ライトガイドは、フィルム内の発光デバイス出力面の下に光抽
出機能部をもつフィルムであり、フィルムは、結合ライトガイドストリップに分離され、
これは、それらが結合ライトガイドの縁の集合体によって形成された第１の入力面をもつ
光入力カプラを形成するように折り畳まれる。
【００２０】
　一実施形態では、発光デバイスは、１つのピークをもつ出力プロフィールをもつデバイ
スに関するデバイスの発光面又は光放出領域から放出された光のピーク光度方向として本
明細書で定義される光軸を有する。１つよりも多いピークをもち且つ出力が軸を中心とし
て対称である、例えば「コウモリの翼」型プロフィールをもつ光出力プロフィールに関し
て、発光デバイス光軸は光出力対称軸である。軸を中心として対称ではない１つよりも多
いピークをもつ角度の光度光出力プロフィールをもつ発光デバイスでは、発光デバイス光
軸は、光度出力の角度の加重平均である。平面的でない出力面に関して、発光デバイス光
軸は、２つの直交する出力平面内で評価され、第１の出力平面内の一定の方向であっても
よく、第１の出力平面と直交する第２の出力平面内で変化する角度であってもよい。例え
ば、円筒形発光面からの発光は、湾曲面プロフィールを備える湾曲した出力面プロフィー
ルを備えない光出力平面内でピーク角度の光度（したがって発光デバイス光軸）を有して
もよく、光度の角度は、出力平面内の円筒形表面の周りの回転軸を中心として実質的に一
定とすることができ、したがって、ピーク角度の強度は、或る範囲の角度である。発光デ
バイスが或る範囲の角度の発光デバイス光軸を有するとき、発光デバイスの光軸は、その
範囲の角度又はその範囲内で選択された角度を備える。レンズ又は要素の光軸は、少なく
とも１つの平面内の或る程度の回転対称性が存在する方向であり、本明細書で用いられる
場合の機械的軸に対応する。領域、表面、域、若しくはレンズ又は要素の集合体の光軸は
、レンズ又は要素の光軸とは異なる場合があり、本明細書で用いられる場合には、レンズ
又は要素の軸外照明の場合などでは入射光角度の及び空間プロフィールに依存する。
【００２１】
　光入力カプラ
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　一実施形態では、光入力カプラは、光源から放出された光を受光し、且つ光をライトガ
イドの中に運ぶために配置される、複数の結合ライトガイドを備える。一実施形態では、
複数の結合ライトガイドは、それらが少なくとも１つの縁上で切断されないまま残るが、
光をストリップの少なくとも１つの縁又は表面を通して結合するためにライトガイドから
実質的に独立して回転させ又は位置決めする（又は平行移動させる）ことができるように
ライトガイドフィルムから切断されたストリップである。別の実施形態では、複数の結合
ライトガイドは、ライトガイドフィルムから切断されず、光源及びライトガイドに別々に
光学的に結合される。一実施形態では、光入力カプラは、光混合領域において一緒に接合
される結合ライトガイドに光学的に結合される少なくとも１つの光源を備える。別の実施
形態では、光入力カプラは、光がストリップのグループ分け又は配置の縁を通して入って
もよいようにグループ分けして配置されるフィルムの領域から切断されたストリップ区域
の集合体である。別の実施形態では、発光デバイスは、コア材料のコア領域及びコア材料
よりも低い屈折率をもつコア材料の少なくとも１つの面又は縁上のクラッド材料のクラッ
ド領域又はクラッド層を備える光入力カプラを備える。他の実施形態では、光入力カプラ
は、複数の結合ライトガイドを備え、少なくとも１つのストリップの面上に入射する光源
からの光の一部は、導波管の状態で伝搬するようにライトガイドの中に誘導される。光入
力カプラはまた、ストリップ折り畳みデバイス、ストリップ保持要素、及び入力面光学要
素からなる群から選択された少なくとも１つを備えてもよい。
【００２２】
　光源
　一実施形態では、発光デバイスは、蛍光灯、円筒形冷陰極蛍光灯、平面蛍光灯、発光ダ
イオード、有機発光ダイオード、電界放出ランプ、ガス放電ランプ、ネオン灯、フィラメ
ント灯、白熱灯、エレクトロルミネッセント灯、ラジオ蛍光灯（ｒａｄｉｏｆｌｕｏｒｅ
ｓｃｅｎｔ　ｌａｍｐ）、ハロゲン灯、白熱灯、水銀灯、ナトリウム灯、高圧ナトリウム
灯、メタルハライド灯、タングステン灯、炭素アーク灯、エレクトロルミネッセント灯、
レーザ、光バンドギャップベースの光源、量子ドットベースの光源、高効率プラズマ光源
、マイクロプラズマランプからなる群から選択された少なくとも１つの光源を備える。発
光デバイスは、ライトガイドの対向する側部、ライトガイドの直交する側部、ライトガイ
ドの３つ以上の側部、又は実質的に平坦なライトガイドの４つの側部上にアレイに配置さ
れた複数の光源を備えてもよい。光源のアレイは、個別のＬＥＤパッケージが少なくとも
１つのＬＥＤダイを備える、直線アレイであってもよい。別の実施形態では、発光デバイ
スは、光入力面の方に光を放出するために配置される複数の光源を１つのパッケージ内に
備える。一実施形態では、発光デバイスは、１、２、３、４、５、６、８、９、１０個、
又は１０個よりも多い光源を備える。別の実施形態では、発光デバイスは、発光フィルム
又はシートとして光を放出するために配置される有機発光ダイオードを備える。別の実施
形態では、発光デバイスは、ライトガイドの中に光を放出するために配置される有機発光
ダイオードを備える。
【００２３】
　一実施形態では、発光デバイスは、１００ナノメートルを超える波長スペクトルの光を
放出する少なくとも１つのブロードバンド光源を備える。別の実施形態では、発光デバイ
スは、１００ナノメートル未満の狭い帯域幅の光を放出する少なくとも１つのナローバン
ド光源を備える。別の実施形態では、発光デバイスは、１００ナノメートルを超える波長
スペクトルの光を放出する少なくとも１つのブロードバンド光源又は１００ナノメートル
未満の狭い帯域幅の光を放出する少なくとも１つのナローバンド光源を備える。一実施形
態では、発光デバイスは、３００ｎｍ～３５０ｎｍ、３５０ｎｍ～４００ｎｍ、４００ｎ
ｍ～４５０ｎｍ、４５０ｎｍ～５００ｎｍ、５００ｎｍ～５５０ｎｍ、５５０ｎｍ～６０
０ｎｍ、６００ｎｍ～６５０ｎｍ、６５０ｎｍ～７００ｎｍ、７００ｎｍ～７５０ｎｍ、
７５０ｎｍ～８００ｎｍ、及び８００ｎｍ～１２００ｎｍからなる群から選択された範囲
内のピーク波長をもつ少なくとも１つのナローバンド光源を備える。光源は、ディスプレ
イとして用いられる発光デバイスにおいて集合的に用いられるときに、色域領域が、７０
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％ＮＴＳＣ、８０％ＮＴＳＣ、９０％ＮＴＳＣ、１００％ＮＴＳＣ、及び標準観察者の可
視ＣＩＥｕ’ｖ’色域の６０％、７０％、８０％、９０％、及び９５％からなる群から選
択される少なくとも１つであるように、赤色、緑色、及び青色のスペクトル品質に整合す
るように選択されてもよい。一実施形態では、少なくとも１つの光源は、赤色、緑色、及
び青色ＬＥＤを備える白色ＬＥＤパッケージである。
【００２４】
　別の実施形態では、異なる色をもつ少なくとも２つの光源が、少なくとも１つの光入力
カプラを通して光をライトガイドの中に結合するために配置される。別の実施形態では、
発光デバイスは、少なくとも３つの光入力カプラ、異なる色（例えば赤色、緑色、及び青
色）をもつ少なくとも３つの光源、及び少なくとも３つのライトガイドを備える。別の実
施形態では、光源は、反射光学系、リフレクタ、リフレクタカップ、コリメータ、一次光
学系、二次光学系、平行化レンズ、複合パラボリックコリメータ（ｃｏｍｐｏｕｎｄ　ｐ
ａｒａｂｏｌｉｃ　ｃｏｌｌｉｍａｔｏｒ）、レンズ、反射領域、入力結合光学系からな
る群から選択された少なくとも１つをさらに備える。光源はまた、光源（及び潜在的にヒ
ートシンク）が発光デバイスの異なる縁に沿って配向されることを可能にすることができ
る湾曲したリフレクタのような光路折り畳み光学系を備えてもよい。光源はまた、１２０
度、１００度、８０度、６０度、４０度、及び２０度からなる群から選択された１つ未満
である角度ＦＷＨＭをもつ光出力を提供する光バンドギャップ構造、ナノ構造、又は他の
三次元配置を備えてもよい。
【００２５】
　別の実施形態では、発光デバイスは、１５０度、１２０度、１００度、８０度、７０度
、６０度、５０度、４０度、３０度、２０度、及び１０度から選択された１つ未満の角度
半値全幅強度の光を放出する光源を備える。別の実施形態では、光源は、一次光学系、二
次光学系、及び光バンドギャップ領域からなる群から選択された少なくとも１つをさらに
備え、光源の角度半値全幅強度は、１５０度、１２０度、１００度、８０度、７０度、６
０度、５０度、４０度、３０度、２０度、及び１０度から選択された１つ未満である。
【００２６】
　ＬＥＤアレイ
　一実施形態では、発光デバイスは、複数のＬＥＤ又はＬＥＤパッケージを備え、複数の
ＬＥＤ又はＬＥＤパッケージはＬＥＤのアレイを備える。アレイコンポーネント（ＬＥＤ
又は電気コンポーネント）は、単一の回路基板に物理的に（及び／又は電気的に）結合さ
れてもよく、又はそれらは、物理的に直接結合されてもよいし又はされなくてもよい複数
の回路基板に結合されてもよい（すなわち、例えば同じ回路基板上ではない）。一実施形
態では、ＬＥＤのアレイは、赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、及び白色ＬＥＤから
なる群から選択された少なくとも２つを備えるアレイである。この実施形態では、製造又
はコンポーネントの変化に起因する白色点の変化を低減させることができる。別の実施形
態では、ＬＥＤアレイは、少なくとも１つの青みを帯びた白色ＬＥＤ及び１つの赤色ＬＥ
Ｄを備える。この実施形態では、ＣＲＩ、すなわち演色評価数（Ｃｏｌｏｒ　Ｒｅｎｄｅ
ｒｉｎｇ　Ｉｎｄｅｘ）は、青みを帯びた白色ＬＥＤ単独の照明よりも高い。一実施形態
では、光放出領域、発光面、照明器具、発光デバイス、発光デバイスを備える白色モード
で駆動するディスプレイ、及び標識からなる群から選択された少なくとも１つのＣＲＩは
、７０、７５、８０、８５、９０、９５、及び９９からなる群から選択された１つよりも
大きい。別の実施形態では、光放出領域、発光面、照明器具、発光デバイス、発光デバイ
スを備える白色モードで駆動するディスプレイ、及び標識からなる群から選択された少な
くとも１つのＮＩＳＴ　Ｃｏｌｏｒ　Ｑｕａｌｉｔｙ　Ｓｃａｌｅ（ＣＱＳ）は、７０、
７５、８０、８５、９０、９５、及び９９からなる群から選択された１つよりも大きい。
別の実施形態では、発光デバイスを備えるディスプレイは、ＮＴＳＣ規格の色域の７０％
、８０％、８５％、９０％、９５％、１００％、１０５％、１１０％、１２０％、及び１
３０％を超える色域を有する。別の実施形態では、ＬＥＤアレイは、白色ＬＥＤ、緑色Ｌ
ＥＤ、及び赤色ＬＥＤを備える。別の実施形態では、ＬＥＤアレイは、少なくとも１つの
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緑色ＬＥＤ及び青色ＬＥＤと、１つのタイプが他のタイプの赤色ＬＥＤよりも低い発光効
率又はより低い波長を有する２つのタイプの赤色ＬＥＤとを備える。本明細書で用いられ
る場合の白色ＬＥＤは、蛍光体により変換される青色ＬＥＤ又は蛍光体により変換される
ＵＶ　ＬＥＤであってもよい。
【００２７】
　別の実施形態では、ＬＥＤの入力アレイは、より短いライトガイドに対してより長いラ
イトガイドを通した光の一様でない吸収を補償するために配置することができる。別の実
施形態では、吸収は、より多くの光をより長い結合ライトガイド又はより長いライトガイ
ドに対応する光入力カプラの中に誘導することによって補償される。別の実施形態では、
第１の波長域内の光は、ライトガイド内で第２の波長域内の光よりも多く吸収され、第１
の波長域内の光入力カプラの中に結合される放射光束を第２の波長域内の光入力カプラの
中に結合される放射光束で割った第１の比は、第１の波長域内の光放出領域から放出され
る放射光束を第２の波長域内の光放出領域から放出される放射光束で割った第２の比より
も大きい。
【００２８】
　レーザ
　一実施形態では、発光デバイスは、光を１つ又は複数の光入力カプラ若しくは１つ又は
複数の結合ライトガイドの表面の中に結合するために配置される１つ又は複数のレーザを
備える。一実施形態では、１つ又は複数の光源の発散度は、２０ミリラジアン、１０ミリ
ラジアン、５ミリラジアン、３ミリラジアン、及び２ミリラジアンからなる群から選択さ
れた１つ未満である。別の実施形態では、光混合領域は、ライトガイドの光放出領域又は
発光デバイスの光放出面領域の中に入る前の光混合領域内の１つ又は複数のレーザからの
光の角度ＦＷＨＭを増加させる光散乱又は光反射領域を備える。さらなる実施形態では、
光混合領域内の光散乱領域は、５ミリラジアン未満の発散度をもつ５３２ｎｍレーザダイ
オードを伴う領域においてフィルムの大面積の表面の法線方向に測定したときに、５０度
、４０度、３０度、２０度、１０度、５度、及び２度からなる群から選択された１つ未満
である伝送された光の角度ＦＷＨＭをもつ体積（ｖｏｌｕｍｅｔｒｉｃ）又は表面光散乱
領域である。さらなる実施形態では、光混合領域におけるディフューザのヘイズは、フィ
ルムの大面積の表面の法線方向に（例えば発光面に平行に）測定したときに、５０％、４
０％、３０％、２０％、１０％、５％、及び２％からなる群から選択された１つ未満であ
る。
【００２９】
　色彩調整
　一実施形態では、発光デバイスは２つ以上の光源を備え、２つの光源の相対的な出力は
、ライトガイドの光放出領域又は領域において重なる複数のライトガイドを備える発光デ
バイス上の光出力領域において所望の色を達成するように調節される。例えば、一実施形
態では、発光デバイスは、光を結合ライトガイドのスタックの光入力面の中に結合するた
めに配置される赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤを備える。光は、ライトガイド
内で混合され、ライトガイドの光放出領域において出力される。赤色ＬＥＤ及び青色ＬＥ
Ｄをオンにすることによって、例えば、１つには、紫色に色づいた光放出領域を達成する
ことができる。別の実施形態では、光源の相対的な光出力は、発光デバイスの光学要素に
おける一様でないスペクトル吸収を補償するために調節される。例えば、一実施形態では
、光放出領域が特定の領域において実質的に白色光出力を有するようにライトガイドにお
けるより多くの青色光吸収（又は青色光散乱）を補償するためにミリワットの青色ＬＥＤ
の出力は、ミリワットの赤色出力よりも高いレベルに増加する。
【００３０】
　ＬＥＤアレイの場所
　一実施形態では、光を単一の光入力カプラ又は１つよりも多い光入力カプラの中に結合
するために複数のＬＥＤアレイが配置される。さらなる実施形態では、回路基板上に配置
される複数のＬＥＤは、光放出領域を備える発光デバイスの複数の側部の方に光を誘導す



(18) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

る複数の光入力カプラの中に光を結合するために配置される。さらなる実施形態では、発
光デバイスは、表面に垂直な角度で光放出領域の中央を見たときにＬＥＤアレイ及び光入
力カプラが見えないように発光デバイスの光放出領域の後ろに折り畳まれるＬＥＤアレイ
及び光入力カプラを備える。別の実施形態では、発光デバイスは、発光デバイスの底部領
域から光放出領域の中に光を誘導するために配置される少なくとも１つの光入力カプラの
中に光を結合するために配置される単一のＬＥＤアレイを備える。一実施形態では、発光
デバイスは、それぞれ第１の光入力カプラ及び第２の光入力カプラの中に光を結合するた
めに配置される第１のＬＥＤアレイ及び第２のＬＥＤアレイを備え、第１の光入力カプラ
及び第２の光入力カプラは、発光デバイスのそれぞれ頂部領域及び底部領域から光放出領
域の中に光を誘導するために配置される。さらなる実施形態では、発光デバイスは、発光
デバイスのそれぞれ底部領域、左領域、及び右領域から光放出領域の中に光を誘導するた
めに配置されるそれぞれ第１の光入力カプラ、第２の光入力カプラ、及び第３の光入力カ
プラの中に光を結合するために配置される第１のＬＥＤアレイ、第２のＬＥＤアレイ、及
び第３のＬＥＤアレイを備える。別の実施形態では、発光デバイスは、発光デバイスのそ
れぞれ底部領域、左領域、右領域、及び頂部領域から光放出領域の中に光を誘導するため
に配置されるそれぞれ第１の光入力カプラ、第２の光入力カプラ、第３の光入力カプラ、
及び第４の光入力カプラの中に光を結合するために配置される第１のＬＥＤアレイ、第２
のＬＥＤアレイ、第３のＬＥＤアレイ、及び第４のＬＥＤアレイを備える。
【００３１】
　波長変換材料
　別の実施形態では、ＬＥＤは、蛍光体と組み合わされた青色又は紫外ＬＥＤである。別
の実施形態では、発光デバイスは、第１の活性化エネルギーをもつ光源と、第１の活性化
エネルギーの第１の部分を第１の波長とは異なる第２の波長に変換する波長変換材料を含
む。別の実施形態では、発光デバイスは、フルオロフォア、蛍光体、蛍光色素、無機蛍光
体、光バンドギャップ材料、量子ドット材料、蛍光タンパク質、融合タンパク質、特定の
官能基へのタンパク質に付着したフルオロフォア（アミノ基（活性エステル、カルボン酸
塩、イソチオシアネート、ヒドラジンのような）、カルボキシル基（カルボジイミド）、
チオール（マレイミド、アセチルブロミド）、アジド（クリックケミストリーを介して又
は非特異的に（グルタルアルデヒド）））、量子ドットフルオロフォア、小分子フルオロ
フォア、芳香族フルオロフォア、共役フルオロフォア、蛍光色素、及び他の波長変換材料
からなる群から選択された少なくとも１つの波長変換材料を含む。
【００３２】
　一実施形態では、光源は、ＬＥＤのような半導体光エミッタ及びエミッタからの光の一
部をより短い又はより長い波長に変換する波長変換材料を含む。別の実施形態では、光入
力カプラ、クラッド領域、結合ライトガイド、入力面光学系、結合光学系、光混合領域、
ライトガイド、光抽出機能部又は領域からなる群から選択された少なくとも１つ、及び発
光面は、波長変換材料を含む。
【００３３】
　動的発光効果
　一実施形態では、発光デバイスは、光源及びコントローラを備え、光は点滅する状態で
オフ及びオンにされる。オンからオフへの遷移の間の遅延及びオフからオンへの遷移の間
の遅延は、一定であってもよく、可変であってもよく、又は互いに等しくてもよい。例え
ば、一実施形態では、発光標識は、１秒間フラッシュオフし、次いでサイクルを繰り返す
前に１０秒間オンに戻る「ＯＰＥＮ」の形態の光放出印をもつライトガイドを備える。別
の実施形態では、発光デバイスは、第１の光源及び第２の光源を備え、第１の光源、次い
で第２の光源を順次にオンにすることによって動的標識効果が達成される。別の実施形態
では、１つ又は複数の光源の光出力は、段階的な（ｇｒａｄｕａｌ）フェードオフ又はフ
ェードオン効果が達成されるようにゆっくりと減少され又は増加される。光源は、同じ又
は異なる光入力カプラ又はライトガイドに配置されてもよい。例えば、一実施形態では、
発光デバイスは、光を結合ライトガイドの第１の組の中に結合するために配置される赤色
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ＬＥＤ光源と、光を結合ライトガイドの第２の組の中に結合するために配置される青色Ｌ
ＥＤ光源とを備える。光をオン及びオフに交互の様態で切り換えることによって、動的標
識効果を達成することができる（例えば注意を引くために）。別の例では、一実施形態で
は、発光デバイスは、３つの白色光源からの光を受光するために配置される３つのライト
ガイド及び３つの光入力カプラを備える。３つの異なるライトガイド上の光抽出機能部は
、イメージの動きを思わせる３つの異なるイメージを形成する。この実施形態では、３つ
の白色ＬＥＤを通してサイクルすることによって、イメージは順次に照らされ、動きを思
わせるであろう。別の実施形態では、発光デバイスにおける２つ以上の光源の相対的な出
力は、１つ又は複数の光放出領域において色、輝度、又はこの両方が変わるように調節さ
れる。例えば、一実施形態では、発光デバイスは、結合ライトガイドを通して伝搬する光
が結合ライトガイド内で混合され、光混合領域及びライトガイド領域内で混合され、光放
出領域において印の形態で出力されるように光を結合ライトガイドのスタックの中に結合
するために配置される赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤを備える。ＬＥＤの相対
的な出力を変えることによって、光放出印の色が変化することになり、関心を引く若しく
は教示的又は他の動的効果を提供するために用いることができる。別の実施形態では、発
光デバイスは、２つの異なる光路を通してそれぞれ第１の光源及び第２の光源からの光を
受光するために配置される第１のライトガイド及び第２のライトガイドを備え、第１の及
び第２の光源は異なる色であり、第１の及び第２のライトガイドの光放出領域は重なり領
域を備え、組み合わされた両方の領域から放出された光は、第１の光源又は第２の光源か
らの色とは異なる色で同じ発光重なり領域から発光デバイスを出る。例えば、一実施形態
では、発光デバイスは、印「ＳＡＬＥ」を表示するライトガイドから光が放出されるよう
に光を結合ライトガイドを通して第１のライトガイドの中に結合するために配置される白
色光ＬＥＤをもつ第１のライトガイドを備える。前の実施形態の発光デバイスは、光を結
合ライトガイドの異なる組の中に、及び印「ＳＡＬＥ」を同じく表示する重なる及び位置
合わせされた光放出領域をもつ第１のライトガイドにラミネートされた第２のライトガイ
ドの中に結合するために配置される青色ＬＥＤをさらに備える。この実施形態では、青色
ＬＥＤの光出力を増加させることによって、印「ＳＡＬＥ」の色は、白色から青みがかっ
た白色又は薄い青色に遷移してもよい。また、例えば、この実施形態では、青色光源の出
力は、コアライトガイド材料からの青色光の吸収及び／又は散乱を補償するために増加さ
れてもよい。別の実施形態では、例えば、２つの異なる有色光源からの光を受光するため
に配置される２つのライトガイド上の２つの異なる形状に設定された光放出領域は、組合
された領域又は別個の領域が異なる可視色を有するように異なる色の光を放出する。別の
実施形態では、発光デバイスは、２つ以上の光源からの光を受光するために配置される２
つ以上のライトガイドを備え、ライトガイドは、動的効果が達成されるように光源によっ
て順次に照らされる。例えば、第１、第２、及び第３のライトガイドは、空間的に分離さ
れた光抽出領域を備え、ライトガイドは、３つの白色ＬＥＤからの光で順次に照らされ、
ディスプレイは、ディスプレイを下に動いている雪を示すように映す。別の実施形態では
、発光デバイスは、それぞれ２つの異なる光路を通して第１の光源及び第２の光源からの
光を受光するために配置される第１のライトガイド及び第２のライトガイドを備え、第１
の及び第２の光源は異なる色であり、第１の及び第２のライトガイドの光放出領域は重な
り領域を備え、両方の領域から放出された光は、同じ発光重なり領域から発光デバイスを
出て、第１の光源及び第２の光源が光を放出するときに、発光デバイスは、第１の光源又
は第２の光源の色とは異なる色の重なり領域において光を放出し、第１の色の非重なり領
域において光を放出する。例えば、一実施形態では、１つのライトガイドは、赤色ＬＥＤ
によって照らされる大きい四角形の赤色光放出領域を備えるライトガイドを備えてもよく
、第２のライトガイドは、青色ＬＥＤがオンにされるときに紫色の「ＳＡＬＥ」印が赤色
四角形の中央に見られるように四角形の赤色光放出領域の上の領域の中央にテキスト「Ｓ
ＡＬＥ」の形態の青色光放出領域を備える。
【００３４】
　光入力カプラ入力面
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　一実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、結合ライトガイドのアレイを備え
、フィルムは、その周辺に沿って境界縁を備える。一実施形態では、光入力カプラは、光
カプラ入力面を形成する複数の境界縁をもつ結合ライトガイドの集合体を備える。一実施
形態では、光入力カプラは、光カプラ入力面を形成する複数の縁をもつ結合ライトガイド
の集合体を備える。別の実施形態では、光学要素は、光源と少なくとも１つの結合ライト
ガイドとの間に配置され、光学要素は、光カプラ入力面を通して光源からの光を受光する
。幾つかの実施形態では、入力面は、光がピット、突出部、又は他の粗い表面機能部から
前方又は後方に散乱しないように実質的に研磨される、平らである、又は光学的に平滑で
ある。幾つかの実施形態では、光学要素は、光学要素のない又は平らな入力面をもつ場合
よりも多くの光がライトガイド内の臨界角よりも大きい角度でライトガイドの中に再誘導
されるように、入力面として（少なくとも１つの結合ライトガイドに光学的に結合される
ときに）又は別個の少なくとも１つの結合ライトガイドに光学的に結合される光学要素と
して、光の再誘導を提供するために光源と少なくとも１つの結合ライトガイドとの間に配
置される。別の実施形態では、入力面は、平らな入力面で起こるよりも光源から受光した
光のより多くをライトガイド内の臨界角よりも大きいライトガイド内の角度に屈折させる
ために湾曲される。別の実施形態では、光学要素は、入射光を屈折させる半径方向の又は
直線フレネルレンズ機能部を備える。別の実施形態では、光学要素は、屈折性ＴＩＲハイ
ブリッドフレネルレンズ（例えば１．５未満の低いＦ／＃を有するもの）を備える。さら
なる実施形態では、光学要素は、反射及び屈折光学要素である。一実施形態では、光入力
面は、機械加工、切断、研磨、形成、成形、又は他の方法でライトガイドカプラから材料
を除去し又は材料を付加して、平滑な、湾曲した、丸みをつけられた、凹形、凸形、リグ
付き、溝付き、マイクロ構造化された、ナノ構造化された、又は所定の表面形状をもたら
すことによって形成されてもよい。別の実施形態では、光入力カプラは、光源からの光を
集める及び均一性を増加させるように設計される光学要素を備える。こうした光学要素は
、どのようにしてそれらが形成されたかに関係なくマイクロスケール機能部又はナノスケ
ール機能部をもつフライズアイ（ｆｌｙ’ｓ　ｅｙｅ）レンズ、マイクロレンズアレイ、
一体のレンズ、レンチキュラレンズホログラフィック又は他の拡散要素を含むことができ
る。別の実施形態では、光入力カプラは、少なくとも１つのライトガイド及び少なくとも
１つの光源に光学的に結合される。別の実施形態では、光学要素は、回折要素、ホログラ
フィック要素、レンチキュラ要素、レンズ、平坦な窓、屈折要素、反射要素、導波管結合
要素、反射防止コーティングされた要素、平坦な要素、及び結合ライトガイド、光学接着
剤、ＵＶ硬化接着剤、及び感圧接着剤からなる群から選択された少なくとも１つの形成さ
れた部分又は領域からなる群から選択される少なくとも１つである。光カプラ又はその中
の要素は、少なくとも１つの光伝送材料からなってもよい。別の実施形態では、光入力カ
プラ、若しくは光入力窓、光入力レンズ、又は光入力面の要素はシリコーン材料であり、
２００時間にわたる摂氏１５０度への露出に起因するＡＳＴＭ　Ｄ１００３光線透過率の
変化は、０．５％、１％、２％、３％、４％、及び５％からなる群から選択された１つ未
満である。別の実施形態では、結合ライトガイドの入力面、結合ライトガイド、又は入力
面に光学的に結合される窓は、光伝送光学接着剤を用いて光学窓、光源、ＬＥＤの外面、
光平行化光学要素、光再誘導光学要素、光方向転換光学要素、中間レンズ、又は光伝送光
学要素に光学的に結合される。
【００３５】
　例えば、空気中を伝搬する光が、境界面の法線から高角度で１．３よりも高い屈折率を
もつ光伝送材料の平坦な光入力面に入射するときに、光の多くは、空気と入力面との境界
面から反射される。反射に起因する光の損失を減らす１つの方法は、光入力カプラの入力
面を光源に光学的に結合することである。この損失を減らす別の方法は、平行化光学系又
は光源からの光出力のうちの幾らかを光源の光軸により近い角度に誘導する光学系を用い
ることである。平行化光学系、又は光学要素は、より多くの光を結合ライトガイドの中に
結合ライトガイド内の内部全反射条件に誘導するように光源、結合ライトガイド、接着剤
、又は他の光学要素に光学的に結合されてもよい。別の実施形態では、光入力面は、入力
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面から反射されるキャビティ又は凹形領域に隣接して配置された光源からの光の割合が、
４０％、３０％、２０％、１０％、５％、３％、及び２％からなる群から選択された１つ
未満であるように、くぼんだキャビティ又は凹形領域を備える。
【００３６】
　別の実施形態では、任意の光源からの全光束の５％よりも多くを受光する発光デバイス
の光入力カプラのすべての入力面の全面積を光源の全発光面積で割ったものとして定義さ
れる全入力面積比は、０．９、１、１．５、２、４、及び５からなる群から選択された１
つよりも大きい。別の実施形態では、光源から受光される全光束の５％よりも多くを受光
する発光デバイスの光入力カプラの入力面の面積を光源の発光面積で割ったものとして定
義される個々の入力面積比は、０．９、１、１．５、２、４、及び５からなる群から選択
された１つよりも大きい。発光デバイスの個々の入力面積比は、異なる入力カプラに対し
て変化してもよく、特定の入力カプラに対する個々の入力面積比は、全入力面積比よりも
大きくてもよいし、又は小さくてもよい。
【００３７】
　光源に対する入力面の位置
　一実施形態では、光源の外面と光入力カプラの入力面との間の距離は、光源の電源をオ
ンにする直前から摂氏２０度の発光デバイスのための維持された周囲温度での光源の実質
的に定常状態の接合部温度の時間までの間の時間期間にわたって３ミリメートル、２ミリ
メートル、１ミリメートル、０．５ミリメートル、及び０．２５ミリメートルからなる群
から選択された１つ未満である。
【００３８】
　一実施形態では、力学的エネルギーを保存するのに用いられる弾性物体は、光源の外面
を光入力カプラの入力面に接触させる又は所定の距離におくために配置される。一実施形
態では、弾性物体は、引張ばね、引張コイルばね、圧縮ばね、ねじりばね、線ばね、コイ
ル状にされたばね、薄板ばね、片持ちばね、コイルばね、つる巻ばね、円すいコイルばね
、圧縮ばね、竹の子ばね、ヘアスプリング、バランススプリング、重ね板ばね、Ｖ－ばね
、ベルビル座金、ベルビルばね、定荷重ばね、ガスばね、主ぜんまい、ゴムバンド、ばね
座金、荷重下でねじられるねじり棒、ねじりばね、ネゲータばね、及び波形ばねからなる
群から選択された１つである。一実施形態では、弾性物体は、光源又はＬＥＤアレイの外
側発光面と光入力カプラの入力面との間の相対距離が光源の電源をオンにする直前から摂
氏２０度の発光デバイスのための維持された周囲温度での光源の実質的に定常状態の接合
部温度の時間までの間の時間期間にわたって固定距離の０．５ミリメートル内にとどまる
ように光源又はＬＥＤアレイに対して力がかかるように、光源又はＬＥＤアレイとハウジ
ング又は熱伝達要素のような他の要素との間に配置される。
【００３９】
　さらなる実施形態では、スペーサは、少なくとも１つの光源と少なくとも１つの光入力
カプラの少なくとも１つの入力面との最小分離距離を実質的に維持する物理的要素を備え
る。一実施形態では、スペーサは、光源のコンポーネント、フィルムの領域（例えば白色
反射フィルム又は低接触面積のカバーフィルム）、ＬＥＤアレイのコンポーネント（例え
ばプラスチック突出部）、ハウジングのコンポーネント、熱伝達要素のコンポーネント、
ホルダのコンポーネント、相対位置維持要素のコンポーネント、光入力面のコンポーネン
ト、光入力カプラに物理的に結合されるコンポーネント、光入力面、少なくとも１つの結
合ライトガイド、結合ライトガイドのための窓、ライトガイド、ハウジング、又は発光デ
バイスの他のコンポーネントからなる群から選択された１つである。
【００４０】
　さらなる実施形態では、フィルム、ライトガイド、光混合領域、光入力カプラ、及び結
合ライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つは、光源又はＬＥＤアレイの外
側発光面と光入力カプラの入力面との間の相対距離を光源の電源をオンにする直前から摂
氏２０度の発光デバイスのための維持された周囲温度での光源の実質的に定常状態の接合
部温度の時間までの間の時間期間にわたって固定距離の０．５ミリメートル内にとどまる



(22) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

状態に維持する相対位置維持機構を備える。一実施形態では、相対位置維持機構は、光源
に物理的に結合されるライトガイドの中の穴及びコンポーネント（例えば熱伝達要素）の
中のピンである。例えば、光源に物理的に結合される薄いアルミニウムシート熱伝達要素
の中のピンは、光入力カプラの入力面と光源の発光面との間の距離を維持するために光入
力カプラ（又は結合ライトガイドのような光入力カプラのコンポーネント）内の穴の中に
見当合わせされる。別の実施形態では、相対位置維持機構はガイドデバイスである。
【００４１】
　光入力カプラを形成するフィルムのスタックされたストリップ又はセグメント
　一実施形態では、光入力カプラは、一緒にグループ化されて光カプラ入力面を形成する
結合ライトガイドを形成するフィルムのストリップ区域を備えるライトガイド及び光入力
カプラを備えるフィルムの領域である。結合ライトガイドは、ライトガイド領域の対向す
る縁が一緒にされてそれらの薄い縁からなる入力面を形成するように一緒にグループ化さ
れてもよい。光入力カプラの平坦な入力面は、表面からの入力光の一部をライトガイドに
対する臨界角よりも大きい角度で伝搬するような角度に再誘導するのに有益な屈折を提供
することができる。別の実施形態では、実質的に平坦な光伝送要素は、結合ライトガイド
のグループ化された縁に光学的に結合される。結合ライトガイドの縁のうちの１つ又は複
数は、表面が実質的に磨かれ、平滑にされ、平らにされ、又は実質的に平坦化されるよう
に、縁表面の領域に沿って磨かれ、溶融され、光学接着剤で接着され、溶剤溶接され、又
は他の方法で光学的に結合されてもよい。この研磨は、結合ライトガイド内の臨界角より
も小さい角度の又は光源の方への後方の光の散乱、反射、又は屈折を減らすのを助けるこ
とができる。光入力面は、光学要素の表面、接着剤の表面、１つよりも多い光学要素の表
面、１つ又は複数の結合ライトガイドの縁の表面、又は上述の表面のうちの１つ又は複数
の組合せを備えてもよい。光入力カプラはまた、開口部又は窓を有する光学要素を備えて
もよく、光源からの光の一部は、光学要素を通過せずに結合ライトガイドの中に直接渡さ
れてもよい。光入力カプラ又はその中の要素又は領域はまた、クラッド材料又は領域を備
えてもよい。
【００４２】
　別の実施形態では、クラッド層は、熱、圧力、溶媒、及び電磁放射線からなる群から選
択された少なくとも１つの下でクラッド層の一部が除去されてもよい材料で形成される。
一実施形態では、クラッド層は、コア領域よりも低いガラス転移温度を有し、光入力縁の
付近の結合ライトガイドに適用される圧力は、クラッドの全厚さを、圧力が適用される前
のクラッド領域の厚さの１０％、２０％、４０％、６０％、８０％、及び９０％からなる
群から選択された１つ未満である厚さに減少させる。別の実施形態では、クラッド層は、
コア領域よりも低いガラス転移温度を有し、光入力縁の付近の結合ライトガイドに適用さ
れる熱及び圧力は、クラッド領域の全厚さを、熱及び圧力が適用される前のクラッド領域
の厚さの１０％、２０％、４０％、６０％、８０％、及び９０％からなる群から選択され
た１つ未満である厚さに減少させる。別の実施形態では、感圧接着剤は、クラッド層とし
て機能し、結合ライトガイドは、結合ライトガイドの一方又は両方の側部上の感圧接着剤
又はコンポーネントが結合ライトガイドを一緒に折り畳むように折り畳まれ、熱及び圧力
を適用することによって感圧接着剤の厚さの少なくとも１０％が光入力面から除去される
。
【００４３】
　光源を光入力カプラの光入力面に結合するためのガイドデバイス
　光入力カプラはまた、光入力面との位置関係を保った光源の位置合わせを容易にするた
めに、機械的、電気、手動、ガイドされる、又は他のシステム又はコンポーネントを備え
るガイドを備えてもよい。ガイドデバイスは、開口部又は窓を備えてもよく、光源（又は
光源に物理的に取り付けられるコンポーネント）、光入力カプラ、結合ライトガイド、ハ
ウジング、及び発光デバイスの電気的、熱的、又は機械的要素からなる群から選択された
１つ又は複数と一緒に物理的に又は光学的に結合してもよい。このデバイスの一実施形態
では、光学要素は、光源（例えばＬＥＤストリップ）を光学要素又は結合ライトガイドに
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物理的に結合する又は位置合わせするために配置される１つ又は複数のガイドを備える。
別の実施形態では、光学要素は、光学要素を入力カプラの光入力面に物理的に結合する又
は位置合わせするために配置される１つ又は複数のガイド領域を備える。ガイドは、溝と
リッジ、穴とピン、雄コンポーネントと対応する雌コンポーネント、又はファスナを備え
てもよい。一実施形態では、ガイドは、バッテン、ボタン、クランプ、クラスプ、クリッ
プ、クラッチ（ピンファスナ）、フランジ、グロメット、アンカー、釘、ピン、くぎ、ク
レビスピン、コッターピン、輪止め（ｌｉｎｃｈｐｉｎ）、Ｒ－クリップ、保持リング、
サークリップ保持リング、ｅ－リング保持リング、リベット、ねじアンカー、スナップ、
ステープル、ステッチ、ストラップ、タック、ねじファスナ、キャプティブねじファスナ
（ナット、ねじ、スタッド、ねじインサート、ねじロッド）、タイ、トグル、フック・ル
ープ型ストリップ、くさび形アンカー、及びジッパーからなる群から選択されたファスナ
を備える。別の実施形態では、１つ又は複数のガイド領域は、１つ又は複数のフィルム、
フィルムセグメント（例えば結合ライトガイド）、熱伝達要素、ハウジング、又は発光デ
バイスの他のコンポーネントを一緒に物理的に結合する又は位置合わせするために配置さ
れる。
【００４４】
　光再誘導光学要素
　一実施形態では、光再誘導光学要素は、少なくとも１つの光源からの光を受光する及び
光を複数の結合ライトガイドの中に再誘導するために配置される。別の実施形態では、光
再誘導光学要素は、二次光学系、鏡付き要素又は表面、アルミナイズを施したポリエチレ
ンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムのような反射フィルム、３Ｍ　Ｉｎｃ．によるＶｉ
ｋｕｉｔｉ（商標）Ｅｎｈａｎｃｅｄ　Ｓｐｅｃｕｌａｒ　Ｒｅｆｌｅｃｔｏｒ　Ｆｉｌ
ｍ（強化された鏡面反射フィルム）のような巨大な複屈折光学フィルム、湾曲したミラー
、内部全反射要素、ビームスプリッタ、及びダイクロイック反射ミラー又はフィルムから
なる群から選択される少なくとも１つである。
【００４５】
　別の実施形態では、第１の波長スペクトルをもつ光源からの光の第１の部分は、波長選
択的反射要素（例えばダイクロイックフィルタ）による反射によって複数の結合ライトガ
イドの中に誘導される。別の実施形態では、第１の波長スペクトルをもつ光源からの光の
第１の部分は、波長選択的反射要素（例えばダイクロイックフィルタ）による反射によっ
て複数の結合ライトガイドの中に誘導され、第２の波長スペクトルをもつ第２の光源から
の光の第２の部分は、波長選択的反射要素を通して複数の結合ライトガイドの中に伝送さ
れる。例えば、一実施形態では、赤色光を放出するＬＥＤからの赤色光は、４５度に配向
された第１のダイクロイックフィルタによって反射され、結合ライトガイドの組の中に光
を反射させる。緑色光を放出するＬＥＤからの緑色光は、４５度に配向された第２のダイ
クロイックフィルタによって反射され、第１のダイクロイックフィルタを通して結合ライ
トガイドの組の中に渡される。青色ＬＥＤからの青色光は、第１及び第２ダイクロイック
フィルタの方に誘導され、これらを通して結合ライトガイドの中に渡される。複数の光源
からの出力を入力面又は孔の中に光結合する又は組み合わせることの他の組合せは、プロ
ジェクションエンジン設計の分野では公知であり、カラーＬＥＤからの光出力をマイクロ
ディスプレイのような孔上に組み合わせるための方法を含む。これらの技術は、実施形態
に容易に適応される可能性があり、マイクロディスプレイ又は空間光変調器は、結合ライ
トガイドの入力面によって置き換えられる。
【００４６】
　光平行化光学要素
　一実施形態では、光入力カプラは光平行化光学要素を備える。光平行化光学要素は、少
なくとも１つの入力平面内の角度半値全幅強度をもつ光源からの光を受光し、光の角度半
値全幅強度が第１の入力平面において減少されるように光源からの入射光の一部を再誘導
する。一実施形態では、光平行化光学要素は、光源一次光学系、光源二次光学系、光入力
面、及び光源と少なくとも１つの結合ライトガイドとの間に配置された光学要素のうちの
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１つ又は複数である。別の実施形態では、光平行化要素は、射出成形された光学レンズ、
熱成形された光学レンズ、及びモールドから作成された架橋されたレンズのうちの１つ又
は複数である。別の実施形態では、光平行化要素は、入力平面及び入力平面と直交する平
面内の角度の半値全幅（ＦＷＨＭ）強度を減少させる。
【００４７】
　一実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラ及びフィルムベースのライトガイドを
備える。一実施形態では、光入力カプラは、光源及び１つ又は複数の光源からの光を受光
するために配置される光平行化光学要素を備え、光平行化光学要素を出る光の光軸から６
０度、４０度、３０度、２０度、及び１０度からなる群から選択された１つ未満である空
気中の角度半値全幅強度をもつ第１の出力平面、第１の平面と直交する第２の出力平面、
又はこの両方の出力平面における光出力を提供する。
【００４８】
　一実施形態では、光平行化要素からの光の角度ＦＷＨＭ強度の平行化又は減少は、光軸
を中心として実質的に対称である。一実施形態では、光平行化光学要素は、５０、６０、
７０、８０、９０、１００、１１０、１２０、及び１３０度からなる群から選択された１
つよりも大きい光軸を中心として実質的に対称な角度ＦＷＨＭ強度をもつ光源からの光を
受光し、光軸から６０、５０、４０、３０、及び２０度からなる群から選択された１つ未
満である角度ＦＷＨＭ強度をもつ出力光を提供する。例えば、一実施形態では、光平行化
光学要素は、その光軸を中心として約１２０度の対称な角度ＦＷＨＭ強度をもつ白色ＬＥ
Ｄからの光を受光し、光軸から約３０度の角度ＦＷＨＭ強度をもつ出力光を提供する。
【００４９】
　別の実施形態では、光平行化要素からの光の角度ＦＷＨＭ強度の平行化又は減少は、光
軸を中心として実質的に非対称である。一実施形態では、光平行化光学要素は、５０、６
０、７０、８０、９０、１００、１１０、１２０、及び１３０度からなる群から選択され
た１つよりも大きい光軸を中心として実質的に対称な角度ＦＷＨＭ強度をもつ光源からの
光を受光し、第１の出力平面において６０、５０、４０、３０、及び２０度からなる群か
ら選択された１つ未満である角度ＦＷＨＭ強度及び第１の出力平面と実質的に直交する第
２の出力平面における１００、９０、８０、７０、６０、５０、４０、及び３０度からな
る群から選択された１つよりも大きい角度ＦＷＨＭ強度をもつ出力光を提供する。例えば
、一実施形態では、光平行化光学要素は、その光軸を中心として約１２０度の対称な角度
ＦＷＨＭ強度をもつ白色ＬＥＤからの光を受光し、結合ライトガイドのスタックの延長さ
れたフィルム表面と直交する第１の平面における約３０度の角度ＦＷＨＭ強度及び結合ラ
イトガイドのスタックの延長されたフィルム表面に平行な第２の平面における約８０度の
角度ＦＷＨＭ強度をもつ出力光を提供する。一実施形態では、第１の出力平面は、光平行
化光学要素から受光するために配置される結合ライトガイドのスタックにおける結合ライ
トガイドの延長されたフィルム表面に実質的に平行である。
【００５０】
　一実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラ及びフィルムベースのライトガイドを
備え、ライトガイド内を伝搬する光は、ライトガイドの中を伝搬する光の光軸から６０度
、４０度、３０度、２０度、及び１０度からなる群から選択された１つ未満である角度半
値全幅強度を有する。別の実施形態では、結合ライトガイド、光混合領域、ライトガイド
領域、又は光放出領域のうちの１つ又は複数の領域の中を伝搬する光の角度半値全幅強度
は、角度の帯域幅減少方法によって減少される。一実施形態では、発光デバイスは、限定
ではなしに、光平行化光学要素を用いて入射光を平行化すること、１つ又は複数の結合ラ
イトガイド又は結合ライトガイドの領域のテーパされた又は弓形の横方向縁を用いて結合
ライトガイド内の光を平行化すること、１つ又は複数の屈曲領域における１つ又は複数の
結合ライトガイドの屈曲の曲率半径を減少させること、コア領域とクラッド領域との間の
屈折率の差異を減少させること、クラッド領域の厚さを減少させること、及びクラッド領
域の屈折率を増加させることを含む、１つ又は複数の角度ＦＷＨＭ強度減少方法を使用す
るフィルムベースのライトガイドを備える。
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【００５１】
　ライトガイド内を伝搬する光の角度半値全幅強度は、フィルム表面に対し法線方向の光
学品質の端切断部からライトガイドのファーフィールド角度の強度出力を測定し、空気と
ライトガイドとの境界面における屈折を計算し、及び調節することによって判定すること
ができる。別の実施形態では、フィルムベースのライトガイドの１つ又は複数の光抽出機
能部又は光抽出機能部を備える光抽出領域から抽出された光の平均角度半値全幅強度は、
５０度、４０度、３０度、２０度、１０度、及び５度からなる群から選択された１つ未満
である。別の実施形態では、光抽出機能部から抽出された光のピーク角度の強度は、該領
域内のライトガイドの表面法線の５０度以内である。別の実施形態では、フィルムベース
のライトガイドの光放出領域から抽出された光のファーフィールド全角度半値全幅強度は
、５０度、４０度、３０度、２０度、１０度、及び５度からなる群から選択されるものよ
りも小さく、ピーク角度の強度は、光放出領域におけるライトガイドの表面の法線の５０
度以内である。
【００５２】
　光方向転換光学要素
　一実施形態では、光入力カプラは、第１の光軸角をもつ光源からの光を受光し、及び光
を第１の光軸角とは異なる第２の光軸角を有するように再誘導するために配置される光方
向転換光学要素を備える。一実施形態では、光方向転換光学要素は、光を約９０度だけ再
誘導する。別の実施形態では、光方向転換光学要素は、入射光の光軸を少なくとも１つの
平面内で７５度及び９０度の範囲内から選択された角度だけ再誘導する。別の実施形態で
は、光方向転換光学要素は、入射光の光軸を４０度及び１４０度の範囲内から選択された
角度だけ再誘導する。一実施形態では、光方向転換光学要素は、光源又は結合ライトガイ
ドの光入力面に光学的に結合される。別の実施形態では、光方向転換光学要素は、光源又
は結合ライトガイドの光入力面からの光の光路において空隙によって分離される。別の実
施形態では、光方向転換光学要素は、第１の光軸角をもつ２つ以上の光源からの光を第１
の光軸角とは異なる第２の光軸角を有する光に再誘導する。さらなる実施形態では、光方
向転換光学要素は、第１の光軸角をもつ光源からの光の第１の部分を第１の光軸角とは異
なる第２の光軸角を有する光に再誘導する。別の実施形態では、光方向転換光学要素は、
第１の光軸角をもつ第１の光源からの光を第１の光軸角とは異なる第２の光軸角を有する
光に及び第３の光軸角をもつ第２の光源からの光を第３の光軸角とは異なる第４の光軸角
を有する光に再誘導する。
【００５３】
　双方向の光方向転換光学要素
　別の実施形態では、光方向転換光学要素は、１つ又は複数の光源からの光の光軸を２つ
の異なる方向に再誘導する。例えば、一実施形態では、光入力カプラの中央結合ライトガ
イドは折り畳まれていない結合ライトガイドであり、スタックされ折り畳まれた結合ライ
トガイドの２つのアレイの光入力端は、中央結合ライトガイドの方に誘導される。光源か
らの光の第１の部分が中央結合ライトガイドに入り、光源からの光の第２の部分が第１の
方向に平行に及び双方向の光方向転換光学要素によって折り畳まれた結合ライトガイドの
第１のスタックされたアレイの入力面に向けて誘導され、光源からの光の第３の部分が双
方向の光方向転換光学要素によって第２の方向に平行に及び折り畳まれた結合ライトガイ
ドの第２のスタックされたアレイの入力面の方に誘導されるように、双方向の光方向転換
光学要素が中央結合ライトガイドの上に配置される。この実施形態では、光源は、光放出
領域又は発光デバイスの横方向縁の間に配置されてもよく、折り畳まれていない結合ライ
トガイドは、そうでなければ暗い領域（折り畳まれる結合ライトガイドのための不十分な
余地が存在する場所）をなくし、又はさらなる光損失を導入し及び体積要件を増加させる
可能性がある結合ライトガイドにおける複数の屈曲に対する要件をなくす。
【００５４】
　一実施形態では、双方向の光方向転換光学要素は、１つの光源の光軸を２つの異なる方
向に分割し及び方向転換する。別の実施形態では、双方向の光方向転換光学要素は、第１
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の光源の光軸を第１の方向に回転させ、第２の光源の光軸を第１の方向とは異なる第２の
方向に回転させる。別の実施形態では、射出成形されたレンズのような光学要素は、１つ
よりも多い光源から光を受光するように構成される１つよりも多い光方向転換光学要素及
び光平行化要素を備える。例えば、光学光方向転換表面及び光平行化表面の直線アレイを
備える射出成形されたレンズは、複数の光入力カプラ又は結合ライトガイドのスタックの
中に光が誘導されるように、ＬＥＤのリニアアレイを備えるストリップからの光を受光す
るために配置されてもよい。複数の光源に対する光方向転換及び光平行化を行うために単
一の光学要素を形成することによって、より少ない光学要素が必要とされ、費用を低減さ
せることができる。別の実施形態では、双方向の光方向転換要素は、光源、結合ライトガ
イド、又はこれらの組合せに光学的に結合されてもよい。
【００５５】
　光方向転換及び光平行化光学要素
　別の実施形態では、光方向転換光学要素は、光方向転換要素内の第１の平面内で光源か
らの光の光軸を方向転換させ、光を第１の平面内、第１の平面と直交する第２の平面内、
又はこれらの組合せで平行化する。別の実施形態では、光方向転換光学要素は、光方向転
換領域及び平行化領域を備える。一実施形態では、少なくとも１つの平面内で入力光を平
行化することによって、光は、ライトガイド内でより効率よく伝搬し、屈曲領域での損失
が低減され、結合ライトガイドへの入力結合損失が低減することになる。一実施形態では
、光方向転換光学要素は、第１の光軸角から第１の光軸角とは異なる第２の光軸角に光を
再誘導するように設計される射出成形されたレンズである。射出成形されたレンズは、ポ
リ（メチルメタクリレート）（ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート、シリコーン、又は任意の
適切な光伝送材料のような光伝送材料で形成されてもよい。さらなる実施形態では、光方
向転換要素は、第１の平面と直交する第２の平面内で光軸角を実質的に維持しながら第１
の平面内で第１の光軸角から第２の光軸角に光を再誘導する実質的に平坦な要素であって
もよい。例えば、一実施形態では、光方向転換光学要素は、二酸化炭素（ＣＯ２）レーザ
カッターを用いて１ｍｍのＰＭＭＡシートから切断された１つの平面内で湾曲したプロフ
ィールをもつ厚さ１ミリメートル（ｍｍ）のレンズである。
【００５６】
　一実施形態では、光入力カプラは、光源からライトガイド領域の中への光の入力側に隣
接する発光面の側部の延長された境界（ｂｏｕｎｄｉｎｇ）領域間に光源が配置されるこ
とを可能にする光方向転換縁をもつ光方向転換光学要素又は結合ライトガイドを備える。
この実施形態では、方向転換光学要素又は光方向転換縁は、いずれかの側部を越えて実質
的に延びることなく光源がライトガイド領域の光入力側領域上に配置されることを可能に
する。加えて、この実施形態では、光源は、光源が光放出領域の縁又は光放出領域を備え
る発光デバイスの外面を越えて実質的に延びないように、ライトガイドの光放出領域の後
ろに折り畳まれてもよい。別の実施形態では、光源は、その光軸が光放出領域の方に配向
される状態に実質的に誘導され、方向転換光学要素又は結合ライトガイドの方向転換縁は
、ライトガイド領域の入力側に実質的に平行にスタックされ且つ光源の光軸と実質的に直
交する、結合ライトガイドのスタックされたアレイに光が入ることができるように、光が
方向転換されることを可能にする。
【００５７】
　光結合光学要素
　一実施形態では、発光デバイスは、光源からの光を受光し、光結合要素なしで生じるよ
りも大きい光束を結合ライトガイドの中に伝送するために配置される光結合光学要素を備
える。一実施形態では、光結合要素は、結合ライトガイド又は結合ライトガイドの組の中
により多くの光束が結合される（より少ない光が反射に起因して失われる）ように、光源
からの入射光の第１の部分を、法線からより低い入射角で１つ又は複数の結合ライトガイ
ドの入力面又は結合ライトガイドの組に入射するように屈折させる。別の実施形態では、
光結合光学要素は、光源、複数の結合ライトガイド、結合ライトガイドの複数の組、複数
の光源からなる群から選択された少なくとも１つに光学的に結合される。
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【００５８】
　光ブロック要素
　一実施形態では、光入力カプラは、外部光がライトガイド又はライトガイド領域に到達
するのをブロックする又は発光デバイスの領域から放出された光が観察者によって見られ
ているデバイスを抜けるのをブロックするために、光ブロック要素を備える。一実施形態
では、光ブロック要素は、吸収、反射、又はこれらの組合せを通して入射光の大部分が光
入力カプラを抜ける又は入るのを防ぐ。例えば、一実施形態では、アルミニウム反射テー
プが光入力カプラの結合ライトガイドの周りに接着される。別の実施形態では、低屈折率
クラッド又は空気領域は、結合ライトガイド又はライトガイドのコア層内で内部全反射す
る光が内部全反射から減衰されずに、結合ライトガイド又はライトガイドの外に吸収され
又は散乱されるように光吸収又は反射光ブロック要素の間に配置される。別の実施形態で
は、光ブロック要素は、実質的に鏡面反射要素であり、１つ又は複数の結合ライトガイド
又はライトガイドに光学的に結合される。別の実施形態では、例えば、光入力カプラのハ
ウジングは、黒色であり、結合ライトガイドの縁から抜ける光を実質的に吸収し、この光
が発光デバイスの視覚的外観から気をそらせるのを防ぐ。別の実施形態では、光ブロック
要素は、低接触面積のカバー上に配置され又はこれに物理的に又は光学的に結合される領
域である。別の実施形態では、光ブロック要素は、結合ライトガイドの互いに対する相対
位置を維持し、又は結合ライトガイドとライトガイド領域、光混合領域、又は光源との間
の相対位置を維持する。例えば、一実施形態では、部分鏡面反射アルミニウムフィルムは
、結合ライトガイドの周りを包み、且つまた光混合領域においてライトガイドに接着され
る接着剤（アルミニウムテープ）を備える。一実施形態では、光ブロック要素は、１．５
、２、４、６、８、１０、及び１５ギガパスカル（ＧＰａ）からなる群から選択された１
つよりも大きいＡＳＴＭ　Ｄ７９０曲げ弾性率を有する。
【００５９】
　光学要素の熱的安定性
　別の実施形態では、光結合光学要素又は光再誘導光学要素は、結合ライトガイド内に含
有される材料の体積平均ガラス転移温度よりも高い体積平均ガラス転移温度をもつ材料を
含有する。別の実施形態では、結合ライトガイドのガラス転移温度は摂氏１００度未満で
あり、光結合光学要素又は光再誘導光学要素のガラス転移温度は摂氏１００度を超える。
さらなる実施形態では、結合ライトガイドのガラス転移温度は摂氏１２０度未満であり、
光結合光学要素又は光再誘導光学要素のガラス転移温度は摂氏１２０度を超える。さらな
る実施形態では、結合ライトガイドのガラス転移温度は摂氏１４０度未満であり、光結合
光学要素又は光再誘導光学要素のガラス転移温度は摂氏１４０度を超える。さらなる実施
形態では、結合ライトガイドのガラス転移温度は摂氏１５０度未満であり、光結合光学要
素又は光再誘導光学要素のガラス転移温度は摂氏１５０度を超える。別の実施形態では、
光再誘導光学要素又は光結合光学要素はポリカーボネートを含み、結合ライトガイドはポ
リ（メチルメタクリレート）を含む。別の実施形態では、光再誘導光学要素及び光結合光
学要素のうちの少なくとも１つは、発光デバイスの熱伝達要素又はハウジングに熱的に結
合される。
【００６０】
　結合ライトガイド
　一実施形態では、結合ライトガイドは領域であり、領域内の光は、導波管の状態で伝搬
し、結合ライトガイドの表面又は領域の中に入力される光の一部は、結合ライトガイドを
通してライトガイド又は光混合領域の方に通過することができる。一実施形態では、結合
ライトガイドは、フィルムの「本体」（ライトガイド領域）から延びる「脚部」領域によ
って画定される。一実施形態では、結合ライトガイド内を導波管の状態で伝搬する光は、
結合ライトガイドの外面から反射し、したがって、結合ライトガイドの体積内で内部全反
射する。別の実施形態では、結合ライトガイドは、結合ライトガイドのコア領域に光学的
に結合されるクラッド領域又は他の領域を備える。この実施形態では、結合ライトガイド
内の光の一部は、コア領域を通して伝搬してもよく、結合ライトガイド内の光の一部は、
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クラッド領域又は他の領域を通して伝搬してもよく、又は光は、両方の領域を通して導波
管の状態で（又は入力面の付近、クラッド又は他の領域上の光抽出層の付近、又は屈曲領
域の付近では非導波管の状態で）伝搬してもよい。結合ライトガイドは、幾つかの実施形
態では、光源からの光束の一部を第１の形状設定された領域から第１の形状設定された領
域とは異なる第２の形状設定された領域に幾何学的に変換するのに役立つ可能性がある。
この実施形態の例では、平坦なフィルムの折り畳まれたストリップ（結合ライトガイド）
の縁から形成された光入力カプラの光入力面は、３ミリメートル×２．７ミリメートルの
矩形の寸法を有し、光入力カプラは、４０．５ミリメートル×０．２ミリメートルの断面
寸法をもつ光混合領域におけるフィルムの平坦な区域の中に光を結合する。一実施形態で
は、光入力カプラの入力面積は、１つ又は複数の結合ライトガイドからの光を受光するた
めに配置される光混合領域又はライトガイドの断面積と実質的に同じである。別の実施形
態では、光源からの光束の５％よりも多くを受光する光入力カプラの光入力面全面積を結
合ライトガイドからの光を受光するために配置される光混合領域又はライトガイド領域の
全断面積で割ったものとして定義される全変換比（ｔｏｔａｌ　ｔｒａｎｓｆｏｒｍａｔ
ｉｏｎ　ｒａｔｉｏ）は、１対１．１、０．９対１、０．８対０．９、０．７対０．８、
０．６対０．７、０．５対０．６、０．５対．９９９、０．６対０．９９９、０．７対０
．９９９、１未満、１よりも大きい、１に等しいからなる群から選択された１つである。
別の実施形態では、光源からの光を受光するために配置される結合ライトガイドの縁に対
応する各光入力カプラの入力表面積は、それぞれの対応する結合ライトガイドからの光を
受光するために配置される光混合領域又はライトガイド領域の断面積と実質的に同じであ
る。別の実施形態では、光入力カプラ（結合ライトガイドの縁に対応する）の単一の光入
力面の全光入力面積を対応する結合ライトガイドからの光を受光するために配置される光
混合領域又はライトガイドの全断面積で割ったものとして定義される個々の変換比は、１
対１．１、０．９対１、０．８対０．９、０．７対０．８、０．６対０．７、０．５対０
．６、０．５対．９９９、０．６対０．９９９、０．７対０．９９９、１未満、１よりも
大きい、１に等しいからなる群から選択された１つである。
【００６１】
　別の実施形態では、結合ライトガイドは、第１の入力面最長寸法をもつ少なくとも１つ
の入力面からの光を受光し、第１の入力面最大寸法よりも大きい発光面最長寸法をもつ発
光面を有するライトガイドに光を伝送するために配置される。別の実施形態では、結合ラ
イトガイドは、結合ライトガイドの縁又は表面を通して少なくとも１つの光源からの光を
集め、発光面を備えるライトガイドの表面、縁、又は領域の中に光を誘導するために配置
される複数のライトガイドである。一実施形態では、結合ライトガイドは、それによって
第１の断面積の結合ライトガイドに入る光束を光入力カプラの光出力領域で第１の断面積
とは異なる第２の断面積の中に再分配することができるように、光チャネルを提供する。
光入力カプラ又は光混合領域を出る光は、次いで、同じ要素の別個の領域（同じフィルム
の別個の領域のような）であってもよいライトガイド又はライトガイド領域に伝搬しても
よい。一実施形態では、発光デバイスは、光源と、光抽出機能部、複数の光源、光入力カ
プラ、又は結合ライトガイドからの光がライトガイド領域の中に入る前に混合される光混
合領域と共にライトガイド領域を形成するように加工されたフィルムとを備える。結合ラ
イトガイド、光混合領域、及び光抽出機能部は、すべて同じフィルムから、同じフィルム
上、又は同じフィルム内に形成されてもよく、それらは、１つ又は複数の領域を通して互
いに相互接続されたままであってもよい。
【００６２】
　一実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドが、少なくとも２つの異なる色の
複数の光源からの光を受光するために配置され、結合ライトガイドによって受光される光
は、結合ライトガイドを通した反射によって角度的に、空間的に、又はこの両方において
予め混合され、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージョン２．０、２０
０１年６月１日（付録２０１、頁２４９）で説明される場合の１９７６ｕ’，ｖ’均等色
度図（Ｕｎｉｆｏｒｍ　Ｃｈｒｏｍａｔｉｃｉｔｙ　Ｓｃａｌｅ）で測定した発光デバイ
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スの発光面の９スポットサンプリングされた空間的色不均一性、Δｕ’ｖ’は、分光計ベ
ースのスポットカラーメータを用いて測定したときに０．２、０．１、０．０５、０．０
１、及び０．００４からなる群から選択された１つ未満である。
【００６３】
　結合ライトガイドの折り畳み及び屈曲
　一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドと結合ライトガイドを形成するように
切断されたストリップ又はセグメントとの間に配置される光混合領域を備え、これにより
、ストリップ又はセグメントの縁の集合体は、一緒にされて光源からの光を受光するため
に配置される光入力カプラの光入力面を形成する。一実施形態では、光入力カプラは結合
ライトガイドを備え、結合ライトガイドは、少なくとも１つの縁が別の縁に重なるように
１つの平面内に少なくとも１つの折り畳み又は屈曲を備える。別の実施形態では、結合ラ
イトガイドは複数の折畳部又は屈曲を備え、結合ライトガイドの縁は、領域が発光デバイ
スの光入力カプラの光入力面を形成するように領域において一緒に当接することができる
。
【００６４】
　一実施形態では、発光デバイスは、屈曲又は折り畳みの前にライトガイド内を第１の方
向に伝搬する光が屈曲又は折り畳の後でライトガイド内を第１の方向とは異なる第２の方
向に伝搬するように、屈曲され又は折り畳まれる少なくとも１つの結合ライトガイドを備
える光入力カプラを備える。
【００６５】
　一実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドは、ストリップ又はセグメントの
厚さの７５倍よりも小さい曲率半径に屈曲され又は折り畳まれるストリップ又はセグメン
トを備える。別の実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドは、ストリップ又は
セグメントの厚さの１０倍を超える曲率半径に屈曲され又は折り畳まれるストリップ又は
セグメントを備える。別の実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドは、少なく
とも１つの平面内の発光デバイス又は結合ライトガイドを通した断面の最長寸法が折り畳
み又は屈曲なしのときよりも小さいように屈曲され又は折り畳まれる。セグメント又はス
トリップは、１つよりも多い方向又は領域に屈曲され又は折り畳まれてもよく、折り畳む
又は屈曲させる方向は、ストリップ又はセグメント間で異なってもよい。
【００６６】
　光入力カプラの光学的効率
　一実施形態では、光源から光入力カプラ光入力面を通って及び光入力カプラの外を通っ
て混合領域、ライトガイド、又は発光面の中に入る当初の（ｏｒｉｇｉｎａｌ）光束の割
合として定義される光入力カプラの光学的効率は、５０％、６０％、７０％、８０％、９
０％、及び９５％からなる群から選択された１つよりも大きい。平行化度は、光入力カプ
ラの光学的効率に影響する可能性がある。
【００６７】
　結合ライトガイドに入る光の平行化
　一実施形態では、光源、光平行化光学要素、光源一次光学系、光源二次光学系、光入力
面、光源と、結合ライトガイド、結合ライトガイドの形状、混合領域の形状、光入力カプ
ラの形状、及び光入力カプラの要素又は領域の形状からなる群から選択された少なくとも
１つとの間に配置された光学要素からなる群から選択された少なくとも１つは、結合ライ
トガイド内で８０度未満、７０度未満、６０度未満、５０度未満、４０度未満、３０度未
満、２０度未満、１０度未満、１０度から３０度までの間、３０度から５０度までの間、
１０度から６０度までの間、及び３０度から８０度までの間からなる群から選択された角
度半値全幅強度をもつ光を提供する。幾つかの実施形態では、高度に平行化される光（約
１０度以下のＦＷＨＭ）は、暗いバンド又は不均一性の領域が存在するように、光抽出機
能部をもつライトガイド領域内で空間的に混合されない。この実施形態では、光は、しか
しながら、あまり平行化されていない光に比べてライトガイドにおける曲線及び屈曲の周
りで効率よく結合されることになり、幾つかの実施形態では、高い平行化度は、光入力カ
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プラ及び結果として得られる発光デバイスにおける折り畳み又は屈曲のための小さい曲率
半径、したがって、より小さい体積を可能にする。別の実施形態では、結合ライトガイド
内の低い平行化度（約１２０度のＦＷＨＭ）をもつ光源からの光の大部分は、小さい曲率
半径をもつ屈曲又は折り畳みの付近の領域において結合ライトガイドを出るような角度に
反射されるであろう。この実施形態では、光抽出領域の領域におけるライトガイドの中で
の結合ライトガイドからの光の空間光混合（一様な色又は輝度を提供する）は高く、ライ
トガイドから抽出された光は、より一様な角度の又は空間的色又は輝度均一性を有するよ
うに見えるであろう。
【００６８】
　一実施形態では、光源からの光は、光平行化光学要素によって第１の平面内で平行化さ
れ、光は、結合ライトガイドの光平行化縁によって第１の平面と直交する第２の平面内で
平行化される。別の実施形態では、光源からの光の第１の部分は、第１の平面内で光平行
化要素によって平行化され、光の第１の部分は、１つ又は複数の結合ライトガイドの平行
化縁によって第１の平面と直交する第２の平面、第１の平面、又はこれらの組合せ内でさ
らに平行化される。さらなる実施形態では、光源からの光の第１の部分は、第１の平面内
で光平行化要素によって平行化され、光源からの光の第２の部分又は光の第１の部分は、
１つ又は複数の結合ライトガイドの平行化縁によって第１の平面と直交する第２の平面内
、第１の平面内、又はこれらの組合せで平行化される。
【００６９】
　別の実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、屈曲され又は折り畳まれ、光
源の光軸は、発光デバイス光軸に対して第１の再誘導角度で配向され、発光デバイス光軸
と直交する第２の方向に対して第２の再誘導角度で配向され、発光デバイス光軸及び第２
の方向と直交する第３の方向に対して第３の再誘導角度で配向される。別の実施形態では
、第１の再誘導角度、第２の再誘導角度、又は第３の再誘導角度は、約０度、４５度、９
０度、１３５度、１８０度、０～９０度、９０～１８０度、及び０～１８０度からなる群
から選択された１つである。
【００７０】
　各光源は、異なる角度に配向されてもよい。例えば、ストリップ型光入力カプラを伴う
フィルムの１つの縁に沿った２つの光源は、互いの方に直接配向することができる（光軸
は１８０度離れる）。別の例では、光源は、フィルムの縁の中央に配置し、互いから離れ
るように配向することができる（光軸はまた１８０度離れる）。
【００７１】
　セグメント又はストリップは、例えば、光源の光軸がフィルム平面又はライトガイド平
面に実質的に平行な方向にあるように、ストリップがフィルムの１つの側部に沿って配向
され及び互いに当接する状態で一回折り畳まれてもよい。ストリップ又はセグメントはま
た、例えば、光源の光軸がフィルム平面に対して実質的に法線方向又は導波管に対して法
線方向であるように２回折り畳まれてもよい。
【００７２】
　一実施形態では、結合ライトガイド、結合ライトガイド領域又はセグメント、又は光入
力カプラにおける折り畳み又は屈曲は、光源の光軸に対して屈曲角度をなす方向の屈曲の
ひだ又は半径方向の中心を有する。別の実施形態では、屈曲角度は、０度、４５度、９０
度、１３５度、１８０度、０～９０度、９０～１８０度、及び０～１８０度からなる群か
ら選択された１つである。
【００７３】
　屈曲又は折り畳みはまた、一方向性の屈曲（垂直型、水平型、４５度型、又は他の単一
の角度のような）であってもよく、若しくは屈曲又は折り畳みは、ストリップ又はセグメ
ントがねじられるねじり型のような多方向性であってもよい。一実施形態では、結合ライ
トガイドのストリップ、セグメント、又は領域は、ストリップ又はセグメントがねじられ
るように同時に２方向に屈曲する。
【００７４】
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　別の実施形態では、光入力カプラは、フィルムに切断されるストリップ（又は結合ライ
トガイド）の縁の中に光を入力するために配置される少なくとも１つの光源を備え、スト
リップは、ねじられ及び入力面を形成するそれらの縁と位置合わせされ、光源出力表面積
は、結合ライトガイドの縁、ライトガイド、ライトガイド領域、又は光入力面に実質的に
平行であり、又は光源の光軸は、結合ライトガイドの縁、ライトガイド、ライトガイド領
域、又は光入力面と実質的に垂直である。別の実施形態では、少なくとも１つの光源が、
ライトガイド縁、結合ライトガイドの横方向縁、又はライトガイド領域の最も近い縁に実
質的に平行な光軸を有するように、フィルムに切断されるストリップを備える光入力カプ
ラの中に光を結合するために多数の光源が配置される。別の実施形態では、ストリップの
端間の分離が実質的に２つのグループ間の中央ストリップの厚さであるように結合ライト
ガイドの２つのグループが互いの方に別々に折り畳まれ、２つ以上の光源は、実質的に反
対方向にストリップの中に光を誘導するために配置される。一実施形態では、結合ライト
ガイドの２つのグループは、互いの方にこのように別々に折り畳まれ、次いで、結合ライ
トガイドの縁が一緒にされて少なくとも１つの光源からの光を受光するために配置される
単一の光入力面を形成するように、両方ともフィルムから遠ざかる方向に折り畳まれる。
この実施形態では、光源の光軸は、実質的に平坦なフィルムベースのライトガイドの実質
的に法線であってもよい。
【００７５】
　一実施形態では、同じフィルムからの結合ライトガイドの２つの対向するスタックは、
折り畳まれ、及び結合装置の端から離れた点で再び組み合わされる。これは、フィルムを
１つ又は互いの方に折り畳まれる２つのバンドルの複数の組に分割することによって達成
することができる。この実施形態では、バンドルは、付加的な緊密な半径で折り畳み、単
一のスタックに再び組み合わせることができる。スタック入力は、平らな単一の入力面と
なるようにさらに磨くことができ、又は光源からの光を受光するために配置される平らな
窓に光学的に結合することができる。
【００７６】
　一実施形態では、２つのフィルムスタックの組み合わせは、全体積を減らすように構成
される。一実施形態では、フィルムは、フィルム内を伝搬する光の第１の部分の十分な内
部全反射を保つためにフィルム厚さの１０倍を超える曲率半径に屈曲され又は折り畳まれ
る。
【００７７】
　別の実施形態では、光入力カプラは、少なくとも１つの結合ライトガイドを備え、結合
ライトガイドは、弓形反射縁を備え、ライトガイド縁又はライトガイド領域の最も近い縁
に実質的に平行な折り畳み方向に複数回折り畳まれ、縁の区域を一緒にしてより小さい寸
法をもつ光入力面を形成するために複数の折り畳みが用いられる。別の実施形態では、光
結合ライトガイド、ストリップ、又はセグメントは、実質的に光源の光軸にさらに平行に
光を誘導する結合ライトガイドから切断された平行化区域を有する。一実施形態では、結
合ライトガイド、ストリップ、又はセグメントの平行化区域は、ライトガイド又はライト
ガイド領域に実質的に平行な少なくとも１つの平面内の光源の光軸に実質的にさらに平行
に光を誘導する。
【００７８】
　さらなる実施形態では、光入力カプラは、円孤、セグメント化された円孤、又はフィル
ムに切断された他の光再誘導縁をもつ少なくとも１つの結合ライトガイドを備え、光入力
カプラは、巻かれて光源からの光を受光するために配置される螺旋又は同心円状の光入力
縁を形成するフィルムの領域を備える。
【００７９】
　結合ライトガイドの横方向縁
　一実施形態では、横方向縁は、本明細書では、光源から実質的に直接光を受光しない且
つライトガイドの縁の一部ではない結合ライトガイドの縁として定義される。結合ライト
ガイドの横方向縁は、実質的に結合ライトガイド内を伝搬する光だけから受光する。一実
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施形態では、横方向縁は、反射材料で被覆されていない、被覆された、反射材料に隣接し
て配置された、及び特定の断面プロフィールをもつように切断されたものからなる群から
選択された少なくとも１つである。横方向縁は、鏡面反射材料、部分拡散反射材料、又は
拡散反射材料で被覆され、これに付着され、又はこれに隣接して配置されてもよい。一実
施形態では、縁は、結合ライトガイドが折り畳み又は屈曲から一緒にされるときに鏡面の
様態で実質的に光を反射させるナノサイズにされた又はミクロンサイズにされた粒子又は
フレークを含む鏡面反射インクで被覆される。別の実施形態では、光反射要素（高い反射
率をもつ多層ミラーポリマーフィルムのような）は、配置された結合ライトガイドの少な
くとも１つの領域の横方向縁の付近に配置され、高い反射率をもつ多層ミラーポリマーフ
ィルムは、縁からの光を受光し、これを反射させ、及びこれをライトガイドの中に戻るよ
うに誘導するために配置される。別の実施形態では、横方向縁は丸みをつけられ、縁から
ライトガイドの外に回折される入射光の割合が減少される。丸みをつけられた縁を達成す
る１つの方法は、レーザを用いてフィルムからストリップ、セグメント、又は結合ライト
ガイド領域を切断し、加工パラメータ（切断速度、切断周波数、レーザパワーなど）の制
御を通じて縁を丸めることによる。丸みをつけられた縁をもたらするためにの他の方法は
、機械的サンディング／研磨を含む又は化学／蒸気研磨による。別の実施形態では、結合
ライトガイドの領域の横方向縁は、結合ライトガイド内を伝搬する光源からの光が縁から
反射され、これにより光が折り畳まれる又は屈曲される領域の方に、若しくはライトガイ
ド又はライトガイド領域の方に、光源の光軸により近い角度に誘導されるように、テーパ
され、角度のついたぎざぎざが付けられ、又は他の方法で切断され又は形成される。
【００８０】
　結合ライトガイドの幅
　一実施形態では、結合ライトガイドの寸法は、各縁表面に対する入力表面積が実質的に
同じであるように幅及び厚さが互いに実質的に等しい。別の実施形態では、結合ライトガ
イドの平均幅ｗは、次式によって求められ、
ｗ＝ＭＦ＊ＷＬＥＳ／ＮＣ
【００８１】
　式中、ＷＬＥＳは、結合ライトガイドから光を受光するライトガイド領域又はライトガ
イドの光入口縁に平行な方向の発光面の全幅であり、ＮＣは、結合ライトガイドから光を
受光するライトガイド領域又はライトガイドの光入口縁に平行な方向の結合ライトガイド
の総数であり、ＭＦは拡大係数である。一実施形態では、拡大係数は、０．７、０．８、
０．９、１、１．１、１．２、１．３、１．４、０．７～１．３、０．８～１．２、及び
０．９～１．１からなる群から選択された１つである。別の実施形態では、結合ライトガ
イド幅、結合導波管の最大幅、結合ライトガイドの平均幅、及び各結合ライトガイドの幅
からなる群から選択された少なくとも１つは、０．５ｍｍ～１ｍｍ、１ｍｍ～２ｍｍ、２
ｍｍ～３ｍｍ、３ｍｍ～４ｍｍ、５ｍｍ～６ｍｍ、０．５ｍｍ～２ｍｍ、０．５ｍｍ～２
５ｍｍ、０．５ｍｍ～１０ｍｍ、１０～３７ｍｍ、及び０．５ｍｍ～５ｍｍからなる群か
ら選択される。一実施形態では、結合ライトガイド幅、結合導波管の最大幅、結合ライト
ガイドの平均幅、及び各結合ライトガイドの幅からなる群から選択された少なくとも１つ
は、２０ミリメートル未満である。
【００８２】
　一実施形態では、第１の光源からの光を受光するために配置される結合ライトガイドの
平均幅と結合ライトガイドの平均厚さとの比は、１、２、４、５、１０、１５、２０、４
０、６０、１００、１５０、及び２００からなる群から選択された１つよりも大きい。
【００８３】
　一実施形態では、結合ライトガイドのアレイにおける外側結合ライトガイド又は結合ラ
イトガイドのアレイにおける両方の外側結合ライトガイドの幅は、アレイにおける内側又
は他の結合ライトガイドの平均幅よりも広い。別の実施形態では、結合ライトガイドのア
レイにおける外側結合ライトガイド又は結合ライトガイドのアレイにおける両方の外側結
合ライトガイドの幅は、アレイにおける内側又は他の結合ライトガイドのすべてよりも広
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い。さらなる実施形態では、結合ライトガイドのアレイにおける外側結合ライトガイド又
は結合ライトガイドのアレイにおける両方の外側結合ライトガイドの幅は、それらが光源
からの光を入力面で受ける状態でスタックされるときに、アレイにおける内側又は他の結
合ライトガイドの厚さよりも実質的に大きい量だけアレイにおける内側又は他の結合ライ
トガイドの平均幅よりも広い。さらなる実施形態では、結合ライトガイドのアレイにおけ
る外側結合ライトガイド又は結合ライトガイドのアレイにおける両方の外側結合ライトガ
イドの幅と内側又は他の結合ライトガイドの平均幅との比は、０．５よりも大きい、０．
８よりも大きい、１よりも大きい、１．５よりも大きい、２よりも大きい、３よりも大き
い、０．５から３までの間、０．８から３までの間、１から３までの間、１から５までの
間、１から１０までの間からなる群から選択された１つである。別の実施形態では、アレ
イの１つの側部上の広い外側結合ライトガイドは、粉塵、ＴＩＲ減衰光の外部結合（ｏｕ
ｔ－ｃｏｕｐｌｉｎｇ）、引っかき傷などからの低接触面積のカバーのような保護障壁を
提供するために、幅方向に他の結合ライトガイドを越えて延びる結合ライトガイドの領域
が他の結合ライトガイドの横方向縁の方に折り畳まれることを可能にする。別の実施形態
では、延長された結合ライトガイド領域は、１つの側部上の１つ又は複数の結合ライトガ
イドの横方向縁、アレイにおける底部結合ライトガイドの横方向縁及び１つの表面、１つ
又は複数の結合ライトガイドの対向する側部上の横方向縁、アレイにおける内側又は他の
結合ライトガイドの対向する側部上の横方向縁、アレイにおける内側又は他の結合ライト
ガイドの対向する側部上の横方向縁、及びアレイにおける他端の結合ライトガイドの外面
からなる群から選択された１つ又は複数の周りに延びてもよい。例えば、一実施形態では
、幅２７ミリメートルの外側の１０番目の結合ライトガイドよりも上の１つの横方向縁に
おいて９個の結合ライトガイドを備える幅１０ミリメートルの１０個の結合ライトガイド
のアレイが配置され、スタックされ、及び位置合わせされ、各結合ライトガイドは厚さ０
．２ミリメートルである。この実施形態では、内側結合ライトガイドを保護するために、
スタックされた９個の結合ライトガイドの縁を越えて延びる外側結合ライトガイドの１７
ｍｍ領域が、９個の結合ライトガイドのスタックの周りを包み、（例えば接着剤又はクラ
ンプ機構によって）重なる状態で自身で定位置に取り付けられる。別の実施形態では、結
合ライトガイドのスタックされたアレイは、１０ミリメートルの幅をもつ８つの結合ライ
トガイドの間に１５ミリメートルの幅をもつ２つの外側結合ライトガイドを備え、各結合
ライトガイドは厚さ０．４ミリメートルである。この実施形態では、頂部外側結合ライト
ガイドは、結合ライトガイドのスタックされたアレイの１つの側部上の横方向縁と並んで
折り畳まれ、底部外側結合ライトガイドは、結合ライトガイドのスタックされたアレイの
反対の側部上の反対の横方向縁と並んで折り畳まれる。この実施形態では、各折り畳み区
域は、結合ライトガイドの横方向縁の保護に寄与する。別の実施形態では、低接触面積の
フィルムは、横方向結合ライトガイドの縁と折り畳み区域との間におかれる。別の実施形
態では、折り畳み区域は、結合ライトガイドの横及び／又は表面領域から著しく光を結合
することなく保護を提供するように、低接触面積の表面機能部を備える。別の実施形態で
は、結合ライトガイドは、自身に接着し及び結合ライトガイドのスタックの周りを包むよ
うに結合ライトガイドの２つの領域の間に配置された接着剤を備える。
【００８４】
　結合ライトガイドの間のギャップ
　一実施形態では、２つ以上の結合ライトガイドは、それらがライトガイド領域、ライト
ガイド領域、又は光混合領域につながる領域においてライトガイド間にギャップを備える
。別の実施形態では、ライトガイド間にギャップが生じる製造方法からライトガイドが形
成される。例えば、一実施形態では、フィルムを打ち抜くことによってライトガイドが形
成され、結合ライトガイドは互いの間にギャップを有する。一実施形態では、結合ライト
ガイド間のギャップは、０．２５、０．５、１、２、４、５、及び１０ミリメートルから
なる群から選択された１つよりも大きい。結合ライトガイドの幅に対して結合ライトガイ
ドの間のギャップが非常に大きい場合、ライトガイドの側部がライトガイド領域に光が入
らない領域（ギャップ領域）を有するので、光混合領域がライトガイドの中を伝搬する光
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の光軸に平行な方向に十分に長くない場合に光放出領域の均一性は減少する場合がある（
輝度又は色均一性に関して）。一実施形態では、ライトガイドは２つのライトガイドを備
え、結合ライトガイドが光混合領域又はライトガイド領域と接合される領域における結合
ライトガイドの間のギャップの幅で割った２つの結合ライトガイドの幅の平均は、１、１
．５、２、４、６、１０、２０、４０、及び５０からなる群から選択された１つよりも大
きい。別の実施形態では、ライトガイドは、所望のレベルの均一性を提供するために、結
合ライトガイドと十分に長い光混合領域との間に大きいギャップを備える。別の実施形態
では、ライトガイドは２つのライトガイドを備え、結合ライトガイドが光混合領域又はラ
イトガイド領域と接合される領域における２つの結合ライトガイドの幅の平均で割った結
合ライトガイドの間のギャップの幅は、１、１．５、２、４、６、１０、２０、４０、及
び５０からなる群から選択された１つよりも大きい。
【００８５】
　形状設定された又はテーパした結合ライトガイド
結合ライトガイドの幅は、所定のパターンで変化してもよい。一実施形態では、結合ライ
トガイドの光入力縁が一緒に配置されて光入力カプラ上に光入力面を形成するときに見た
場合に、結合ライトガイドの幅は、中央結合ライトガイドにおける大きい幅から中央結合
ライトガイドからさらに遠いライトガイドにおけるより小さい幅に変化する。この実施形
態では、光軸からより高い角度での光がより小さい幅のストリップの中に結合され、これ
によりライトガイド又はライトガイド領域の縁に沿った及び結合ライトガイドから光を受
光するために配置されるライトガイド領域の入力縁に平行な発光面の均一性が６０％、７
０％、８０％、９０％、及び９５％からなる群から選択された１つを上回るように、実質
的に円形の光出力孔をもつ光源を結合ライトガイドの中に結合することができる。
【００８６】
　光源の発光面と整合した入力領域を提供する三角形、四角形、長方形、卵形などのよう
なスタックされた結合ライトガイドの他の形状を想起することができる。結合ライトガイ
ドの幅はまた、それらが光源から受光した光の一部を再誘導するようにテーパしてもよい
。ライトガイドは、光源の付近で、光源とライトガイド領域との間の結合ライトガイドに
沿った領域において、ライトガイド領域の付近で、又はこれらの幾つかの組合せにおいて
テーパしてもよい。
【００８７】
　幾つかの実施形態では、１つの光源は、特定の発光デバイスに望まれる所望の輝度又は
光出力プロフィールを可能にするのに十分なだけの光束を提供しないであろう。この例で
は、１つには、ライトガイド領域又はライトガイド混合領域の縁又は側部に沿って１つよ
りも多い光入力カプラ及び光源を用いてもよい。一実施形態では、少なくとも１つの光入
力カプラに関する結合ライトガイドの平均幅は、光入力面におけるライトガイドカプラ幅
の方向の光源の光出力面の最大幅の１～３、１．０１～３、１．０１～４、０．７～１．
５、０．８～１．５、０．９～１．５、１～２、１．１～２、１．２～２、１．３～２、
１．４～２、０．７～２、０．５～２、及び０．５～３倍からなる群から選択された第１
の幅範囲内にある。
【００８８】
　一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、ライトガイド領域又は光混合領
域に隣接する結合ライトガイドの領域においてより広い幅にテーパされる。外向きにテー
パすることによって、結合ライトガイドからの光は、フィルムのライトガイド領域（又は
他の領域）の中に入る前により広い空間領域に広がることができる。これは、光入力側の
付近の空間的均一性を改善することができる。また、この実施形態では、結合ライトガイ
ドを外向きにテーパすることによって、ライトガイド領域の側部を照らするためにより少
ない結合ライトガイドが必要とされる。一実施形態では、テーパした結合ライトガイドは
、より厚いライトガイド、より小さい出力面積の光源、又は１つよりも多い結合ライトガ
イドのスタックを特定の光源と共に用いることができるようにする、より少ない結合ライ
トガイドの使用を可能にする。一実施形態では、それらの長さにわたる結合ライトガイド
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の平均幅とそれらが光を光混合領域又はライトガイド領域の中に結合する領域における幅
との比は、１、０．８、０．７、０．６、０．５、０．４、０．３、０．２、及び０．１
からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、光入力面における結合ラ
イトガイドの幅とそれらが光を光混合領域又はライトガイド領域の中に結合する領域にお
ける幅との比は、１、０．８、０．７、０．６、０．５、０．４、０．３、０．２、及び
０．１からなる群から選択された１つ未満である。
【００８９】
　一実施形態では、結合ライトガイドの寸法比、結合ライトガイドの幅の比（幅は、光混
合領域、ライトガイド、又はライトガイド領域の方への結合ライトガイド内での一般的な
伝搬方向と直交する平均寸法として測定される）と結合ライトガイドの厚さ（厚さは、結
合ライトガイド内の光の伝搬平面に垂直な方向に測定された平均寸法である）は、５：１
、１０：１、１５：１、２０：１、２５：１、３０：１、４０：１、５０：１、６０：１
、７０：１、及び１００：１からなる群から選択された１つよりも大きい。一実施形態で
は、結合ライトガイドの厚さは６００ミクロン未満であり、幅は、１０ミリメートルより
も大きい。一実施形態では、結合ライトガイドの厚さは４００ミクロン未満であり、幅は
、３ミリメートルよりも大きい。さらなる実施形態では、結合ライトガイドの厚さは４０
０ミクロン未満であり、幅は、１０ミリメートルよりも大きい。別の実施形態では、結合
ライトガイドの厚さは３００ミクロン未満であり、幅は１０ミリメートル未満である。別
の実施形態では、結合ライトガイド又は光伝送フィルムの厚さは２００ミクロン未満であ
り、幅は２０ミリメートル未満である。結合ライトガイドの横方向縁における不完全さ（
例えばストリップの切断に起因する全く平坦な平らな表面からの偏差）は、結合ライトガ
イドの縁又は表面を通した光の損失を増加させる可能性がある。結合ライトガイドの幅を
増加させることによって、結合ライトガイド内の光は所与の光伝搬角度範囲にわたって細
い結合ライトガイドよりもより広い結合ライトガイドにおける後の縁表面（表面とはあま
り相互作用しない）からあまり跳ね返ら（反射し）ないため、１つには、縁の不完全さの
影響を減らすことができる。結合ライトガイドの幅は、ライトガイド領域、光混合領域、
又はライトガイドに入る光の空間的色又は輝度均一性に影響を及ぼす因子であり、結合ラ
イトガイドの幅が光放出領域の幅に比べて（同じ方向に）大きいときに、空間的に一様で
ない領域が生じる可能性がある。
【００９０】
　別の実施形態では、結合ライトガイドの幅に平行な方向に光入力カプラを形成する結合
ライトガイドのグループから放出された光の少なくとも１０％を受光するために配置され
る光放出領域の幅と結合ライトガイドの平均幅との比は、５：１、１５：１、２０：１、
２５：１、３０：１、４０：１、５０：１、６０：１、７０：１、１００：１、１５０：
１、２００：１、３００：１、５００：１、及び１０００：１からなる群から選択された
１つよりも大きい。別の実施形態では、幅に沿って光放出領域又は表面の方に光を誘導す
るすべての光結合ライトガイドから放出された光を受光するために配置される全発光面の
全幅と平均結合ライトガイド幅との比は、５：１、１５：１、２０：１、２５：１、３０
：１、４０：１、５０：１、６０：１、７０：１、１００：１、１５０：１、２００：１
、３００：１、５００：１、及び１０００：１からなる群から選択された１つよりも大き
い。
【００９１】
　一実施形態では、結合ライトガイドの幅は、結合ライトガイドの中に光を結合するため
に配置される光源の光出力面の幅の１．１、１．２、１．３、１．５、１．８、２、３、
４、及び５倍のうちの１つよりも大きい。別の実施形態では、光源の光出力面の幅に対し
てより大きい結合ライトガイドの幅は、結合ライトガイドの光平行化縁によってより高い
平行化度（より低い角度半値全幅強度）を可能にする。
【００９２】
　結合ライトガイドの光方向転換縁
　一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、結合ライトガイド内の光の光軸
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が第１の光軸角から第１の光軸角とは異なる第２の光軸角に変わるように、内部全反射に
よって結合ライトガイド内の光の一部を光学的に方向転換する縁の形状を有する。１つ又
は複数の結合ライトガイドの１つよりも多い縁は、結合ライトガイド内の光を方向転換す
る形状又はプロフィールを有してもよく、縁はまた、結合ライトガイド内を伝搬する光の
一部の平行化を提供してもよい。例えば、一実施形態では、結合ライトガイドのスタック
の１つの縁は、ライトガイド内を伝搬する光の光軸が９０度だけ回転されるように湾曲さ
れる。一実施形態では、結合ライトガイドの１つの縁による光軸の回転角度は、１０度、
２０度、４０度、４５度、６０度、８０度、９０度、及び１２０度のうちの１つよりも大
きい。別の実施形態では、結合ライトガイドの１つよりも多い縁領域による光軸の回転角
度は、１０度、２０度、４０度、４５度、６０度、８０度、９０度、１２０度、１３５度
、及び１６０度のうちの１つよりも大きい。１つよりも多い特異的に湾曲した縁を採用す
ることによって、光は広範囲の角度に回転されてもよい。一実施形態では、結合ライトガ
イド内の光は、第１の縁プロフィールによって第１の方向（＋θ方向）に再誘導され、第
２の縁プロフィールによって断面方向（＋θ２）に回転される。別の実施形態では、結合
ライトガイド内の光は、第１の縁プロフィールによって第１の方向から第２の方向に再誘
導され、第２の縁プロフィール領域によってさらに結合ライトガイドに沿って第１の方向
の方に戻るように回転される。一実施形態では、結合ライトガイドの光方向転換縁は、限
定ではなしに、光源の付近、結合ライトガイドの光入力面の付近、光混合領域の付近、ラ
イトガイド領域の付近、結合ライトガイドの光入力面の間、光混合領域の付近、結合ライ
トガイドとライトガイド領域との間の領域の付近、及びライトガイド領域の付近を含む１
つ又は複数の領域に配置される。
【００９３】
　一実施形態では、結合ライトガイドの光入力面の付近の１つの横方向縁は光方向転換プ
ロフィールを有し、反対の横方向縁は光平行化プロフィールを有する。別の実施形態では
、結合ライトガイドの光入力面の付近の１つの横方向縁は、光平行化プロフィールの後に
続いて（ｆｏｌｌｏｗｅｄ　ｂｙ）光方向転換プロフィール（結合ライトガイド内の光入
力面から離れる光の伝搬方向に）を有する。
【００９４】
　一実施形態では、スタックされた結合ライトガイドの２つのアレイは、光源からの光を
受光し、光の光軸を２つの異なる方向に回転させるために配置される。別の実施形態では
、光方向転換縁をもつ複数の結合ライトガイドは、ライトガイド領域の方に配向された光
源からの光が折り畳まれた結合ライトガイドのスタックに入るようにライトガイド領域の
縁に沿って折り畳まれ及びスタックされてもよく、光方向転換縁は、光の光軸を縁に実質
的に平行な第１の方向に再誘導し、スタックされた結合ライトガイドにおける折畳部は、
光を実質的にライトガイド領域に向かう方向に再誘導する。この実施形態では、スタック
され折り畳まれた結合ライトガイドの第２のアレイは、ライトガイド領域の方に配向され
た同じ光源からの光がスタックされ折り畳まれた結合ライトガイドの第２のアレイに入る
ように、ライトガイド領域の同じ縁に沿ってスタックされ折り畳まれた結合ライトガイド
の第１のアレイの上に又は下にスタックする（又はこれと交互配置する）ことができ、ス
タックされ折り畳まれた結合ライトガイドの第２のアレイの光方向転換縁は、光の光軸を
縁に実質的に平行な（及び第１の方向とは反対の）第２の方向に再誘導し、スタックされ
た結合ライトガイドにおける折畳部は、光を実質的にライトガイド領域に向かう方向に再
誘導する。別の実施形態では、ライトガイド領域の縁に沿った２つの異なるアレイからの
結合ライトガイドは、交互に互いの上にスタックされてもよい。スタック配置は、所定の
配置、ランダムな配置、又はその変形であってもよい。別の実施形態では、折り畳まれて
いない結合ライトガイドの１つの側部からの折り畳まれた結合ライトガイドの第１のスタ
ックは、折り畳まれていない結合ライトガイドの１つの表面に隣接して配置され、折り畳
まれていない結合ライトガイドの他の側部からの折り畳まれた結合ライトガイドの第２の
スタックは、折り畳まれていない結合ライトガイドの反対の表面に隣接して配置される。
この実施形態では、折り畳まれていない結合ライトガイドは、折り畳まれていない結合ラ
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イトガイドの頂面及び底面上に等しい数の結合ライトガイドが存在するときに、光源から
の光の中央（より高い光束）領域を受けるために位置合わせされてもよい。この実施形態
では、折り畳み又は屈曲が存在しないため、折り畳まれていない結合ライトガイドは、よ
り高い透過（より少ない光損失）を有し、したがってより多くの光がライトガイド領域に
到達する可能性がある。
【００９５】
　別の実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドの光方向転換縁は、第１の光軸角
をもつ２つ以上の光源からの光を第１の光軸角とは異なる第２の光軸角を有する光に再誘
導する。さらなる実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドの光方向転換縁は、第
１の光軸角をもつ光源からの光の第１の部分を第１の光軸角とは異なる第２の光軸角を有
する光の一部に再誘導する。別の実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドの光方
向転換縁は、第１の光軸角をもつ第１の光源からの光を第１の光軸角とは異なる第２の光
軸角を有する光に、及び第３の光軸角をもつ第２の光源からの光を第３の光軸角とは異な
る第４の光軸角を有する光に再誘導する。
【００９６】
　一実施形態では、結合ライトガイドの１つ又は複数の縁の光方向転換プロフィールは、
フィルムに実質的に垂直に見たときに湾曲した形状を有する。別の実施形態では、湾曲し
た形状は、１つ又は複数の円錐、円孤、放物線、双曲線、幾何学的、パラメトリック、又
は他の代数曲線領域を有する。別の実施形態では、曲線の形状は、特定の光入力プロフィ
ールに関する屈曲損失（増加した　反射）を最小にすることによって、結合ライトガイド
、光入力面、曲線の前の光プロフィール修正（例えば平行化縁のような）、結合ライトガ
イド材料の関心ある波長に対する屈折率、縁の表面仕上げ、及び曲線縁でのコーティング
又はクラッドの種類（例えば、低屈折率材料、空気、又は金属化）への結合ライトガイド
を通じて改善された透過を提供するように設計される。一実施形態では、結合ライトガイ
ドの１つ又は複数の縁領域の光方向転換プロフィールからの光損失は、５０％、４０％、
３０％、２０％、１０％、及び５％のうちの１つよりも少ない。
【００９７】
　垂直光方向転換縁
　一実施形態では、結合ライトガイドの垂直縁（より大きいフィルム表面に対して接線方
向の縁）又は結合ライトガイドのコア領域は、入射光の一部の光軸を回転させる垂直でな
い断面プロフィールを有する。一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイド又は結
合ライトガイドのコア領域の垂直縁は湾曲した縁を備える。別の実施形態では、１つ又は
複数の結合ライトガイド又はコア領域の垂直縁は、角度のついた縁を備え、結合ライトガ
イドの表面法線との角度は、１０度、２０度、３０度、４０度、５０度、及び６０度のう
ちの１つよりも大きい。一実施形態では、コア領域又は結合ライトガイドの垂直光方向転
換縁の使用は、フィルムの光学的に平滑な表面とすることができる場合に光学仕上げを得
るのが典型的により容易である結合ライトガイドフィルム表面から結合ライトガイドの中
に光が入ることを可能にする。別の実施形態では、結合ライトガイド（又は結合ライトガ
イドのコア領域）は接触させられ、垂直縁は表面法線との或る角度に切断される。一実施
形態では、角度のついた切断部は、結合ライトガイドの縁上に平滑な、連続する、角度の
ついた垂直光方向転換縁をもたらす。別の実施形態では、レーザ切断、研磨、研削、打抜
き、ブレード切断又はスライス、及びホットブレード切断又はスライスのうちの１つ又は
複数によって、角度のついた、湾曲した、又はこれらの組合せの垂直光方向転換縁が得ら
れる。一実施形態では、垂直光方向転換縁は、結合ライトガイドがライトガイドフィルム
に切断され、垂直光方向転換縁を形成するために結合ライトガイドが位置合わせされると
きに形成される。
【００９８】
　別の実施形態では、結合ライトガイドの光入力面は、１つ又は複数の結合ライトガイド
の表面であり、表面は、光源からの光の一部を方向転換する、平行化する、又は再誘導す
る１つ又は複数の表面レリーフプロフィール（エンボス加工されたフレネルレンズ、マイ
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クロレンズアレイ、又はプリズム構造体のような）を備える。さらなる実施形態では、光
平行化要素、光方向転換光学要素、又は光結合光学要素は、光源と結合ライトガイドの光
入力フィルム表面（縁表面ではない）との間に配置される。一実施形態では、光入力フィ
ルム表面は、クラッド領域の表面又は結合ライトガイドのコア領域である。さらなる実施
形態では、光平行化光学要素、光方向転換光学要素、又は光結合光学要素は、コア領域、
クラッド領域、又は光学要素と結合ライトガイドとの間の中間光伝送領域に光学的に結合
される。
【００９９】
　垂直光平行化縁
　一実施形態では、結合ライトガイドの垂直縁（より大きいフィルム表面に対して接線方
向の縁）又は結合ライトガイドのコア領域は、入射光の一部を平行化する垂直でない断面
プロフィールを有する。一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイド又は結合ライ
トガイドのコア領域の垂直縁は、入射光の一部を平行化する湾曲した縁を備える。別の実
施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイド又はコア領域の垂直縁は、角度のついた縁
を備え、結合ライトガイドの表面法線との角度は、１０度、２０度、３０度、４０度、５
０度、及び６０度のうちの１つよりも大きい。
【０１００】
　折り畳まれていない結合ライトガイド
　さらなる実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、光入力面からの光を受光し
、及び光を方向転換することなく光をライトガイド領域の方に誘導するために配置される
、折り畳まれていない結合ライトガイドを備える。一実施形態では、折り畳まれていない
ライトガイドは、１つ又は複数の光方向転換光学要素、光結合光学要素、光方向転換縁を
もつ結合ライトガイド、又は平行化縁をもつ結合ライトガイドと併せて用いられる。例え
ば、光源からの光の第１の部分が折り畳まれていない結合ライトガイドを通過している間
にその光軸の方向を実質的に維持し、且つ光方向転換光学要素によって受光される光源か
らの光が方向転換されて結合ライトガイドのスタックされたアレイの中に入るように、光
方向転換光学要素は、折り畳まれていない結合ライトガイドの上に又は下に配置されても
よい。別の実施形態では、結合ライトガイドのスタックされたアレイは、折り畳まれた結
合ライトガイド及び折り畳まれていない結合ライトガイドを備える。
【０１０１】
　別の実施形態では、折り畳まれていない結合ライトガイドは、ライトガイドの縁の付近
に配置される。一実施形態では、折り畳まれていない結合ライトガイドは、ライトガイド
領域の縁の中央領域に配置される。さらなる実施形態では、折り畳まれていない結合ライ
トガイドは、ライトガイド領域の横方向側部間の領域においてライトガイド領域の側部に
沿って配置される。一実施形態では、折り畳まれていない結合ライトガイドは、ライトガ
イド領域の１つの縁に沿った種々の領域に配置され、ライトガイド領域の側部の中に光を
誘導するのに複数の光入力カプラが用いられる。
【０１０２】
　別の実施形態では、折り畳まれた結合ライトガイドは、光平行化縁、実質的に直線の縁
、又は光方向転換縁を有する。一実施形態では、折り畳まれた結合ライトガイドのアレイ
、光方向転換光学要素、光平行化光学要素、及び光源からなる群から選択された少なくと
も１つは、折り畳まれていない結合ライトガイドに物理的に結合される。別の実施形態で
は、折り畳まれた結合ライトガイドは、感圧接着剤クラッド層によって互いに及び折り畳
まれていない結合ライトガイドに物理的に結合され、光放出領域及び結合ライトガイドの
アレイを備える拘束されないライトガイドフィルムの厚さは、結合ライトガイドのアレイ
の厚さの１．２倍、１．５倍、２倍、及び３倍のうちの１つよりも小さい。折り畳まれた
結合ライトガイドのみをそれら自身にボンディングすることによって、結合ライトガイド
（拘束されないとき）は、典型的に上向きに屈曲し、固定された又は比較的拘束された領
域に物理的に結合されていない折り畳まれた結合ライトガイドに起因してアレイの厚さが
増加する。折り畳まれた結合ライトガイドを折り畳まれていない結合ライトガイドに物理
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的に結合することによって、結合ライトガイドのアレイは、別個のフィルムの領域に物理
的に結合され、これは安定性を増加させ、したがって屈曲から保存された弾性エネルギー
が解放される能力を低下させる。
【０１０３】
　一実施形態では、折り畳まれていない結合ライトガイドは、光平行化縁、光方向転換縁
、角度のついた直線縁、及び湾曲した光再誘導縁のうちの１つ又は複数を備える。折り畳
まれていない結合ライトガイド又は折り畳まれた結合ライトガイドは、応力（ねじり又は
横方向の屈曲から生じるような）が鋭い角部に集中せず、破損する恐れが増加しないよう
に、屈曲領域の付近の湾曲した領域、方向転換領域、又は平行化領域を備えてもよい。別
の実施形態では、湾曲した領域は、結合ライトガイドがフィルムベースのライトガイドの
ライトガイド領域又は光混合領域と接合される場所に配置される。
【０１０４】
　別の実施形態では、折り畳まれていない結合ライトガイド、折り畳み結合ライトガイド
、光平行化要素、光方向転換光学要素、光再誘導光学要素、光結合光学要素、光混合領域
、ライトガイド領域、及び１つ又は複数の要素のクラッド領域からなる群から選択された
少なくとも１つが、相対位置維持要素に物理的に結合される。結合ライトガイドを直接又
は間接的に相対位置維持要素に物理的に結合することによって、結合ライトガイドにおけ
る屈曲から保存された弾性エネルギーが結合ライトガイド内に保たれ、拘束されない結合
ライトガイド（例えば外部ハウジングによって拘束されない）の組み合わされた厚さが減
少される。
【０１０５】
　内部光誘導縁
　一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドの内部領域は内部光誘導縁を備える
。内部光再誘導縁は、結合ライトガイドの内部領域を切断すること又は他の方法で除去す
ることによって形成されてもよい。一実施形態では、内部光誘導縁は、結合ライトガイド
内の光の第１の部分を再誘導する。一実施形態では、内部光再誘導縁は、結合ライトガイ
ド内の光を誘導するための付加的なレベルの制御を提供し、且つ所定の光出力パターン（
特定の領域におけるより高い均一性又はより高い光束出力のような）を達成するために結
合ライトガイド内及びライトガイド領域内の光束再分配を提供することができる。
【０１０６】
　結合ライトガイド内のキャビティ領域
　一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイド又は結合ライトガイドのコア領域は
少なくとも１つのキャビティを備える。別の実施形態では、キャビティは、光源を受け入
れるために配置され、結合ライトガイドのコア領域の垂直縁は垂直光平行化光学縁である
。一実施形態では、キャビティなしの結合ライトガイドの中に結合されるよりも少なくと
も１つの結合ライトガイドにおけるキャビティとより高い光束が結合ライトガイド内で結
合される。これは、例えば、コア領域と屈折率整合する高透過率（＞９０％　透過率）光
伝送材料（材料の対応する表面に隣接して配置された光源を伴う）をキャビティに充填す
る前に及び充填した後で積分球で結合ライトガイドの外（切断されるとき）又は発光デバ
イスの外の光束を測定することによって評価されてもよい。別の実施形態では、キャビテ
ィ領域は、結合ライトガイドと光源との見当合わせ又は位置合わせ、及び結合ライトガイ
ドの中に結合される増加した光束を提供する。一実施形態では、垂直光平行化縁及びキャ
ビティをもつ結合ライトガイドのアレイは、光平行化光学要素の必要性を低減させる。
【０１０７】
　結合ライトガイドを含むライトガイドの結合
　一実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドは複数の結合ライトガイドを備え
る。例えば、結合ライトガイドは、結合ライトガイドの縁に接続される複数の結合ライト
ガイドを備えるようにさらに切断されてもよい。一実施形態では、厚さＴのフィルムは、
それぞれがＭ個の結合ライトガイドのサブアレイを備えるＮ個の結合ライトガイドの第１
のアレイを備える。この実施形態では、第１の結合ライトガイドのアレイは、結合ライト
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ガイドが位置合わせされ及びスタックされるように第１の方向に折り畳まれ、結合ライト
ガイドのサブアレイは、結合ライトガイドが位置合わせされ及びスタックされるように第
２の方向に折り畳まれる。この実施形態では、結合ライトガイドのサブアレイを備える光
入力縁表面は、より細い結合ライトガイドのそれぞれと同じ幅を有し、光入力面は、Ｈ＝
ＴｘＮｘＭによって定義される高さＨを有する。これは、例えば、より薄いライトガイド
フィルムがかなり大きい寸法の光出力面をもつ光源と共に用いられるようにすることがで
きる。一実施形態では、例えば、フィルムベースのライトガイドが反射型ディスプレイの
タッチスクリーンよりも上に配置されたフロントライトの照明要素であるときに、薄いフ
ィルムベースのライトガイドが使用される。この実施形態での薄いライトガイドは、ユー
ザがライトガイドフィルムに触れるときに、より正確な及び応答の良いタッチスクリーン
（例えば容量性タッチスクリーンのような）を提供する。代替的に、特定のライトガイド
フィルムの厚さに対してより大きい寸法の光出力面をもつ光源が用いられてもよい。
【０１０８】
　複数の結合ライトガイドを備える結合ライトガイドを用いることの別の利点は、光源を
ライトガイド領域の側縁の間の領域内に配置することができ、したがって、例えば光源及
び光入力カプラが発光面の後ろに折り畳まれるときにディスプレイ又は光放出領域の縁を
越えて延びないことである。
【０１０９】
　光入力カプラにおける結合ライトガイドの数
　一実施形態では、結合ライトガイドから光を受光するライトガイド領域又はライトガイ
ドの光入口縁に平行な方向の結合ライトガイドの総数ＮＣは、
ＮＣ＝ＭＦ＊ＷＬＥＳ／ｗ
であり、式中、ＷＬＥＳは、結合ライトガイドから光を受光するライトガイド領域又はラ
イトガイドの光入口縁に平行な方向の発光面の全幅であり、ｗは、結合ライトガイドの平
均幅であり、ＭＦは、拡大係数である。一実施形態では、拡大係数は、０．７、０．８、
０．９、１、１．１、１．２、１．３、１．４、０．７～１．３、０．８～１．２、及び
０．９～１．１からなる群から選択された１つである。別の実施形態では、光入力カプラ
における結合ライトガイドの数又は発光デバイスにおける結合ライトガイドの総数は、２
、３、４、５、６、８、１０、１１、２０、３０、５０、７０、８０、９０、１００、２
～５０、３～５０、４～５０、２～５００、４～５００、１０よりも多い、２０よりも多
い、３０よりも多い、４０よりも多い、５０よりも多い、６０よりも多い、７０よりも多
い、８０よりも多い、９０よりも多い、１００よりも多い、１２０よりも多い、１４０よ
りも多い、２００よりも多い、３００よりも多い、４００よりも多い、５００よりも多い
からなる群から選択される。
【０１１０】
　１つよりも多い光入力面の中に誘導される結合ライトガイド
　さらなる実施形態では、結合ライトガイドは、光混合領域、ライトガイド、又は光混合
領域の中に連続した様態で集合的に光を結合しない。例えば、すべての他の結合ライトガ
イドは、ライトガイド領域の中に連続的に光を結合しないが、１つ又は複数の縁に沿って
ストリップ又は結合ライトガイドを依然として提供しながら、フィルムベースのライトガ
イドからの切取部であってもよい。より少ないライトガイドを用いることによって、光入
力縁の集合体は、サイズが減少されてもよい。このサイズの減少は、例えば、同じライト
ガイド又は異なるライトガイドの異なる領域に光学的に結合される結合ライトガイドの複
数の組を組み合わせる、光入力面のサイズを光源のサイズによりよく整合させる、より小
さい光源を用いる、又は特定の光源と共により厚いライトガイドフィルムを用いるために
使用することができ、この場合、厚さ方向に連続する結合ライトガイドの組の寸法は、光
入力面の中に光を結合するために配置されるときに、厚さ方向の光源の発光面よりも１０
％、２０％、４０％、５０％、及び１００％大きいからなる群から選択された１つとなる
であろう。
【０１１１】
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　さらなる実施形態では、ライトガイドの第１の領域からの結合ライトガイドは、２つ以
上の光入力面の中に集められる光入力縁を有する。例えば、奇数の結合ライトガイドは、
第１の白色光源に誘導されてもよく、偶数の結合ライトガイドは、赤色光源、緑色光源、
及び青色光源に結合されてもよい。別の実施形態では、ライトガイドの第１の領域からの
結合ライトガイドは、光源からの色変化の可視性を低減させるために複数の白色光源に結
合される。例えば、偶数の結合ライトガイドは、第１の色温度をもつ白色光源からの光を
結合してもよく、奇数の結合ライトガイドは、発光面に沿ったライトガイド領域の縁に平
行な方向に沿った色不均一性、Δｕ’ｖ’が、０．２、０．１、０．０５、０．０１、及
び０．００４からなる群から選択された１つ未満であるように、第１の色温度よりも高い
第２の色温度をもつ白色光源からの光を結合してもよい。
【０１１２】
　同様に、３つ以上の光入力面はまた、１、２、３、又はそれ以上の光源からの光を結合
するのに用いられてもよい。例えば、ライトガイドの第１の領域からのすべての交互する
第１、第２、及び第３の結合ライトガイドは、同じ又は異なる色の第１、第２、及び第３
の光源に誘導される。
【０１１３】
　さらなる実施形態では、ライトガイドの第１の領域からの結合ライトガイドは、異なる
作動モードでライトガイドの中に光を結合するために配置される２つ以上の光入力面の中
に集められる光入力縁を有する。例えば、第１の光入力面は、昼光適合出力に適した少な
くとも１つの光源に結合されてもよく、第２の光入力面は、　ＮＶＩＳ適合光出力に適し
た少なくとも１つの光源に結合されてもよい。
【０１１４】
　１つよりも多い光入力面に誘導される結合ライトガイドの順序は、交互にされる必要は
なく、任意の所定の構成又はランダムな構成であってもよい。例えば、ライトガイドの頂
部及び底部領域からの結合ライトガイドは、中央領域とは異なる光入力面に誘導されても
よい。さらなる実施形態では、ライトガイドの領域からの結合ライトガイドは、アレイに
配置された、光源の集合体からの光を結合するために配置される、同じハウジング内に配
置された、光入力面が互いに隣接して配置されるように配置された、光源の集合体から光
を受光するために入れ替わった順序で配置された、隣接する光入力面がライトガイド、ラ
イトガイド領域、又は光混合領域の隣接する領域の中に光を結合しない不連続配置で配置
された１つよりも多い光入力縁をそれぞれが備える、複数の光入力面に一緒に配置される
。
【０１１５】
　さらなる実施形態では、１つ又は複数のＬＥＤからの光を受光するために複数の光入力
面が配置される発光デバイスの同じハウジング領域の同じ側部、縁、後ろ、前、又は内部
に沿って光入力面の複数の組を提供するために結合ライトガイドの複数の組が配置される
。
【０１１６】
　結合ライトガイドの順序
　一実施形態では、結合ライトガイドは、それらがライトガイド又はライトガイド領域の
中に光を誘導する場合に第１の方向のストリップの順序が結合ライトガイドの順序である
ように、光入力面を形成する光入力縁に一緒に配置される。別の実施形態では、結合ライ
トガイドは、それらがライトガイド又はライトガイド領域の中に光を誘導する場合に第１
の方向のストリップの順序が結合ライトガイドの順序と同じではないように交互配置され
る。一実施形態では、結合ライトガイドは、第１の色の第１の光源からの光を受光する少
なくとも１つの結合ライトガイドが、第１の光源の色とは異なる第２の色をもつ第２の光
源からの光を受光するライトガイド領域又は光混合領域の付近の領域において２つの結合
ライトガイドの間に配置されるように交互配置される。一実施形態では、発光面に沿った
ライトガイド領域の縁に平行な方向に沿った色不均一性、Δｕ’ｖ’は、０．２、０．１
、０．０５、０．０１、及び０．００４からなる群から選択された１つ未満である。別の
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実施形態では、結合ライトガイドは、光混合領域、ライトガイド、又はライトガイド領域
の付近の光入力カプラの出力領域において互いに隣接する結合ライトガイドの少なくとも
１つの対が光入力カプラの入力面の付近で互いに隣接しないように交互配置される。一実
施形態では、交互配置される結合ライトガイドは、光入力カプラからの出力が光源の角度
の不均一性を空間的に再現しないように結合ライトガイドを分配することによって、一様
でない角度の出力プロフィールが光入力カプラの出力においてより一様に作製されるよう
に配置される。例えば、光入力カプラのストリップは、中央領域が０度での又はその光軸
に沿った光源から典型的に高い強度に対応する非常に高い輝度の光放出面領域を有するこ
とにならないように、それらが光入力面で組み合わされる際にライトガイド領域の４つの
異なる領域の間で交互することができる。
【０１１７】
　別の実施形態では、結合ライトガイドは、光混合領域、ライトガイド、又はライトガイ
ド領域の付近で互いに隣接する結合ライトガイドの少なくとも１つの対が同じ光源、同じ
光入力カプラ、及び同じ混合領域のうちの少なくとも１つから光を受光しないように交互
配置される。別の実施形態では、結合ライトガイドは、光入力面の付近で互いに隣接する
結合ライトガイドの少なくとも１つの対が同じ光入力カプラ、同じ光混合領域、同じライ
トガイド、同じライトガイド領域、同じフィルム、同じ光出力面のうちの少なくとも１つ
に光を結合しないように交互配置される。別の実施形態では、結合ライトガイドは、入力
面で垂直、水平、又は他の方向の少なくとも２つの隣接する結合ライトガイドが、同じ光
入力カプラ、同じ光混合領域、同じライトガイド、同じライトガイド領域、同じフィルム
、及び同じ光出力面からなる群から選択された少なくとも１つの隣接する領域に光を結合
しないように光入力面で二次元構成で交互配置される。
【０１１８】
　さらなる実施形態では、ライトガイド領域、光混合領域、又は第１の入力領域の付近の
光放出領域に光学的に結合される結合ライトガイドは、第１の縁領域に対して３０度、４
０度、５０度、６０度、７０度、８０度、及び８５度からなる群から選択された１つより
も大きい縁方向に沿って配置される第２の縁領域に沿って又はこの付近に実質的に配置さ
れるホルダに一緒に配置される。例えば、光入力カプラは、液晶ディスプレイの下縁に沿
って配置された第１の光源及び結合ライトガイドホルダからの光を結合し、ディスプレイ
の下縁に対して約９０度に配向されるディスプレイの側部に沿って配置されたライトガイ
ドの領域の中に光を誘導してもよい。結合ライトガイドは、光が実質的にライトガイド領
域内で底部及び上縁に平行に伝搬するように、頂部、底部、又はこの両方に沿って配置さ
れた光源からの光をディスプレイの１つ又は複数の側部の中に誘導してもよい。
【０１１９】
　ライトガイドの表面領域に付着された結合ライトガイド
　一実施形態では、結合ライトガイドは、ライトガイド又はライトガイド領域を備える同
じフィルムのセグメント化（又は切断）されない領域である。一実施形態では、結合ライ
トガイドが形成され、光学接着剤、ボンディング方法（溶媒溶接、熱的ボンディング、超
音波溶接、レーザ溶接、熱ガス溶接、フリーハンド溶接、スピードチップ溶接、押出し溶
接、接触溶接、ホットプレート溶接、高周波溶接、射出溶接、摩擦溶接、スピン溶接、溶
接棒）、及びポリマーに適した接着剤又は接合技術からなる群から選択された少なくとも
１つを用いてライトガイド、光混合領域、又はライトガイド領域に物理的に又は光学的に
取り付けられる。一実施形態では、結合ライトガイドが形成され、結合ライトガイドから
の光の大部分が混合領域、ライトガイド領域、又はライトガイド内を導波管の状態で伝送
されるようにライトガイド、混合領域、又はライトガイド領域に光学的に結合される。結
合ライトガイドは、光混合領域、ライトガイド領域、又はライトガイドの縁又は表面に取
り付けられてもよい。一実施形態では、結合ライトガイドは、第１のフィルム内に配置さ
れ、ライトガイド領域を備える第２のフィルムは、結合ライトガイドがライトガイド領域
に光学的に結合されるように第１のフィルムの領域上に押出される。別の実施形態では、
結合ライトガイドは、ライトガイドに光学的に結合される領域においてテーパされる。結
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合ライトガイドの生産をライトガイド領域の生産と分けることによって、異なる光学的伝
送特性、曲げ弾性率、衝撃強さ（ノッチ付きアイゾット）、曲げ剛性、衝撃抵抗、機械的
特性、物理的特性、及び他の光学特性をもつ材料のような異なる特性をもつ材料が各領域
に対して用いられてもよい。一実施形態では、結合ライトガイドは、２ギガパスカル未満
の曲げ弾性率をもつ材料を含み、ライトガイド又はライトガイド領域は、２ギガパスカル
を超える曲げ弾性率をもつ材料を含む。一実施形態では、ライトガイドは比較的堅いポリ
カーボネート材料であり、結合ライトガイドは可撓性のエラストマー又はポリエチレンを
含む。別の実施形態では、ライトガイドはアクリル材料であり、結合ライトガイドは、可
撓性のフルオロポリマー、エラストマー、又はポリエチレンを含む。一実施形態では、ラ
イトガイド領域又はライトガイドの平均厚さは、少なくとも１つの結合ライトガイドの平
均厚さよりも０．１ｍｍ以上厚い。
【０１２０】
　一実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドは、入力光カプラ、光混合領域、
ライトガイド領域、及びライトガイドの表面、縁、又は内部領域からなる群から選択され
た少なくとも１つに光学的に結合される。別の実施形態では、フィルムの方向に沿って平
行な直線切断部を備えるフィルムは、ストリップがライトガイドフィルムに光学的に結合
されるように押出しプロセスにおいてフィルムの表面に付着され、切断領域は、それらを
一緒にして光入力カプラの光入力面を形成することができるようにストリップを「自由」
にするために横断方向に切断することができる。
【０１２１】
　互いに付着された結合ライトガイド
　一実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、１つ又は複数の領域においてそ
れら自身に実質的に付着される。別の実施形態では、結合ライトガイドのアレイは、結合
ライトガイドが互いに隣接する領域の５％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、
６０％、７０％、及び８０％からなる群から選択された少なくとも１つにおいて互いに光
学的に結合される。一実施形態では、結合ライトガイドは、光入力面の付近、結合ライト
ガイドのアレイ内、ライトガイド又はライトガイド領域の縁及び長さに沿った、又はライ
トガイド領域の後ろの、１つ又は複数の領域における隣接する結合ライトガイド間の自然
な表面接着によって互いに光学的に結合される。別の実施形態では、２つ以上の結合ライ
トガイドが１つ又は複数の領域において互いに光学的に結合される、作動的に結合される
、又は接着される。
【０１２２】
　ライトガイド領域内で終端する結合ライトガイド
　一実施形態では、フィルムの機械方向に沿った平行な直線切断部を備えるフィルムは、
ストリップの端が効果的に他の２つの層又は領域の内部になるように２つの押出し層又は
コーティング間でガイドされる。別の実施形態では、結合ライトガイドの１つ又は複数の
縁は、散乱を減らし、ライトガイドの中に結合する光を増加させるためにライトガイド内
で層又はコーティング（接着剤のような）に光学的に結合される。これは、単一のステッ
プで又は一連のステップで行うことができる。ストリップ又は結合ライトガイドがライト
ガイド、ライトガイド領域、又は光混合領域内で終端することによって、縁が光混合領域
、ライトガイド領域、又はライトガイドを形成する光伝送材料の体積の中に効果的に光学
的に結合されることになるので、単純な表面ボンディング上にあるもののような空気と端
縁との境界面からのより少ない後方反射が存在する（縁及び潜在的に表面の光学的結合を
促進するために縁又は別の材料の周りに流れる又は変形することができる縁の付近の材料
（接着剤のような）が用いられると仮定する。
【０１２３】
　ストリップ又は結合ライトガイドの位置合わせ又は固定機能部
　一実施形態では、結合ストリップを位置合わせ又はガイドするために、若しくは結合ラ
イトガイドをライトガイド又はハウジングに接続するために光入力カプラの中央領域の付
近の少なくとも１つのストリップが用いられる。結合ライトガイドが光入力カプラの中央
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の方に折り畳まれる折り畳み設計では、中央ストリップ又はライトガイドは、中央ストリ
ップ又は結合ライトガイドを折り畳むことができないことに対する幾何学的制限に起因し
て光源からの光を受光するために折り畳まれない場合がある。この中央ストリップ又は結
合ライトガイドは、光入力カプラ又はハウジングをストリップ（又はライトガイド）と位
置合わせすること、体積を減らするためにストリップ又は結合ライトガイドのスタックを
しっかり折り畳むこと、光入力カプラハウジングの位置を見当合わせすること、固定する
こと、又は係止（ｌｏｃｋｉｎｇ　ｄｏｗｎ）すること、上述の要素のうちの１つに対し
て結合ライトガイド、結合ライトガイド、ライトガイド、又は他の要素を屈曲させる又は
折り畳む折り畳み機構のコンポーネントを一緒に引っぱるためにレバー又はアームを提供
することからなる群から選択されたことのために用いられてもよい。
【０１２４】
　タブ領域
　一実施形態では、ストリップ又は結合ライトガイドのうちの１つ又は複数は、ハウジン
グ、フォルダ、ホルダ、ライトガイド、光源、光入力カプラ、又は発光デバイスの他の要
素に対するストリップ又は結合ライトガイドの場所を見当合わせする、位置合わせする、
又は固定するのに用いられるタブ又はタブ領域を備える。別の実施形態では、少なくとも
１つのストリップ又は結合ライトガイドは、ストリップ又は結合ライトガイドの場所を見
当合わせする、位置合わせする、又は固定するのに有用なピン、穴、切取部、タブ、又は
他の機能部を備える。一実施形態では、タブ領域は、光源が結合ライトガイドの中に光を
結合するために配置されるときに１つ又は複数の光源の側部に配置される。さらなる実施
形態では、タブ領域は、例えば、結合ライトガイドをスタックした後で引き裂くことによ
って除去されてもよい。例えば、結合ライトガイドは、位置合わせされて、光源からの光
が結合ライトガイドの光入力面の中に誘導されるようにその中に光源の光放出領域が配置
されてもよいキャビティを形成する開口部又は孔切断部を結合ライトガイド内に有しても
よい。結合ライトガイドを物理的に拘束した後で（例えばそれらを互いに又は別の要素に
接着することによって、若しくは位置合わせガイド又は他の手段を機械的にクランプする
ことによって）、タブ領域のすべて又は一部は、光源からの光を受光するために配置され
る光入力面の光学品質を低下させることなく引き裂くことによって除去されてもよい。別
の実施形態では、タブ領域は、所定の経路に沿ったタブ領域の引き裂き又は除去を促進す
る１つ又は複数の穿孔又は切断領域を備える。
【０１２５】
　別の実施形態では、見当合わせ又は位置合わせ開口部又は孔を備えるタブ領域又は結合
ライトガイドの領域は、結合ライトガイドの光入力面が要素又は光源からの光を受光する
ために位置合わせされ及び配置されるように、開口部又は孔が光方向転換光学要素、光平
行化光学要素、光結合要素、光源、光源回路基板、相対位置維持要素、光入力カプラハウ
ジング、又は光入力カプラの他の要素上に配置され又はこれに物理的に結合される位置合
わせピン又はポスト上に位置合わせされるようにスタックされる。
【０１２６】
　タブ領域は、位置合わせピンが結合ライトガイドの位置合わせ及び相対位置決定を支援
するように結合ライトガイドにおけるキャビティを形成する開口部又は孔のいずれかの側
部上に見当合わせ開口部又は孔を備えてもよい。別の実施形態では、１つ又は複数の結合
ライトガイド（折り畳まれた、折り畳まれていない）は、低光束領域において低い光損失
の見当合わせ開口部又は孔を備える。結合ライトガイドの低い光束領域における低い光損
失の見当合わせ開口部又は孔は、光源からの光束の２％、５％、１０％、及び２０％未満
のうちの１つが結合ライトガイド内で直接又は間接的に開口部又は孔に到達するようなも
のである。これは、開口部又は孔に黒色ラテックス塗料のようなブラックライト吸収材料
を充填し、積分球を用いて光放出領域からの光出力の損失を測定することによって測定す
ることができる。
【０１２７】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのタブ領域は、光入力面の改善された光学仕上げ
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を得ることができるように、結合ライトガイドをスタックした後で結合ライトガイドのス
タックされたアレイの光入力面が形成されることを可能にする。例えば、一実施形態では
、結合ライトガイドのアレイは、結合ライトガイドの入力領域から延びるタブ領域と共に
スタックされる。スタックされたアレイは、次いで、連続する平滑な入力面を提供するた
めにタブ領域において切断される（及び随意的に機械的に、熱的に、化学的に、又は他の
方法で磨かれる）。
【０１２８】
　光源又は光学要素に対する結合ライトガイドの位置の保持
　別の実施形態では、タブ領域は、光学要素又は光源に対する物理的拘束機構を提供する
ために切断されてもよい。例えば、一実施形態では、結合ライトガイドのタブ領域は、結
合ライトガイドがアレイにスタックされるときに、光学要素又は光源を少なくとも１つの
方向に実質的に維持するためにアーム又はリッジが拘束溝又はキャビティを形成するよう
に、１つ又は複数のアーム又はリッジを備える。別の実施形態では、結合ライトガイドの
スタックされたアレイは、光平行化光学系が結合ライトガイドに対するその位置を実質的
に維持するように、光平行化光学系の延長されたリッジがキャビティ内に位置決めされる
ことを可能にするキャビティを形成する。溝、リッジ、インターロック形状、ピン、開口
部、孔、及び他の拘束形状の種々の形態が光学要素（光方向転換光学要素又は光平行化光
学要素のような）又は光源（又は光源のハウジング）と共に用いられてもよく、形状は、
インターロック形状にされるときに要素又は光源を拘束するために結合ライトガイドに切
断される。
【０１２９】
　延長された結合ライトガイド
　一実施形態では、結合ライトガイドは、相対位置維持要素を用いることによって結合ラ
イトガイドが組織化された状態で折り畳まれてもよいように延長される。結合ライトガイ
ドを延長することによって、結合ライトガイドが組織化された状態でスタックされ及び位
置合わせされてもよいように位置合わせ及びスタックプロセス中に結合ライトガイドの相
対位置及び順序が維持されてもよい。例えば、一実施形態では、結合ライトガイドは、そ
れらが第１の方向に沿って鏡面対称になるように反転した形状で延長される。一実施形態
では、折り畳み動作は、２つの異なる発光デバイス又は同じ光源によって照らされる２つ
の照らされた領域を形成するために用いられてもよい結合ライトガイドの２つのスタック
されたアレイをもたらす。別の実施形態では、第１の相対位置維持要素は、第１のライト
ガイド領域の付近の結合ライトガイドの相対位置を実質的に維持し、第２の相対位置維持
要素は、結合ライトガイド（第２の発光デバイス又は領域の結合ライトガイドを形成して
もよい）の延長された領域の相対位置を実質的に維持する。
【０１３０】
　結合ライトガイドの厚さの変化
　一実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイド又はストリップは、ライトガイド
を通して伝搬する光の経路に沿った方向に厚さが変化する。一実施形態では、少なくとも
１つの結合ライトガイド又はストリップは、ライトガイドを通して伝搬する光の経路に実
質的に垂直な方向に厚さが変化する。別の実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガ
イド又はストリップの寸法は、ライトガイドを通して伝搬する光の経路に沿って発光デバ
イスの光軸に平行な方向に変化する。一実施形態では、結合ライトガイドの厚さは、光が
光源から光混合領域、ライトガイド、又はライトガイド領域に伝搬するのに伴って増加す
る。一実施形態では、結合ライトガイドの厚さは、光が光源から光混合領域、ライトガイ
ド、又はライトガイド領域に伝搬するのに伴って減少する。一実施形態では、第１の領域
における結合ライトガイドの厚さを第２の領域における結合ライトガイドの厚さで割った
ものは、１、２、４、６、１０、２０、４０、６０、及び１００からなる群から選択され
た１つよりも大きい。
【０１３１】
　光源の位置決めのための光方向転換光学要素又は縁
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　一実施形態では、光方向転換光学要素又は光方向転換結合ライトガイド縁は、結合ライ
トガイドと同じライトガイド領域の側部上に光源を位置付けるために用いられてもよい。
別の実施形態では、光方向転換光学要素又は光方向転換結合ライトガイド縁は、光源がラ
イトガイドの縁、光放出領域、ディスプレイ領域、ライトガイド領域、又はベベルの縁を
越えて延びないように、結合ライトガイドの延長された境界内に光源を位置付けるために
用いられてもよい。例えば、１つの縁に沿って折り畳まれた結合ライトガイドを伴うフィ
ルムベースのライトガイドは、ライトガイドの縁領域によって境界付けられる領域内に光
源を位置付けるために、結合ライトガイドから直接照らされないライトガイド領域の角度
のついた縁又は領域を有してもよい。代替的に、１つの縁に沿った結合ライトガイドのス
タックは、光がライトガイド領域の方に誘導される状態で光源を配置することができるよ
うに、光源端部付近に光方向転換縁を有してもよい。これは、光が方向転換され及び結合
ライトガイドの中に誘導されるようにすることができ、光源がディスプレイの後ろに折り
畳まれるときに、光源は、ディスプレイの外縁を越えて延びない。
【０１３２】
　光混合領域
　一実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラとライトガイド領域との間の光路内に
配置された光混合領域を備える。光混合領域は、一緒に混合し及び空間的輝度均一性、空
間的色均一性、角度の色均一性、角度の輝度均一性、角度の光度均一性、又はライトガイ
ドの又は光放出領域又は発光デバイスの表面又は出力の領域内のその任意の組合せのうち
の少なくとも１つを改善するために、個々の結合ライトガイドからの光出力のための領域
を提供することができる。一実施形態では、光混合領域の幅は、０．１ｍｍ（小型ディス
プレイに対して）から３．０４８メートル（大きいビルボードに対して）を超える範囲か
ら選択される。一実施形態では、光混合領域は、２つ以上の結合ライトガイドからの光が
混ざり合い、その後ライトガイドの光放出領域に伝搬するところの結合ライトガイドの端
領域の付近の光路に沿って配置される領域である。一実施形態では、光混合領域は、ライ
トガイド、ライトガイド領域、光入力カプラ、及び結合ライトガイドのうちの少なくとも
１つと同じコンポーネント又は材料から形成される。別の実施形態では、光混合領域は、
ライトガイド、ライトガイド領域、光入力カプラ、及び結合ライトガイドからなる群から
選択された少なくとも１つとは異なる材料を含む。光混合領域は、長方形、四角形、又は
他の形状に設定された領域であってもよく、又はこれは、光放出領域又はライトガイド領
域のすべて又は一部を包囲する周辺領域であってもよい。一実施形態では、発光デバイス
の光混合領域の表面積は、発光面の全外表面積又はそこから光が放出される発光面の面積
の１％未満、５％未満、１０％未満、２０％未満、３０％未満、４０％未満、５０％未満
、６０％未満、７０％未満、２０％を超える、３０％を超える、４０％を超える５０％を
超える、６０％を超える、７０％を超える、８０％を超える、９０％を超える、１～１０
％、１０～２０％、２０～５０％、５０～７０％、７０～９０％、８０～９５％からなる
群から選択された１つである。～
【０１３３】
　一実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、結合ライトガイドの幅よりも長い
横寸法をもつ光混合領域を備え、結合ライトガイドは、ライトガイドの光放出領域に対応
する縁領域全体から延びない。一実施形態では、結合ライトガイドのない縁に沿ったギャ
ップの幅は、隣接する結合ライトガイドの平均幅の１倍、２倍、３倍、又は４倍のうちの
１つよりも大きい。さらなる実施形態では、結合ライトガイドのない縁に沿ったギャップ
の幅は、光混合領域の横幅の１倍、２倍、３倍、又は４倍のうちの１つよりも大きい。例
えば、一実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、結合ライトガイドの延長部の
ない２センチメートルのギャップが存在する中央領域以外は、光混合領域に沿って配置さ
れた４センチメートルの横方向の長さ、２センチメートルの幅をもつ結合ライトガイドを
備える（光混合領域がフィルムベースのフロントライトのための反射型ディスプレイの後
ろに折り畳まれる場合にはまさにそうであるように）。この実施形態では、隣接する結合
ライトガイド内の光は、結合ライトガイドによって直接照らされない光混合領域のギャッ
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プ領域の中に広がり、光放出領域における光が十分に一様であるように一緒に混合されて
もよい。さらなる実施形態では、光混合領域は、そこから延びる結合ライトガイドなしに
２つ以上のギャップを備える。さらなる実施形態では、光混合領域は、フィルムベースの
ライトガイドの縁に沿って結合ライトガイドの延長部間に交互のギャップを備える。
【０１３４】
　光出力光学要素
　一実施形態では、発光デバイスは、光源からの光を受光し、フィルムベースのライトガ
イドの中に光を結合するために配置される光出力光学要素を備える。一実施形態では、光
出力光学要素は、フィルムベースのライトガイドに光学的に結合されるときに、光の一部
が受光領域を通してライトガイドの中に伝搬し、且つ内部全反射の下で伝搬することにな
るように、光源からの光を受光し、光源からの光を光伝送領域を通して伝送する光伝送光
学要素である。別の実施形態では、光出力光学要素は、２５０ミクロンを超える平均又は
最大厚さを有し、射出成形、圧縮成形、熱成形、鋳造、押出し、又は他のフィルムベース
でないポリマーコンポーネント形成方法によって形成される。別の実施形態では、光出力
光学要素は、要素又はライトガイドが形成されるときに発光デバイスの光放出領域を備え
るフィルムベースのライトガイドと連続しない。例えば、光出力光学要素は、５００ミク
ロン又は１ミリメートルの厚さに押出されたアクリルシート、射出成形されテーパした光
学ライトガイド、又はライトガイド光学要素内に埋め込まれるライトガイドフィルムの領
域と共に硬化される架橋されたキャストライトガイドであってもよい。別の実施形態では
、例えば、光出力光学要素は、実質的に光出力ラインを生じる射出成形されたアクリルラ
イトガイドであり、縁又は表面は、フィルムベースのライトガイドに光学的に結合される
。さらなる実施形態では、光出力光学要素は、射出成形されたアクリル光学要素であり、
アクリル又はシリコーンコア領域を備えるフィルムベースのライトガイドに光学的に結合
される。前の実施形態では、アクリル材料は、同じであってもよく、又は類似したタイプ
のコンポーネントを含んでもよいが、しかしながら、それらは別々に形成され、１つは他
の連続する延長部ではない。別の実施形態では、それを通して光が光源からフィルムベー
スのライトガイドの中に伝送される光出力光学要素の領域は、光伝送フィルムベースのラ
イトガイドのコアライトガイド層の中にない少なくとも１つの材料を含む。別の実施形態
では、光出力光学要素は、フィルムベースのライトガイドの光伝送領域又は光抽出領域に
向かう方向にテーパされる。一実施形態では、光出力光学要素はまた、ハウジング、ハウ
ジングコンポーネント、光方向転換光学要素、光平行化光学要素、光結合光学要素、光学
窓、相対位置維持要素、低接触面積、光入力カプラ、光再誘導光学要素、１つ又は複数の
結合ライトガイド、保持機構、及びホルダからなる群から選択された発光デバイス内の別
の機能を果たす。
【０１３５】
　光出力光学要素の厚さ
　一実施形態では、光学要素内を伝搬する光の光軸に実質的に垂直な方向の、光伝送領域
を備える領域における光出力光学要素の平均厚さ又は最大厚さは、光出力光学要素内の光
の光軸に平行な方向の光出力光学要素の光伝送領域の寸法の１００％、９０％、７０％、
５０％、２５％、１０％、及び５％からなる群から選択された１つ未満である。別の実施
形態では、光伝送領域を備える領域における光出力光学要素の平均厚さ又は最大厚さは、
光学要素内を伝搬する光の光軸に実質的に垂直な方向のフィルムベースのライトガイドの
コア層の厚さの１００％、９０％、７０％、５０％、２５％、１０％、及び５％からなる
群から選択された１つ未満である。一実施形態では、光出力光学要素は、クラッド層（又
は空気境界面）に到達し、光出力光学要素の中に戻るように伝搬するのではなく内部全反
射するようにコア層の中に伝搬するより広範囲の入力角度の光がコア層内を横方向に（光
軸の方向に）伝搬する機会を有するように、フィルムベースのライトガイドのコア層より
も薄い。
【０１３６】
　クラッド層



(48) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

　一実施形態では、光入力カプラ、結合ライトガイド、光混合領域、ライトガイド領域、
及びライトガイドのうちの少なくとも１つは、少なくとも１つの表面に光学的に結合され
るクラッド層を備える。本明細書で用いられる場合のクラッド領域は、表面に光学的に結
合される層であり、クラッド層は、クラッド層が光学的に結合される表面の材料（ｍａｔ
ｅｒｉａｌ）の屈折率、ｎｍよりも小さい屈折率、ｎｃｌａｄをもつ材料を含む。一実施
形態では、ｎｍ－ｎｃｌａｄは、０．００１～０．００５、０．００１～０．０１、０．
００１～０．１、０．００１～０．２、０．００１～０．３、０．００１～０．４、０．
０１～０．１、０．１～０．５、０．１～０．３、０．２～０．５、０．０１よりも大き
い、０．１よりも大きい、０．２よりも大きい、及び０．３よりも大きいからなる群から
選択された１つである。一実施形態では、クラッドは、メチルベースのシリコーン感圧接
着剤、フルオロポリマー材料（実質的に溶媒中に溶解されたフルオロポリマーを含むコー
ティングを用いて塗布される）、及びフルオロポリマーフィルムからなる群から選択され
た１つである。クラッド層は、ライトガイドのコア又はコア領域からの望ましくない外部
結合（例えば、脂気のある指でフィルムに触れることによる内部全反射光の減衰）を減ら
するために、ライトガイド領域のコア又はコア部と外面との間の分離層を提供するために
組み込まれてもよい。ライトガイドのコア又はコア領域と接触することになる又は光学的
に直接接触する付加的なフィルム、層、物体、指、粉塵などのような成分又は物体は、ラ
イトガイドの外に光を結合する、光を吸収する、又は内部全反射光を新しい層に伝送する
可能性がある。コアよりも低い屈折率をもつクラッド層を付加することによって、光の一
部がコアとクラッド層との境界面で内部全反射するであろう。クラッド層はまた、増加し
た剛性、増加した曲げ弾性率、増加した衝撃抵抗、アンチグレア特性、タイ層又は反射防
止コーティングのためのベース又は基板、偏光子、液晶材料のような光学部品のための基
板として機能するクラッドの場合に他の層と組み合わせるための中間層を提供する、増加
した引っかき抵抗性、付加的な機能性（例えば、ライトガイド領域を別の要素に付着させ
るための低粘着性接着剤、高度に可塑化された（ｈｉｇｈｌｙ　ｐｌａｓｔｉｃｉｚｅｄ
）ＰＶＣのような窓「貼付け型」フィルム）を提供する、のうちの少なくとも１つの利点
を提供するのに用いられてもよい。クラッド層は、デバイスの別の要素、ライトガイド、
ライトガイド領域、光混合領域、光入力カプラ、又は上述の要素又は領域のうちの１つ又
は複数の組合せに光学的に結合される低屈折率シリコーン接着剤のような接着剤であって
もよい。一実施形態では、クラッド層は、バックライト付き液晶ディスプレイにおけるリ
ア偏光子に光学的に結合される。別の実施形態では、クラッド層は、電気泳動ディスプレ
イ、電子ブックディスプレイ、電子リーダディスプレイ、ＭＥＭｓ型ディスプレイ、Ｅ　
Ｉｎｋ　ＣｏｒｐｏｒａｔｉｏｎによるＥ－ｉｎｋ（登録商標）ディスプレイのような電
子ペーパーディスプレイ、反射型又は部分反射型ＬＣＤ　ディスプレイ、コレステリック
ディスプレイ、又は前から照らすことができる他のディスプレイのような前面照射型ディ
スプレイの偏光子又は外面に光学的に結合される。別の実施形態では、クラッド層は、ラ
イトガイド又はライトガイド領域を、基板（ガラス又はポリマー）、光学要素（例えば、
偏光子、リターダフィルム、ディフューザフィルム、輝度増強フィルム、保護膜（保護ポ
リカーボネートフィルムのような）、光入力カプラ、結合ライトガイド、又は発光デバイ
スの他の要素のようなコンポーネントに付着させる接着剤である。一実施形態では、クラ
ッド層は、少なくとも１つの付加的な層又は接着剤によってライトガイド又はライトガイ
ド領域のコア層から分離される。
【０１３７】
　一実施形態では、クラッド材料の領域は、ライトガイド層又はライトガイドがライトガ
イドの別の領域に光学的に結合される領域において除去され又は存在せず、クラッドは、
光を２つの領域の間で結合することができるように除去される又は存在しない。一実施形
態では、クラッドは、領域をライトガイドの領域上に折り返して折り畳む又は屈曲させる
ことによってライトガイドの縁の付近の光を再誘導することができるように、ライトガイ
ドの縁、ライトガイド領域、ライトガイド領域から切断されたストリップ又は領域、又は
結合ライトガイドの付近の領域では除去され又は存在せず、クラッドは、領域が光学的に
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一緒に結合される場所では除去されている。別の実施形態では、クラッドは、光源又は光
入力面の付近からの光を受光するために配置される２つの結合ライトガイドのライトガイ
ド領域間に配置された領域では除去され又は存在しない。光源からの光を受光するために
配置される２つ以上の結合ライトガイドの入力端間の領域においてクラッドを除去するこ
と、若しくは適用又は配置しないことによって、光はクラッド領域の縁の中に直接結合さ
れない。
【０１３８】
　一実施形態では、クラッド領域は、別のコンポーネントと接触する状態にあるときのラ
イトガイドからの光の外部結合を防ぐために、光混合領域の１つ又は複数の表面に光学的
に結合される。この実施形態では、クラッドはまた、クラッド及び光混合領域が別のコン
ポーネントに物理的に結合されることを可能にする。
【０１３９】
　クラッドの場所
　一実施形態では、クラッド領域は、ライトガイド、ライトガイド領域、光混合領域、ラ
イトガイドの１つの表面、ライトガイドの２つの表面、光入力カプラ、結合ライトガイド
、及びフィルムの外面からなる群から選択された少なくとも１つに光学的に結合される。
別の実施形態では、クラッドは、ライトガイド、ライトガイド領域、又はライトガイドに
光学的に結合される１つ又は複数の層と光学的に接触する状態で配置され、クラッド材料
は１つ又は複数の結合ライトガイド上に配置されない。一実施形態では、結合ライトガイ
ドは、光入力面又は光源の付近の領域においてコア領域の間にクラッド層を備えない。別
の実施形態では、コア領域は、一緒に押され又は保持されてもよく、縁は、平らな、湾曲
した、又はこれらの組合せである光入力面又は光方向転換縁を形成するためにスタック又
は組み立て後に切断され及び／又は磨かれてもよい。別の実施形態では、クラッド層は感
圧接着剤であり、感圧接着剤のための剥離ライナは、クラッドが結合ライトガイドの互い
に対する相対位置を維持する一助となるように、一緒にアレイにスタックされ又は位置合
わせされる１つ又は複数の結合ライトガイドの領域において選択的に除去される。別の実
施形態では、結合ライトガイドの内側クラッド領域から保護ライナが除去され、外側結合
ライトガイドの外面の一方又は両方に残される。
【０１４０】
　一実施形態では、クラッド層は、光放出領域の反対の表面の一方又は両方に配置され、
光入力面において２つ以上の結合ライトガイドの間に配置されない。例えば、一実施形態
では、切断後に光入力面を形成することになる結合ライトガイドの端領域に対応するフィ
ルムベースのライトガイド（及び潜在的に結合ライトガイド）にマスク層が適用され、フ
ィルムが一方又は両方の側部上で低屈折率コーティングで被覆される。この実施形態では
、マスクが除去され、結合ライトガイドが折り畳まれ（例えば相対位置維持要素を用いて
）、スタックされるときに、光入力面はクラッド層なしのコア層を備えることができ、光
放出領域はクラッド層を備えることができ（且つ光混合領域はまた、クラッド及び／又は
光吸収領域を備えてもよい）、これは光学的効率（光が入力面でクラッドの中に誘導され
る）及びクラッドが光放出領域において望まれる場合がある反射型又は半透過型ディスプ
レイのためのフィルムベースのフロントライトのような用途に有益である。
【０１４１】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのスタックが回路基板、折り畳まれていない結合
ライトガイド、光平行化光学要素、光方向転換光学要素、光結合光学要素、ディスプレイ
又はタッチスクリーンのための可撓性コネクタ又は基板、スタックされた結合ライトガイ
ドの第２のアレイ、光入力カプラハウジング、発光デバイスハウジング、熱伝達要素、ヒ
ートシンク、光源、位置合わせガイド、見当合わせガイド、又は光入力面のための窓を備
えるコンポーネント、及び光入力面又は発光デバイスの要素上に配置される及び／又はこ
れに物理的に結合される任意の適切な要素のうちの１つに付着されてもよいように、外側
結合ライトガイドの少なくとも１つの外面の保護ライナが除去される。一実施形態では、
結合ライトガイドは、いずれかの平坦な側部上にクラッド領域を備えず、結合ライトガイ
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ドの屈曲又は折り畳みにおける光学損失が減少される。別の実施形態では、結合ライトガ
イドは、いずれかの平坦な側部上にクラッド領域を備えず、光入力面の入力結合効率は、
少なくとも１つのクラッドを伴うライトガイドに対してより高い集光度のライトガイド受
光面を有する光入力表面積に起因して増加する。さらなる実施形態では、光放出領域は少
なくとも１つのクラッド領域又は層を有し、結合ライトガイドのライトガイド部分の中に
光を伝送するために配置される結合ライトガイドの光入力面の面積の割合は、７０％、８
０％、８５％、９０％、９５％、９８％、及び９９％のうちの１つよりも大きい。クラッ
ドは、ライトガイドの１つの側部上にのみあってもよく、又は発光デバイスは、ガラス窓
（ｎ＝１．５１）に一時的に接着される可塑化ＰＶＣフィルム（ｎ＝１．５３）（又は他
の低粘着性材料）の場合のようにライトガイドよりも低い屈折率をもつ材料に光学的に結
合されるように設計することができる。
【０１４２】
　一実施形態では、ライトガイドの少なくとも１つの表面上にクラッドが適用され（例え
ば被覆され又は同時押出され）、結合ライトガイド上のクラッドは、その後、除去される
。さらなる実施形態では、結合ライトガイドに対応する領域がクラッドを有さないように
、クラッドがライトガイドの表面上に適用される（又はライトガイドがクラッドの表面上
に適用される）。例えば、中央領域においてクラッド材料をライトガイドフィルム上に押
し出す又は被覆することができ、フィルムの外側は結合ライトガイドを備えるであろう。
同様に、クラッドは、１つ又は複数の光源又は光入力面に密接して配置される領域におい
て結合ライトガイド上には存在しなくてもよい。
【０１４３】
　一実施形態では、結合ライトガイドの２つ以上のコア領域は、結合ライトガイドの光入
力面縁から１ミリメートル、２ミリメートル、４ミリメートル、及び８ミリメートルから
なる群から選択された距離内に配置された結合ライトガイドの領域においてコア領域の間
にクラッド領域を備えない。さらなる実施形態では、結合ライトガイドの２つ以上のコア
領域は、結合ライトガイドの光入力面縁から、光源からの光を受光するために配置される
結合ライトガイドのコアの組み合わされた厚さの１０％、２０％、５０％、１００％、２
００％、及び３００％からなる群から選択された距離内に配置された結合ライトガイドの
領域においてコア領域の間にクラッド領域を備えない。一実施形態では、光入力面の近傍
の領域における結合ライトガイドはコア領域の間にクラッドを備えず（しかし結合ライト
ガイドの集合体の外面上にクラッドを含有してもよい）、結合ライトガイドは屈折率整合
接着剤又は材料と光学的に一緒に結合され、又は結合ライトガイドは、熱及び圧力を適用
することによって一緒に光学的に接着され、溶融され、又は熱機械的に溶接される。さら
なる実施形態では、光源は、０．５ミリメートル、１ミリメートル、２ミリメートル、４
ミリメートル、及び６ミリメートルからなる群から選択された１つ未満である結合ライト
ガイドの光入力面との距離に配置され、結合ライトガイドの厚さ方向に平行な第１の方向
の光入力面の寸法は、第１の方向の光源の発光面の寸法の１００％、１１０％、１２０％
、１３０％、１５０％、１８０％、及び２００％からなる群から選択された１つよりも大
きい。別の実施形態では、結合ライトガイドのコア領域の間に屈折率整合材料を配置する
こと又は光源の近傍の領域において結合ライトガイドを光学的に一緒に結合する又はボン
ディングすることは、結合ライトガイドの光入力縁に実質的に延びるクラッド領域をもつ
結合ライトガイドの中に結合されることになる光の１０％、２０％、３０％、４０％、及
び５０％からなる群から選択された少なくとも１つの割合だけ多い光を結合ライトガイド
の中に光学的に結合する。一実施形態では、屈折率整合接着剤又は材料は、０．１、０．
０８、０．０５、及び０．０２からなる群から選択された１つ未満のコア領域からの屈折
率の差異を有する。別の実施形態では、屈折率整合接着剤又は材料は、コア領域の屈折率
の０．１、０．０８、０．０５、及び０．０２からなる群から選択された１つ未満だけ大
きい屈折率を有する。さらなる実施形態では、クラッド領域は、結合ライトガイドのコア
領域の第１の組と結合ライトガイドの第２の組との間に配置され、屈折率整合領域は、結
合ライトガイドのコア領域の間に配置され、又はそれらは一緒に溶融される。さらなる実
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施形態では、光源の光軸の第１の角度内の光源の光放出領域の幾何学的中心からの光を受
光するために配置される結合ライトガイドは、コア領域の間に配置されたクラッド領域を
有し、第１の角度よりも大きい角度でのコア領域は、結合ライトガイドのコア領域の間に
配置された屈折率整合領域を有し、又はそれらは一緒に溶融される。一実施形態では、第
１の角度は、１０度、２０度、３０度、４０度、５０度、及び６０度からなる群から選択
される。上述の実施形態では、クラッド領域は、低屈折率材料又は空気であってもよい。
さらなる実施形態では、結合ライトガイドの中に結合される光源からの光を受光するため
に配置される領域における結合ライトガイドの全厚さは、ライトガイド領域の厚さのｎ倍
未満であり、ここでｎは結合ライトガイドの数である。さらなる実施形態では、結合ライ
トガイドの中に結合される光源からの光を受光するために配置される領域における結合ラ
イトガイドの全厚さは、ライトガイド領域内のライトガイド層の厚さのｎ倍に実質的に等
しい。
【０１４４】
　クラッドの厚さ
　一実施形態では、ライトガイドのクラッド層の一方又は両方の平均厚さは、１００ミク
ロン、６０ミクロン、３０ミクロン、２０ミクロン、１０ミクロン、６ミクロン、４ミク
ロン、２ミクロン、１ミクロン、０．８ミクロン、０．５ミクロン、０．３ミクロン、及
び０．１ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。
【０１４５】
　内部全反射条件では、より濃密な領域からのエバネッセント波光の、より希薄な媒体中
の光の振幅が境界面での１／ｅである境界面からのより希薄な媒体中への貫入深さλｅは
、次式によって与えられ、
【０１４６】
【数２】

【０１４７】
　式中、λ０は、真空中での光の波長であり、ｎｓは、より濃密な媒体（コア領域）の屈
折率であり、ｎｅは、より希薄な媒体（クラッド層）の屈折率であり、θｉは、より濃密
な媒体内の境界面の入射角である。貫入深さに関する式は、臨界角を超える多くの角度範
囲にわたって、ライトガイド内を伝搬する光がライトガイド条件を維持するのに非常に厚
いクラッドの厚さを必要としないことを例証する。例えば、屈折率１．３３のフルオロポ
リマークラッド材料を伴う屈折率１．４７のシリコーンフィルムベースのコア領域内を伝
搬する４００ナノメートル～７００ナノメートルの可視波長範囲内の光は、約６５度での
臨界角を有し、７０度から９０度までの間で伝搬する光は、約０．３ミクロン未満の１／
ｅ貫入深さ、λｅを有する。この例では、クラッド領域の厚さは、約０．３ミクロンとす
ることができ、ライトガイドは、境界面の法線から約７０度及び９０度からのライトガイ
ド条件での可視光透過を顕著に維持するであろう。別の実施形態では、コア層と１つ又は
複数のクラッド層との厚さの比は、２、４、６、８、１０、２０、３０、４０、及び６０
対１からなる群から選択された１つよりも大きい。一実施形態では、クラッドが光放出領
域及び結合ライトガイドの上を延びる場所のコア対クラッド層の高い厚さ比は、クラッド
領域が光入力面でより低い割合の表面積を表すので、より多くの光が光入力面でコア層の
中に結合されることを可能にする。
【０１４８】
　一実施形態では、クラッド層は、シリコーンベースの接着剤、アクリレートベースの接
着剤、エポキシ、放射線硬化型接着剤、ＵＶ硬化型接着剤、又は他の光伝送接着剤のよう
な接着剤を備える。クラッド層材料は、光散乱ドメインを備えてもよく、光を異方的に又
は等方的に散乱させてもよい。一実施形態では、クラッド層は、米国特許第６，７２７，
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３１３号で説明されるもののような接着剤である。別の実施形態では、クラッド材料は、
米国特許第６，７７３，８０１号で説明されるもののような低屈折率をもつ２００ｎｍ未
満のサイズのドメインを備える。米国特許第６，８８７，３３４号及び第６，８２７，８
８６号並びに米国特許出願整理番号第１１／７９５，５３４号で開示されたもののような
他の低屈折率材料、フルオロポリマー材料、ポリマー、及び接着剤が用いられてもよい。
【０１４９】
　別の実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドの少なくとも１つの側部上に、ライ
トガイド内のコアとクラッドとの境界面法線から８０、７０、６０、５０、４０、３０、
２０、及び１０度からなる群から選択された角度θで０．１～１０、０．５～５、０．８
～２、０．９～１．５、１～１０、０．１～１、及び１～５倍の１／ｅ貫入深さ、λｅか
らなる群から選択されたλｅ内の厚さをもつクラッドを有するライトガイドを備え、光出
力カプラ又は光抽出領域（又はフィルム）は、クラッド層と光学的に接触する状態にある
ときに入射光の第１の部分をライトガイドの外に結合するために配置される。例えば、一
実施形態では、高屈折率光散乱機能部（ＴｉＯ２又は高屈折率ガラス粒子、ビーズ、又は
フレークのような）を備える取り外し可能及び交換可能な光抽出フィルムは、厚さλｅの
アモルファスフルオロポリマークラッドを伴うポリカーボネートライトガイドを備える照
明器具におけるライトガイドのクラッド層上に配置される。この実施形態では、散乱機能
部をもつ取り外し可能及び交換可能な光抽出フィルムの領域において、光はライトガイド
から減衰され、ライトガイドを抜けることがある。この実施形態では、光抽出領域又はフ
ィルムは、ライトガイドの外に光を結合するためにクラッド領域を伴うライトガイドと共
に用いられてもよい。この実施形態では、クラッド領域は、ユーザが光出力特性を構成で
きるようにするために光抽出フィルムを依然として取り外し可能及び交換可能にする一方
で、ライトガイドを（例えば表面と接触しているときに、引っかき傷、意図しない内部全
反射減衰又は吸収から）保護する一助となることができる。別の実施形態では、光出力結
合フィルム、分配ライトガイド、及び光抽出機能部からなる群から選択された少なくとも
１つのフィルム又はコンポーネントは、クラッド領域に光学的に結合され、クラッド領域
の上に配置され、又はクラッド領域の中に形成され、光の第１の部分をライトガイド及び
クラッド領域の外に結合する。一実施形態では、第１の部分は、ライトガイド内又は薄い
クラッド層及びフィルム又はコンポーネントを備える領域内の光束の５％、１０％、１５
％、２０％、３０％、５０％、及び７０％からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０１５０】
　一実施形態では、光源からの光を受光するために配置される光入力面は、クラッド層を
有さない。一実施形態では、光入力面におけるクラッド領域とコア層領域との比は、０よ
りも大きく、０．５、０．４、０．３、０．２、０．１、０．０５、０．０２、及び０．
０１からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、光入力面で少なくと
も５％のピーク光度をもつ光源からの光を受光する光入力面の領域におけるクラッド領域
とコア層領域との比は、０よりも大きく、且つ０．５、０．４、０．３、０．２、０．１
、０．０５、０．０２、及び０．０１からなる群から選択された１つ未満である。
【０１５１】
　クラッド層材料
　フルオロポリマー材料は、低屈折率クラッド材料として用いられてもよく、２つの基本
クラスのうちの１つに概して分類されてもよい。第１のクラスは、フッ化ビニリデン（Ｖ
ＤＦ）モノマー及びヘキサフルオロプロピレン（ＨＦＰ）モノマー並びに随意的にテトラ
フルオロエチレン（ＴＦＥ）モノマーから誘導された分子内重合単位（ｉｎｔｅｒｐｏｌ
ｙｍｅｒｉｚｅｄ　ｕｎｉｔｓ）を含むアモルファスフルオロポリマーのものを含む。こ
うした例は、３Ｍ　ＣｏｍｐａｎｙからＤｙｎｅｏｎ（商標）Ｆｌｕｏｒｏｅｌａｓｔｏ
ｍｅｒ　ＦＣ２１４５及びＦＴ２４３０として市販されている。実施形態で用いることが
できる付加的なアモルファスフルオロポリマーは、例えば、ＶＤＦ－クロロトリフルオロ
エチレンコポリマーである。１つのこうしたＶＤＦ－クロロトリフルオロエチレンコポリ
マーは、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙから入手可能なＫｅｌ－Ｆ（商標）３７００として商業的
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に公知である。本明細書で用いられる場合のアモルファスフルオロポリマーは、本質的に
結晶性をもたない又は例えば示差走査熱量測定（ＤＳＣ）によって判定された場合に著し
い融点を有さない材料である。この説明の目的上、コポリマーは、２つ以上の異種のモノ
マーの同時重合から得られるポリマー材料として定義され、ホモポリマーは、単一のモノ
マーの重合から得られるポリマー材料である。
【０１５２】
　実施形態において有用な第２の著しいクラスのフルオロポリマーは、ポリフッ化ビニリ
デン（Ｄｙｎｅｏｎ（商標）ＰＶＤＦとして３Ｍ　ｃｏｍｐａｎｙから市販されているＰ
ＶＤＦ、又はＴＦＥ－ＨＦＰ－ＶＤＦの結晶マイクロ構造に基づくもののようなＴＦＥの
より好ましい熱可塑性コポリマーのような、結晶融点を含むＴＦＥ又はＶＤＦのようなフ
ッ素化モノマーに基づくホモ及びコポリマーである。こうしたポリマーの例は、商標名Ｄ
ｙｎｅｏｎ（商標）Ｆｌｕｏｒｏｐｌａｓｔｉｃｓ　ＴＨＶ（商標）２００の下で３Ｍか
ら入手可能なポリマーである。
【０１５３】
　これらのクラスのフルオロポリマーの一般的説明及び調製は、Ｅｎｃｙｃｌｏｐｅｄｉ
ａ　Ｃｈｅｍｉｃａｌ　Ｔｅｃｈｎｏｌｏｇｙ、Ｆｌｕｏｒｏｃａｒｂｏｎ　Ｅｌａｓｔ
ｏｍｅｒｓ、Ｋｉｒｋ－Ｏｔｈｍｅｒ（１９９３）で、又はＭｏｄｅｒｎ　Ｆｌｕｏｒｏ
ｐｏｌｙｍｅｒｓ、Ｊ．Ｓｃｈｅｉｒｓ　Ｅｄ、（１９９７）、Ｊ　Ｗｉｌｅｙ　Ｓｃｉ
ｅｎｃｅ、Ｃｈａｐｔｅｒｓ２、１３、及び３２（ＩＳＢＮ０－４７１－９７０５５－７
）において見出すことができる。
【０１５４】
　一実施形態では、フルオロポリマーは、テトラフルオロエチレン（「ＴＦＥ」）、ヘキ
サフルオロプロピレン（「ＨＦＰ」）、及びフッ化ビニリデン（「ＶｄＦ」「ＶＦ２」）
として知られている構成モノマーから形成されたコポリマーである。これらの構成成分の
モノマー構造を以下に（１）、（２）、及び（３）として示す。
ＴＦＥ：ＣＦ２＝ＣＦ２（１）
ＶＤＦ：ＣＨ２＝ＣＦ２（２）
ＨＦＰ：ＣＦ２＝ＣＦ－ＣＦ３（３）
【０１５５】
　一実施形態では、好ましいフルオロポリマーは、構成モノマーのうちの少なくとも２つ
（ＨＦＰ及びＶＤＦ）からなり、より好ましくは変化するモル量の構成モノマーの３つす
べてからなる。上記には示されないが実施形態において同じく有用となる可能性がある付
加的なモノマーは、一般構造式：ＣＦ２＝ＣＦ－ＯＲ　ｆのペルフルオロビニルエーテル
モノマーを含み、式中、Ｒ　ｆは、１～８個の炭素の分岐又は線状ペルフルオロアルキル
ラジカルとすることができ、酸素のような付加的なヘテロ原子を自身に含有することがで
きる。特定の例は、ペルフルオロメチルビニルエーテル、ペルフルオロプロピルビニルエ
ーテル、及びペルフルオロ（３－メトキシ－プロピル）ビニルエーテルである。付加的な
モノマーの例は、３Ｍに割り当てられたＷｏｒｍのＷＯ００／１２７５４、及びＣａｒｌ
ｓｏｎの米国特許第５，２１４，１００号において見出される。米国特許出願整理番号第
１１／０２６，６１４号で開示されたもののような他のフルオロポリマー材料が用いられ
てもよい。
【０１５６】
　一実施形態では、クラッド材料は複屈折であり、少なくとも第１の方向の屈折率は、こ
れが光学的に結合されるライトガイド領域、ライトガイドコア、又は材料の屈折率よりも
小さい。
【０１５７】
　材料を通して伝搬する平行化された光は、散乱（散乱損失係数）、吸収（吸収係数）、
又は散乱と吸収の組合せ（減弱係数）に起因して材料を通過した後で強度が低減される場
合がある。一実施形態では、クラッドは、４００ナノメートルから７００ナノメートルま
での可視波長スペクトルにわたって０．０３ｃｍ－１、０．０２ｃｍ－１、０．０１ｃｍ
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－１、及び０．００５ｃｍ－１からなる群から選択された１つ未満である平行化された光
に関する平均吸収係数をもつ材料を含む。別の実施形態では、クラッドは、４００ナノメ
ートルから７００ナノメートルまでの可視波長スペクトルにわたって０．０３ｃｍ－１、
０．０２ｃｍ－１、０．０１ｃｍ－１、及び０．００５ｃｍ－１からなる群から選択され
た１つ未満である平行化された光に関する平均散乱損失係数をもつ材料を含む。別の実施
形態では、クラッドは、４００ナノメートルから７００ナノメートルまでの可視波長スペ
クトルにわたって０．０３ｃｍ－１、０．０２ｃｍ－１、０．０１ｃｍ－１、及び０．０
０５ｃｍ－１からなる群から選択された１つ未満である平行化された光に関する平均減弱
係数をもつ材料を含む。
【０１５８】
　さらなる実施形態では、ライトガイドは、軟質コア層（軟質シリコーン又はシリコーン
エラストマーのような）を実質的に保護する硬質クラッド層を備える。
【０１５９】
　一実施形態では、ライトガイドは、５０未満のデュロメータショアＡ硬度（ＪＩＳ）を
もつコア材料と、５０を超えるデュロメータショアＡ硬度（ＪＩＳ）をもつ少なくとも１
つのクラッド層とを備える。一実施形態では、ライトガイドは、２ＭＰａ未満のＡＳＴＭ
　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつコア材料と、摂氏２５度で２ＭＰａを超えるＳＴＭ　Ｄ
６３８－１０ヤング率をもつ少なくとも１つのクラッド層とを備える。別の実施形態では
、ライトガイドは、１．５ＭＰａ未満のＡＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつコア材
料と、摂氏２５度で２ＭＰａを超えるＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつ少なくとも
１つのクラッド層とを備える。さらなる実施形態では、ライトガイドは、１ＭＰａ未満の
ＡＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつコア材料と、摂氏２５度で２ＭＰａを超えるＳ
ＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつ少なくとも１つのクラッド層とを備える。
【０１６０】
　一実施形態では、ライトガイドは、２ＭＰａ未満のＡＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率
をもつコア材料を含み、ライトガイドフィルムは摂氏２５度で２ＭＰａを超えるＳＴＭ　
Ｄ６３８－１０ヤング率を有する。別の実施形態では、ライトガイドは、１．５ＭＰａ未
満のＡＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつコア材料を含み、ライトガイドフィルムは
摂氏２５度で２ＭＰａを超えるＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率を有する。一実施形態で
は、ライトガイドは、１ＭＰａの未満ＡＳＴＭ　Ｄ６３８－１０ヤング率をもつコア材料
を含み、ライトガイドフィルムは摂氏２５度で２ＭＰａを超えるＳＴＭ　Ｄ６３８－１０
ヤング率を有する。
【０１６１】
　別の実施形態では、クラッドは、マイクロ構造又はナノ構造に起因してコア層よりも小
さい有効屈折率をもつ材料を含む。別の実施形態では、クラッド層は、クラッド層の有効
屈折率が多孔性領域の周りの材料の有効屈折率よりもであるように、１．２未満の屈折率
をもつ空気又は他のガス又は材料を含む多孔性領域を備える。例えば、一実施形態では、
クラッド層は、コア層よりも小さい有効屈折率をもつクラッド層をもたらす、コア層上に
配置されるエアロゲル又はナノ構造化された材料の構成である。一実施形態では、ナノ構
造化された材料は、１０００、５００、３００、２００、１００、５０、２０、１０、５
、及び２ナノメートルからなる群から選択された１つ未満であるコア層表面に平行又はコ
ア層表面に垂直な平面内の平均直径又は寸法をもつファイバ、粒子、又はドメインを含む
。例えば、一実施形態では、クラッド層は、限定ではなしに、セルロース、ポリエステル
、ＰＶＣ、ＰＴＦＥ、ポリスチレン、ＰＭＭＡ、ＰＤＭＳ、又は他の光伝送又は部分光伝
送材料のようなポリマー材料を含むナノ構造化されたファイバを含むコーティングである
。別の実施形態では、普通は１メートルを超える長さのライトガイドのためのコア又はク
ラッド材料として用いるには多すぎる光をバルクの形態（ＨＤＰＥ又はポリプロピレンの
ような）で散乱させる（例えば１メートルの長さにわたって光をライトガイドの外に１０
％以上散乱させる）材料が、ナノ構造化された形態で用いられる。例えば、一実施形態で
は、フィルムベースのライトガイド上のナノ構造化されたクラッド材料は、バルク固体の
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形態（実質的にヘイズを最小にするように設計されるフィルム処理条件の下で体積で（ｖ
ｏｌｕｍｅｔｒｉｃａｌｌｙ）又は表面上に機械的に形成された物理的構造体なしに形成
された厚さ２００ミクロンの均一なフィルムのような）に形成されたときに、０．５％を
超えるＡＳＴＭヘイズを有する。
【０１６２】
　さらなる実施形態では、マイクロ構造化された又はナノ構造化されたクラッド材料は、
マイクロ構造化された又はナノ構造化されたクラッド材料と物理的に接触する状態で配置
される光抽出機能部の中に光を「ウエットアウト」する又は光学的に結合することになる
構造体を含む。例えば、一実施形態では、光抽出機能部は、ナノ構造化されたクラッド領
域と密接する又は接触するときにクラッド領域からの光を結合するナノ構造化された表面
機能部を備える。一実施形態では、マイクロ構造化された又はナノ構造化されたクラッド
材料は、２つの構造体を備える領域における有効屈折率が光抽出機能部のないクラッド領
域の有効屈折率よりも大きいように、雄・雌部分又は他の単純な又は複雑な補足的な構造
体のような光抽出機能部構造体への補足的な構造体を有する。
【０１６３】
　反射要素
　一実施形態では、光源、光入力面、光入力カプラ、結合ライトガイド、ライトガイド領
域、及びライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つは、これに光学的に結合
され、これに隣接して配置され、又はこれからの光を受光するために配置される反射要素
又は反射面を備え、反射領域は、鏡面反射領域、拡散反射領域、領域上の金属コーティン
グ（ＩＴＯ　コーティング、アルミナイズを施したＰＥＴ、銀コーティングなどのような
）、多層リフレクタ、ダイクロイックリフレクタ、多層ポリマーリフレクタ、巨大な複屈
折光学フィルム、強化された鏡面反射フィルム、コーティング又は層内の反射インク又は
粒子、及び二酸化チタン、硫酸バリウム、及び空隙からなる群から選択された少なくとも
１つを含む白色反射フィルムからなる群から選択された１つである。別の実施形態では、
発光デバイスは、ライトガイドを備え、光リサイクル要素、７０％を超える拡散反射率（
鏡面反射成分が含まれる）をもつ鏡面反射テープ、逆反射フィルム（コーナーキューブフ
ィルム又はガラスビーズベースの逆反射フィルムのような）、白色反射フィルム、及びア
ルミニウムハウジングからなる群から選択された少なくとも１つの光反射材料は、ライト
ガイドからの光を受光し、光の第１の部分をライトガイドの中に戻るように再誘導するた
めに配置されるライトガイドの少なくとも１つの縁領域の付近に配置され又は光学的に結
合される。別の実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドを備え、少なくとも１つの
光吸収材料５０％未満の拡散反射率（鏡面反射成分が含まれる）をもつ光吸収テープ、光
吸収色素又は顔料を含む領域、カーボンブラック粒子を含む領域、光吸収インク、塗料、
フィルム、又は表面を含む領域からなる群から選択され、黒色材料は、ライトガイドから
の光を受光し、光の第１の部分をライトガイドの中に戻るように再誘導するために配置さ
れるライトガイドの少なくとも１つの縁領域の付近に配置され又は光学的に結合される。
さらなる実施形態では、上述のタイプの光反射材料及び光吸収材料は、ライトガイドから
の光を受光し、光の第１の部分をライトガイドの中に戻るように再誘導し、入射光の第２
の部分を吸収するために配置されるライトガイドの少なくとも１つの縁領域の付近に配置
され又は光学的に結合される。一実施形態では、光反射又は光吸収材料は、ライトガイド
フィルムの表面上に接着されるインク又はテープのラインの形態である。一実施形態では
、光反射材料は、ライトガイドの縁の付近のライトガイドの頂面、縁、及び底面に接着さ
れる鏡面反射テープである。別の実施形態では、光吸収材料は、ライトガイドの縁の付近
のライトガイドの頂面、縁、及び底面に接着される光吸収テープである。別の実施形態で
は、光吸収材料は、ライトガイドフィルムの縁、縁の付近の頂面、及び縁の付近の底面か
らなる群から選択された少なくとも１つに接着される光吸収インク又は塗料（黒色アクリ
ルベースの塗料のような）である。
【０１６４】
　一実施形態では、発光デバイスは、照らされるべきディスプレイ又は他の物体を照らす
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バックライトであり、光放出領域、ライトガイド、又はライトガイド領域は、反射表面又
は要素と照らされるべき物体との間に配置される。別の実施形態では、反射要素は、帝人
（日本）からのＴＥＴＯＲＯＮ（登録商標）フィルムＵＸシリーズのような有孔（ｖｏｉ
ｄｅｄ）白色ＰＥＴフィルムである。一実施形態では、反射要素又は反射面は、６０％、
７０％、８０％、９０％、及び９５％からなる群から選択された１つよりも大きいＭｉｎ
ｏｌｔａｃｍ５０８Ｄ分光計で測定した鏡面反射成分が含まれる拡散反射率ｄ／８（ＤＲ
－ＳＣＩ）を有する。別の実施形態では、反射要素又は反射面は、６０％、７０％、８０
％、９０％、及び９５％からなる群から選択された１つよりも大きいＭｉｎｏｌｔａｃｍ
５０８Ｄ分光計で測定した鏡面反射成分を除外した拡散反射率ｄ／８（ＤＲ－ＳＣＥ）を
有する。別の実施形態では、反射要素又は反射面は、６０％、７０％、８０％、９０％、
及び９５％からなる群から選択された１つよりも大きい鏡面反射率を有する。本明細書で
定義される場合の鏡面反射率は、反射光の光軸を中心とする１０度（全角（ｆｕｌｌ　ａ
ｎｇｌｅ））の円錐内にある５３２ナノメートルレーザによって照らされる表面から反射
された光の割合である。これは、積分球を用いることによって測定することができ、積分
球のための孔開口部は、取り込まれた光の角度の広がり（ａｎｇｕｌａｒ　ｅｘｔｅｎｔ
）が１０度の全角であるように反射点から或る距離に位置決めされる。反射の割合は、公
知の鏡面反射率をもつ反射率標準、極めて低いレベルの散乱を有する反射率標準、フィル
ム、又は物体に対して測定される。
【０１６５】
　光反射光学要素はまた第２の要素である
　入射光を反射させることに加えて、一実施形態では、光反射要素はまた、光ブロック要
素、低接触面積のカバー要素、ハウジング要素、光平行化光学要素、光方向転換光学要素
、及び熱伝達要素からなる群から選択された少なくとも１つの第２の要素である。別の実
施形態では、光反射光学要素は、光反射光学要素の領域内の第２の要素である。さらなる
実施形態では、光反射光学要素は、屈曲領域、タブ領域、穴領域、層領域、又は延長され
た領域、すなわち、又はそのコンポーネントを形成する、第２の要素を備える。例えば、
有孔ＰＥＴ拡散反射フィルムを備える散乱光反射要素は、拡散反射を提供するためにライ
トガイド領域に隣接して配置されてもよく、フィルムは、屈曲され及び光源からの入射光
を平行化するように機能する、フィルムの延長された領域上の鏡面反射金属化コーティン
グをさらに備えてもよい。別の実施形態では、光反射光学要素の第２の要素又は第２の領
域は、光反射光学要素の１つ又は複数の領域と連続する。さらなる実施形態では、光反射
光学要素は、第２の要素に物理的に結合される領域、コーティング、要素、又は層である
。別の実施形態では、第２の要素は、光反射光学要素に物理的に結合される領域、コーテ
ィング、要素、又は層である。例えば、一実施形態では、光反射光学要素は、ポリウレタ
ン及び表面レリーフプロフィールを備える透明な低接触面積のフィルムの後ろに接着され
る金属化ＰＥＴフィルムであり、フィルムの組合せは、１つ又は複数の結合ライトガイド
の周りを包むためにライトガイド領域の下から延びる。さらなる実施形態では、光反射光
学要素は、フィルムベースのライトガイドに物理的に及び／又は光学的に結合され、結合
ライトガイドを生じる同じ切断プロセス中に切断され、光反射光学要素は、光平行化光学
要素又は光方向転換光学要素を形成するために角度をつけられ、湾曲され、又は後で角度
つけられ又は湾曲される領域に切断される。光反射光学要素のタブ領域、光反射領域、又
は他の領域のサイズ、形状、量、配向、材料、及び場所は、光学要素、ディスプレイ、照
明器具などの技術分野では公知のような光学的（効率、光平行化、光再誘導など）利点、
機械的（剛性、他の要素との接続、位置合わせ、製造のしやすさなど）利点、又はシステ
ム（低減した体積、増加した効率、色混合のような付加的な機能性）利点を提供するため
に必要に応じて変化してもよい。例えば、入射光を鏡面反射させる光反射光学要素のタブ
領域は、角度ＦＷＨＭ強度、光束、配向、均一性、又は光プロフィールが制御されるよう
に放物線形、多項式（ｐｏｌｙｎｏｍｉａｌ）、又は他の幾何学的断面形状を備えてもよ
い。例えば、１つ又は複数のタブ領域の湾曲した断面形状は、複合放物面集光器の断面形
状であってもよい。別の実施形態では、光反射光学要素は、発光デバイスの第２の要素又
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はコンポーネントとの位置合わせ、位置、接着、物理的結合、及び光学的結合からなる群
から選択された少なくとも１つを容易にするために、形状、サイズ、又は場所が発光デバ
イスの他の要素に対応する穴領域、タブ領域、接着剤領域、又は他の位置合わせ、物理的
結合、光結合、又は位置決め領域を備える。例えば、光反射光学要素は、実質的に平坦な
光放出領域の下に配置され、光源の付近の領域の中に延び、折り畳まれる延長されたタブ
又は折り畳み領域を備え、光平行化要素の少なくとも１つの外面に光学的に結合される、
鏡面反射性又はミラー状の金属化ＰＥＴであってもよい。この実施形態では、光反射光学
要素はまた、光平行化光学要素のコンポーネントである。別の実施形態では、光反射光学
要素は、延長された領域は、光反射光学要素に光学的に結合される、折り畳まれていない
結合ライトガイドの表面を備える平面に垂直な平面内で光源からの光の一部を平行化する
光平行化光学要素の角度のついた表面に光学的に結合されるように、感圧接着剤を用いて
折り畳まれていない結合ライトガイドに光学的に結合され、光源の方に延長される、鏡面
反射金属化ＰＥＴフィルムである。
【０１６６】
　一実施形態では、光反射要素はまた、光ブロック要素であり、光反射要素は、光入力カ
プラ、結合ライトガイド、光源、光再誘導光学要素、光平行化光学要素、光混合領域、ラ
イトガイド領域を抜ける光の第１の部分をブロックする。別の実施形態では、光反射要素
は、迷光、望ましくない光、又は所定の光放出領域又は光再誘導面の可視性がディスプレ
イ、標識、又は発光デバイスの観察者に到達するのを防ぐ。例えば、金属化された鏡面反
射ＰＥＴフィルムは、光をライトガイド領域の１つの側部からライトガイド領域の方に戻
るように反射させるために配置され、且つまた、金属化ＰＥＴフィルムをスタックに接着
し及び迷光が結合ライトガイドを抜けて見えるようになるのをブロックするために結合ラ
イトガイド（ライトガイドのためのクラッド層であってもよい）に光学的に結合されるＰ
ＳＡを用いて結合ライトガイドのスタックの周りを包むように延びてもよい。
【０１６７】
　一実施形態では、光反射要素はまた、低接触面積のカバーである。例えば、一実施形態
では、光反射要素は、表面レリーフ機能部を備えるメタクリレートベースのコーティング
を備える金属化ＰＥＴフィルムである。この実施形態では、光反射要素は、空気がクラッ
ド領域として用いられるときに結合ライトガイドから光を著しく抽出することなくスタッ
クの周りを包んでもよい。別の実施形態では、反射要素は、反射表面が平らではなく、光
反射フィルムと１つ又は複数の結合ライトガイド又はライトガイド領域との間の接触面積
が低い割合の露出表面積であるように、平面的でない領域を有する。
【０１６８】
　別の実施形態では、光反射要素はまた、ハウジング要素である。例えば、一実施形態で
は、光反射要素は、結合ライトガイドのためのハウジングの内壁上の反射性コーティング
である。ハウジングは、反射表面を有してもよく、又は内部から光を反射させてもよい（
内部反射層又は材料のような）。光反射要素は、発光デバイスのライトガイド領域又は他
のライトガイド又はコンポーネントのためのハウジングであってもよい。
【０１６９】
　さらなる実施形態では、光反射要素はまた、光が１つ又は複数の結合ライトガイドに入
る前に光源からの光の角度半値全幅強度を減らするために配置された光平行化光学要素で
ある。一実施形態では、光反射光学要素は、鏡面反射多層ポリマーフィルムである（巨大
な複屈折光学フィルムのような）ライトガイドフィルムの光放出領域の１つの側部上に配
置され、屈曲され又は折り畳まれて、光源からの光を受光し及び反射させ且つ光を１つ又
は複数の結合ライトガイドの入力面の方に平行化する角度のついた又は湾曲した形状を形
成する折畳部又は湾曲した領域と共に、光源に向かう方向に延長される。光源からの光を
受光するために配置される異なる領域に対して異なる形状又は配向の光反射面を提供する
ために、１つよりも多い折畳部又は湾曲した領域が用いられてもよい。例えば、フィルム
ベースのライトガイドのライトガイド領域に配置され、低屈折率ＰＳＡクラッド層を用い
て光学的に結合される、強化された鏡面反射多層ポリマーフィルム（巨大な複屈折光学フ
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ィルムのような）は、光源の方に延びてもよく、保護し及び迷光をブロックするためにク
ラッド領域の周りを包む第１の延長された領域を備え、且つ折り畳まれる２つのタブ及び
キャビティを備える延長された領域をさらに備え、光源は、第１の平面内の光源からの光
が延長された領域タブによって平行化されるように配置されてもよい。一実施形態では、
発光デバイスにおける別のコンポーネントに物理的に結合される（フィルムベースのライ
トガイド又は結合ライトガイドのような）光反射要素の使用は、光平行化光学要素タブ又
は光反射要素の反射領域を位置合わせするためのアンカー又は位置合わせ支援を提供する
。
【０１７０】
　さらなる実施形態では、光反射要素はまた、光の光軸を第１の平面内で再誘導するため
に配置される光方向転換光学要素である。一実施形態では、光反射光学要素は、ライトガ
イドフィルムの光放出領域の１つの側部上に配置され、屈曲され又は折り畳まれて、光源
からの光を受光し及び反射させ且つ入射光の光軸を１つ又は複数の結合ライトガイドの入
力面の方に再誘導する角度のついた又は湾曲した形状を形成する折畳部又は湾曲した領域
と共に、光源に向かう方向に延長される、鏡面反射多層ポリマーフィルムである（巨大な
複屈折光学フィルムのような）。光源からの光を受光するために配置される異なる領域に
対して異なる形状又は配向の光反射面を提供するために、１つよりも多い折畳部又は湾曲
した領域が用いられてもよい。例えば、フィルムベースのライトガイドのライトガイド領
域に配置され、低屈折率ＰＳＡクラッド層を用いて光学的に結合される、鏡面反射多層ポ
リマーフィルムは、光源の方に延びてもよく、保護し及び迷光をブロックするためクラッ
ド領域の周りを包む第１の延長された領域を備え、且つ折り畳まれる２つのタブ及びキャ
ビティを備える延長された領域をさらに備え、光源は、第１の方向の第１の平面内の光源
からの光の光軸が延長された領域タブによって第１の方向とは異なる第２の方向に再誘導
されるように配置されてもよい。一実施形態では、発光デバイスにおける別のコンポーネ
ント（フィルムベースのライトガイド又は結合ライトガイドのような）に物理的に結合さ
れる光反射要素の使用は、光方向転換光学要素タブ又は光反射要素の反射領域を位置合わ
せするためのアンカー又は位置合わせ支援を提供する。
【０１７１】
　さらなる実施形態では、光反射要素はまた、光源から遠ざかる方に熱を伝達する熱伝達
要素である。例えば、一実施形態では、光反射要素は、光源からの熱がアルミニウムに熱
的に伝達されるように、ライトガイド領域の１つの側部上に配置され、且つ光源に熱的に
結合される回路基板に延び及びこれに熱的に結合される、反射アルミニウムハウジングで
ある。別の例では、光反射光学要素は、フィン又はヒートシンク延長部をもつ押出し領域
をさらに備える（又はこれに熱的に結合される）アルミニウムシートの高い反射率の磨か
れた領域である。別の実施形態では、熱伝達要素は、内部領域に結合ライトガイドを備え
るアルミニウム押出体であり、押出体の内面は、結合ライトガイドから受光した光を結合
ライトガイドの方に戻るように反射させるために配置される光反射光学要素である。別の
実施形態では、熱伝達要素は、内部領域に結合ライトガイドを備えるアルミニウム押出体
であり、押出体は、光源からの光を平行化するために配置される光平行化反射表面をさら
に備える。
【０１７２】
　保護層
　一実施形態では、光入力面、光入力カプラ、結合ライトガイド、ライトガイド領域、及
びライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つは、これに光学的に結合される
、これに物理的に結合される、これに隣接して配置される、又はこれと発光デバイスの発
光面との間に配置される保護要素又は層を備える。保護膜要素は、光入力面、光入力カプ
ラ、結合ライトガイド、ライトガイド領域、及びライトガイドからなる群から選択された
少なくとも１つを、引っかき傷、衝撃、デバイスの落下、及び鋭い物体との相互作用など
から保護するのに適した、より高い引っかき抵抗性、より高い衝撃抵抗性、硬質被覆層、
衝撃吸収層又は他の層又は要素を有することができる。別の実施形態では、ライトガイド
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の少なくとも１つの外面領域（又はその層）は、取り外し可能な保護膜又はマスキングフ
ィルムを備える。例えば、一実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、コア領域
のいずれかの側部上でクラッド領域に物理的に結合される取り外し可能な保護ポリエチレ
ンフィルムを備える。別の実施形態では、クラッド領域のうちの１つは接着剤であり、保
護ポリエチレンフィルムは、フィルムが例えば窓に接着される前の接着剤の汚染を防ぎ、
他のクラッド領域は、２Ｈよりも大きい鉛筆硬度をもつ「硬質被覆」コーティングを備え
、この場合、保護ポリエチレンフィルムは、発光デバイスの設置前の引っかき傷を防ぐ。
【０１７３】
　結合ライトガイドの表面への光の結合
　一実施形態では、光入力カプラの光入力面は、少なくとも１つの結合ライトガイドの少
なくとも１つの表面である。一実施形態では、光は、少なくとも１つの表面上の又はレン
ズ、プリズムレンズ、プリズムフィルム、回折格子、ホログラフィック光学要素、回折光
学要素、ディフューザ、異方性ディフューザ、屈折性表面レリーフ機能部、回折表面レリ
ーフ機能部、体積光再誘導機能部、マイクロスケール体積又は表面レリーフ機能部、ナノ
スケール体積又は表面レリーフ機能部、及び内部全反射体積又は表面機能部からなる群か
ら選択された光学領域を備える少なくとも１つの表面に光学的に結合される少なくとも１
つの光学要素又は機能部による複数の内部全反射のためにライトガイドの中に残るように
結合ライトガイドの中に結合される。光学要素又は機能部は、結合ライトガイドのスタッ
クされた又は所定の物理的に構成された分布で１つ又は幾つかの結合ライトガイド上に組
み込まれてもよい。一実施形態では、光学要素又は機能部は、１つの結合ライトガイド内
又は上の又は複数の結合ライトガイドにわたるパターンで空間的に構成される。一実施形
態では、光学要素又は機能部の結合効率は、３５０ｎｍ～４００ｎｍ、４００ｎｍ～７０
０ｎｍ、４５０ｎｍ～４９０ｎｍ、４９０ｎｍ～５６０ｎｍ、及び６３５ｎｍ～７００ｎ
ｍからなる群から選択された１つから選択された波長範囲にわたって５０％、６０％、７
０％、８０％、及び９０％からなる群から選択された１つよりも大きい。本明細書で定義
される場合の結合効率は、光入力面領域を少し越えたライトガイドの領域にさらに沿って
臨界角よりも大きい角度で結合ライトガイド内に残る光源からの光を受光するために配置
される少なくとも１つの結合ライトガイドの中に結合される少なくとも１つの結合ライト
ガイド上に光を誘導するために配置される入射光源からの光の割合である。一実施形態で
は、２つ以上の結合ライトガイドは、スタックされ又は一緒に束にされ、それらは結合ラ
イトガイドの中に光を結合するために配置される光学要素又は機能部をそれぞれ有し、光
学要素又は機能部は、３５０ｎｍ～４００ｎｍ、４００ｎｍ～７００ｎｍ、４５０ｎｍ～
４９０ｎｍ、４９０ｎｍ～５６０ｎｍ、及び６３５ｎｍ～７００ｎｍからなる群から選択
された１つからなる群から選択された波長範囲にわたって５０％、６０％、７０％、８０
％、及び９０％から選択された１つ未満の結合効率を有する。結合ライトガイドの群をス
タックすることによって、例えば、１つには、入射光の一部が第１の結合ライトガイドを
通して第２の結合ライトガイド上に通過して光が第２の結合ライトガイドの中に結合され
ることを可能にするために、より低い結合効率を用いることができる。一実施形態では、
結合効率は、結合ライトガイドの配置を通して第１の方向に次第に変化し（ｇｒａｄｅｄ
）又は変化し（ｖａｒｉｅｓ）、光反射要素又は領域は、入射光の一部を結合ライトガイ
ドを通して戻るように反射させるために配置される結合ライトガイドの構成の反対の側部
上に配置される。
【０１７４】
　２つ以上の表面の中への光の結合
　一実施形態では、光は、光入力カプラ、結合ライトガイド、光学要素、又はこれらの組
合せを通して発光デバイスにおける少なくとも１つのライトガイドの少なくとも２つの表
面又は表面領域に結合される。別の実施形態では、ライトガイド又はライトガイド領域の
表面を通じて結合される光は、光抽出機能部によって、発光デバイスのライトガイド又は
ライトガイド領域の第２の表面又は第２の表面領域を通して結合される光と同じ又は異な
る光抽出機能部によって誘導される光の角度範囲とは異なる角度範囲に誘導される。別の
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実施形態では、第１の光抽出領域は、第１の表面又は縁を通して入射する光をライトガイ
ドの発光面を出る際に第１の範囲の角度に誘導する光再誘導機能部又は光抽出機能部の第
１の組を備え、第２の光抽出領域は、第２の表面又は縁を通して入射する光をライトガイ
ドの発光面を出る際に第２の範囲の角度に誘導する光再誘導機能部又は光抽出機能部の第
２の組を備える。光再誘導機能部における変化は、機能部の高さ、形状、配向、密度、幅
、長さ、材料、表面の角度、ｘ、ｙ、及びｚ方向の場所を含み、且つ分散相ドメイン、溝
、ピット、マイクロレンズ、プリズム要素、空気キャビティ、中空ミクロスフェア、分散
されたミクロスフェア、及び他の公知の光抽出機能部又は要素を含むがこれらに限定され
ない。別の実施形態では、発光デバイスは、少なくとも１つのライトガイドと、少なくと
も１つのライトガイドの表面を通して光を結合するために配置される第１の光源及び少な
くとも１つのライトガイドの縁を通して光を結合するために配置される第２の光源とを備
え、結合機構は、光入力カプラ、光学要素、結合ライトガイド、表面又は縁に光学的に結
合される光学部品又は結合ライトガイド、回折光学系、ホログラフィック光学要素、回折
格子、フレネルレンズ要素、プリズムフィルム、光再誘導光学系、及び他の光学要素から
なる群から選択される少なくとも１つである。
【０１７５】
　ライトガイドの１つよりも多い縁の近くに配置された光入力カプラ
　一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドの２つの異なる縁の近くに配置された
少なくとも２つの入力領域からの光をライトガイドの中に結合するために配置される複数
の光入力カプラを備える。別の実施形態では、２つの光入力カプラは、ライトガイドの対
向する側部上に配置される。別の実施形態では、光入力カプラは、フィルム型ライトガイ
ドの３つ又は４つの側部に配置される。さらなる実施形態では、１つよりも多い光入力カ
プラ、ハウジング、又は光入力面が、単一の光源、光源パッケージ、光源のアレイ、又は
光源のストリップ（ＬＥＤの実質的にリニアアレイのような）からの光を受光するために
配置される。例えば、ライトガイドの２つの異なる領域に光を結合するために配置される
２つの光入力カプラのための２つのハウジングは、ＬＥＤの実質的にリニアアレイからの
光を受光するために配置される。別の実施形態では、ライトガイドの第１の領域に光学的
に結合される第１の結合ライトガイドの集合体を備える第１の入力面と、第１の領域とは
異なるライトガイドの第２の領域に光学的に結合される第２の結合ライトガイドの集合体
を備える第２の入力面は、同じ光源、複数の光源、パッケージの光源、光源のアレイ又は
集合体、光源の直線アレイ、１つ又は複数のＬＥＤ、ＬＥＤパッケージ、ＬＥＤのリニア
アレイ、及び複数の色のＬＥＤからなる群から選択された１つからの光を受光するために
配置される。
【０１７６】
　ストリップ折り畳みデバイス
　一実施形態では、発光デバイスは、結合ライトガイド又はストリップの折り畳み又は保
持のうちの少なくとも１つを支援するフレーム部材を備える。フレーム部材を用いてフィ
ルムベースのライトガイドのような結合ライトガイドを折り畳む及び保持するための方法
は、国際（ＰＣＴ）公開番号第ＷＯ２００９／０４８８６３及びＡｎｔｈｏｎｙ　Ｎｉｃ
ｈｏｌｓ及びＳｈａｗｎ　Ｐｕｃｙｌｏｗｓｋｉによる２０１０年１月２６日に出願され
た「ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＩＯＮ　ＶＩＡ　ＦＬＥＸＩＢＬＥ　ＴＨＩＮ　ＦＩＬＭＳ」と
題するＰＣＴ出願、米国特許仮出願整理番号第６１／１４７，２１５号及び第６１／１４
７，２３７号で開示され、それぞれの内容は参照により本明細書に組み込まれる。一実施
形態では、結合ライトガイドの折り畳み（又は屈曲）及び／又は保持（又はハウジング）
要素は、剛性のプラスチック材料、黒色有色材料、不透明材料、半透明材料、金属ホイル
、金属シート、アルミニウムシート、及びアルミニウムホイルからなる群から選択された
少なくとも１つから形成される。一実施形態では、折り畳み又は保持材料は、これが折り
畳む又は保持するフィルム又は結合ライトガイドの曲げ剛性（又は曲げ弾性率）の少なく
とも２倍の曲げ剛性又は（曲げ弾性率）を有する。
【０１７７】
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　光入力カプラのためのハウジング又は保持デバイス
　一実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラ及び光源の少なくとも一部を保持し又
は収容するハウジング又は保持デバイスを備える。ハウジング又は保持デバイスは、光入
力カプラ、光源、結合ライトガイド、ライトガイド、光学部品、電気コンポーネント、ヒ
ートシンク、又は他の熱的コンポーネント、取り付け機構、見当合わせ機構、折り畳み機
構デバイス、及びフレームからなる群から選択された少なくとも１つの内部に収納し又は
収容してもよい。ハウジング又は保持デバイスは、複数のコンポーネント又は上述のコン
ポーネントのあらゆる組合せを備えてもよい。ハウジング又は保持デバイスは、粉塵及び
ごみ汚染から保護する、気密シールを提供する、水密シールを提供する、コンポーネント
を収納する又は収容する、電気部品又は光学部品のための安全ハウジングを提供する、結
合ライトガイドの折畳み又は屈曲を支援する、別のコンポーネントに対するライトガイド
、結合ライトガイド、光源、又は光入力カプラの位置合わせ又は保持を支援する、結合ラ
イトガイドの構成を維持する、光をリサイクルする（例えば反射内壁で）、発光デバイス
を外部の物体又は表面に取り付けるための取り付け機構を提供する、迷光が特定の領域を
通り抜けないように不透明容器を提供する、印を表示する又は発光デバイスの外部の物体
に照明を提供するための半透明な表面を提供する、コンポーネントの解放及び互換性のた
めのコネクタを備える、及び他の保持デバイス又はハウジングと接続するためにラッチ又
はコネクタを提供することからなる群から選択された機能のうちの１つ又は複数の役に立
ってもよい。
【０１７８】
　一実施形態では、結合ライトガイドは、ハウジング又は保持要素内で終端する。別の実
施形態では、ハウジング又は保持要素の内面は５０％を超える鏡面反射率又は拡散反射率
を有し、内面は白色又はミラーのように見える。別の実施形態では、ハウジング又は保持
デバイスの外面は５０％を超える鏡面反射率又は拡散反射率を有し、外面は白色又はミラ
ーのように見える。別の実施形態では、ハウジング又は保持デバイスの少なくとも１つの
壁は、５０％未満の鏡面反射率又は拡散反射率を有し、内面は、灰色、黒色、又は非常に
暗いミラーのように見える。別の実施形態では、ハウジング又は保持デバイスの少なくと
も１つの壁又は表面は、不透明であり、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って測定した５０％未
満の光線透過率を有する。別の実施形態では、ハウジング又は保持デバイスの少なくとも
１つの壁又は表面は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って測定した３０％を超える光線透過率
を有し、ハウジング又は保持デバイス内の光源から壁又は表面を出る光は、発光デバイス
のコンポーネントのための照明、発光デバイスの外部の物体のための照明、又は標識、印
を表示するための表面、パッシブディスプレイ、第２のディスプレイ又は印、又はＬＣＤ
のためのバックライト照明を提供するようなアクティブディスプレイの照明を提供する。
【０１７９】
　一実施形態では、ハウジング又は保持デバイスは、ハウジング又は保持デバイスを別の
ハウジング又は保持デバイス、ライトガイド、結合ライトガイド、フィルム、ストリップ
、カートリッジ、１つ又は複数の取り外し可能なコンポーネント、窓又は自動車のような
外部表面、光源、電子装置、又は電気コンポーネント、電子装置又はＬＥＤのような光源
のための回路基板、ヒートシンク又は他の熱的制御要素、発光デバイスのフレーム、及び
発光デバイスの他のコンポーネントに接続し又は保持するためのコネクタ、ピン、クリッ
プ、ラッチ、接着剤領域、クランプ、接合機構、及び他の接続要素又は機械的手段からな
る群から選択された少なくとも１つを備える。
【０１８０】
　別の実施形態では、結合ライトガイドの入力端及び出力端は、磁気的グリップ、機械的
グリップ、クランプ、ねじ、機械的接着、化学接着、分散接着、拡散接着、静電接着、真
空保持、又は接着剤からなる群から選択された少なくとも１つによって、相対位置維持要
素と物理的に接触する状態で保持される。
【０１８１】
　湾曲した又は可撓性のハウジング
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　別の実施形態では、ハウジングは、少なくとも１つの湾曲した表面を備える。湾曲した
表面は、非線形の形状又はデバイスを可能にし、又は非平面の又は屈曲したライトガイド
又は結合ライトガイドの組み込みを容易にすることができる。一実施形態では、発光デバ
イスは、少なくとも１つの湾曲した表面をもつハウジングを備え、ハウジングは、湾曲し
た又は屈曲した結合ライトガイドを備える。別の実施形態では、ハウジングは、これが一
時的に、恒久的に、又は半恒久的に屈曲されてもよいように可撓性である。可撓性のハウ
ジングを用いることによって、例えば、発光デバイスは、発光面がハウジングと共に湾曲
されるように屈曲されることが可能であってもよく、光放出領域は、例えば壁又は角部の
屈曲の周りで湾曲していてもよい。一実施形態では、ハウジング又はライトガイドは、最
初の形状が実質的に回復されるように一時的に屈曲されてもよい（例えばドアを通れるよ
うに長いハウジングを屈曲させること）。別の実施形態では、ハウジング又はライトガイ
ドは、解放後に屈曲された形状が実質的に持続するように恒久的に又は半恒久的に屈曲さ
れてもよい（例えば、湾曲した標識又はディスプレイを提供するために湾曲した発光デバ
イスを有することが望まれるときのような）。
【０１８２】
　熱伝達要素を含むハウジング
　一実施形態では、ハウジングは、ハウジング内のコンポーネントからハウジングの外面
に熱を伝達するために配置される熱伝達要素を備える。別の実施形態では、熱伝達要素は
、ヒートシンク、金属又はセラミック要素、ファン、ヒートパイプ、シンセティックジェ
ット、エアジェットを生じるアクチュエータ、強制冷却要素、受動冷却要素、メタルコア
又は他の導電回路基板の後部、熱伝導性接着剤、又は熱を熱的に伝えることが知られてい
る他のコンポーネントからなる群から選択された１つである。一実施形態では、熱伝達要
素は、０．２、０．５、０．７、１、３、５、５０、１００、１２０、１８０、２３７、
３００、及び４００からなる群から選択された１つよりも大きい熱伝導率（Ｗ／（ｍ・Ｋ
））を有する。別の実施形態では、フィルムベースのライトガイドを支持するフレーム（
例えば、限定ではなしに、平坦度を維持するためにフィルムにおける張力を保つフレーム
）は、熱伝達要素である。一実施形態では、光源はＬＥＤであり、ＬＥＤは、熱伝達要素
であるバラスト又はフレームに熱的に結合される。さらなる実施形態では、フレーム又は
バラストは、熱を光源から遠ざかる方に熱的に伝達するのに用いられ、これはまた、発光
デバイスのためのハウジングである。
【０１８３】
　ハウジング又は結合ライトガイド保持デバイスのサイズ
　一実施形態では、ハウジング又は結合ライトガイド保持デバイスの２つのより小さい寸
法のサイズは、ライトガイド又は結合ライトガイドの厚さの５００、４００、３００、２
００、１００、５０、２５、１０、及び５倍からなる群から選択された１つ未満である。
別の実施形態では、ハウジング又はライトガイド保持デバイスの少なくとも１つの寸法は
、ライトガイドの縁に沿って配置された１つよりも多い光入力カプラの使用に起因してよ
り小さい。この実施形態では、一定数のストリップ又は結合ライトガイドに対して、それ
らを単一のより大きいスタックの代わりに複数のより小さいスタックに配置することがで
きるため、ハウジング又は保持デバイスの厚さを減少させることができる。これはまた、
複数の光入力カプラ及び光源を用いることによってより多くの光がライトガイドの中に結
合されることを可能にする。
【０１８４】
　発光デバイスの取り外し可能及び交換可能なコンポーネント
　一実施形態では、発光デバイスは、取り外し可能及び交換可能な区域、領域、コンポー
ネント、又はコンポーネントの集合体を備える。発光デバイスのコンポーネントのすべて
ではなく幾つかを除去することによって、発光デバイスの一部は、設置されたまま又は使
用可能なままであってもよい。例えば、一実施形態では、光源は、除去されてもよく、ア
ップグレード又は交換として新しい光源が設置されてもよい。同様に、別の例では、ライ
トガイド及び結合ライトガイドは、光入力カプラの交換を必要とすることなく、新しいロ
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ゴ又は印を表示するために除去されてもよい。他の例は、光入力カプラ、電気コンポーネ
ント、電源コード、ＬＥＤドライバ、光入力光学要素、セキュリティ・コンポーネント、
メモリチップ、光放出領域などを交換することを含むがこれらに限定されない。本明細書
で説明される場合の１つ又は複数の第１の要素は、残りの第２の要素に対して取り外し可
能及び第１の要素の異なる組と交換可能であるものとして説明されるが、しかしながら、
第２の要素もまた、どの要素が交換を望まれるのかに応じて取り外され及び第２の要素の
異なる組によって交換されてもよいことが理解される。例えば、一実施形態では、発光デ
バイスは、光入力カプラと、光入力カプラから除去される（例えば異なるロゴを表示する
ために）結合ライトガイド延長部をもつ取り外し可能及び交換可能なフィルムベースのラ
イトガイドとを備え、又は光入力カプラは、光源が故障する場合に取り外し可能及び交換
可能なフィルムベースのライトガイドから取り外され及び交換されてもよい。要素の第１
の又は第２の組はまた、発光デバイスの他の要素又はコンポーネントを備えてもよい。別
の実施形態では、取り外し可能又は交換可能なコンポーネントは、コンポーネント上に配
置される位置合わせロゴ、記章（ｉｎｓｉｇｎｉａ）、位置合わせガイド、穴、スロット
、印刷された方向矢印、印刷された配向指示、又は他の位置合わせ指示ガイド、及びコン
ポーネントのための取り外し可能な保護フィルムからなる群から選択された少なくとも１
つを備える。
【０１８５】
　取り外し可能及び交換可能な光抽出領域
　一実施形態では、発光デバイスは、フィルムベースのライトガイド上で取り外され及び
交換され又はフィルムベースのライトガイド上で再位置決めされてもよい光抽出領域を備
える。別の実施形態では、光抽出領域は、光がライトガイド内を導波管の状態で伝搬し、
光抽出領域において光抽出機能部によって抽出されるように、ライトガイドに物理的に及
び光学的に結合される光抽出機能部を備えるフィルム又はコンポーネントである。別の実
施形態では、光抽出領域は、機能部がフィルムベースのライトガイドと接触するときに、
光抽出表面機能部上に入射する光の一部がフィルムベースのライトガイドを抜けるような
角度に再誘導されるように、光抽出表面機能部を備える。別の実施形態では、フィルム又
はコンポーネント上の光抽出領域は、これをフィルムベースのライトガイドに接着する前
に除去することができる保護領域又はフィルムを有する。別の実施形態では、光抽出領域
は、低い剥離強度の接着剤、静的ボンド、又は他の低強度ボンドを用いてフィルムベース
のライトガイドに接着される。一実施形態では、光抽出層又は領域は、７０ｏｚ／ｉｎ、
５０ｏｚ／ｉｎ、４０ｏｚ／ｉｎ、３０ｏｚ／ｉｎ、２０ｏｚ／ｉｎ、及び１０ｏｚ／ｉ
ｎからなる群から選択された１つ未満である、標準窓ガラスに対するＡＳＴＭ　Ｄ９０３
（７２時間の滞留時間に修正された）剥離強度を有する。別の実施形態では、接着剤は、
ガラスに接着されるときに、発光デバイスの重量を支持するであろう。例えば、フィルム
ベースのライトガイドはポリカーボネートフィルムであってもよく、光抽出領域は、光抽
出領域がライトガイドからの光を抽出するように、フィルムベースのライトガイド上に配
置することができるＰＶＣ又はシリコーンベースのフィルムであってもよい。別の実施形
態では、第１の光抽出領域は、シリコーンベースのフィルム上の白色インク光抽出機能部
から印を形成する。この実施形態では、シリコーンフィルムベースのライトガイドからシ
リコーンベースのフィルムを剥がすことによってシリコーンベースのフィルムが除去され
る。この実施形態では、第１の光抽出領域は、シリコーンフィルムベースのライトガイド
の方に配向された機能部をもつ新しいシリコーンフィルムの表面上にエンボス加工された
機能部を備える新しい光抽出領域と交換され、この場合、光抽出領域は、反対の側部上に
低屈折率保護クラッド領域、層、又はフィルムを備える。この実施形態では、光抽出領域
上の表面光抽出機能部は、本質的にライトガイドのための体積光抽出機能部となり、これ
は、シリコーンベースの光抽出領域とシリコーンフィルムベースのライトガイドとの組合
せから形成される。さらなる実施形態では、接着剤は、これが組み合わせるように設計さ
れる２つのコンポーネントから除去されてもよい。例えば、一実施形態では、接着剤フィ
ルム又はコンポーネントは、窓ガラス及びライトガイドの領域から除去されてもよい。別
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の例では、接着剤フィルム又はコンポーネントは、光抽出領域及びライトガイドから除去
されてもよい。一実施形態では、光抽出領域は、通常の作動中に十分な接着を維持し、コ
ンポーネント又は領域の再使用を可能にするために除去することができる。例えば、一実
施形態では、接着剤は、前の接着からの汚れ、汚染、又は欠陥なしにこれを別の表面に適
用するために光抽出領域と共に新しい接着剤フィルムが用いられてもよいように、ライト
ガイドフィルムから除去されてもよい（例えば剥がすことによって）。前の例では、これ
は、発光デバイスのウィンドウディスプレイをフィルムベースのライトガイドを用いて光
抽出フィルムの感謝祭休暇イメージから異なる光抽出フィルムのクリスマス休暇イメージ
の表示に変えることを望むときに有利である可能性がある。別の実施形態では、接着剤層
、領域、又は材料は、例えば石鹸と水での洗浄のように）洗浄され、光抽出領域をライト
ガイドに再適用するために再使用されてもよい。
【０１８６】
　一実施形態では、発光デバイスは、光抽出領域が付加されてもよいようにライトガイド
のコア領域から除去され又は引きはがされてもよいライトガイド上のクラッド領域を備え
る。別の実施形態では、発光デバイスは、第１の光抽出領域に光学的に結合されるライト
ガイドを備え、第１の光抽出領域は、剥離され、第２の光抽出領域は、ライトガイドに光
学的に結合される。
【０１８７】
　別の実施形態では、光抽出領域は、フィルムベースのライトガイド上に転写することが
できるインク又は他の転写可能材料である。例えば、フィルムベースのライトガイドに対
してフィルムをラミネートする又は押しつけることによって、接着剤コンポーネントを伴
うインクパターンを備えるフィルムをフィルムベースのライトガイド上に転写することが
できる。転写材料又は機能部を支持するキャリア又は転写媒体は、フィルム、プラスチッ
ク、金属、又は他の可撓性又は剛性材料であってもよい。例えば、転写材料は、表面パタ
ーンを金属からフィルムベースのライトガイドに転写して表面レリーフ光抽出機能部をも
たらするために、フィルムベースのライトガイドに対して押しつけられるエンボス加工さ
れた金属板であってもよい。別の実施形態では、転写材料は、光抽出領域又は機能部から
解放し又はこれに物理的に付着させることができる薄いコーティング層である。別の実施
形態では、光抽出領域は、光抽出機能部をフィルムベースのライトガイドに光学的に結合
した後で除去することができるキャリアフィルム、層、又は領域を有し、又はこれは光抽
出機能部に物理的に結合されたままであってもよい。
【０１８８】
　別の実施形態では、標識又はディスプレイキットは、フィルムベースのライトガイド上
に配置するためにユーザが特定の光抽出領域フィルムを選んでもよいように、光入力カプ
ラ、フィルムベースのライトガイド、及び１つ又は複数の光抽出フィルムを備える。別の
実施形態では、光抽出フィルムは、フィルムベースのライトガイドに光学的に結合される
べき光抽出フィルムの正しい側を示す位置合わせ機能部を備える。例えば、シリコーン光
抽出フィルムは、１つの側部上の取り外し可能な保護膜の下の印刷されたインクパターン
、反対の側部上の低屈折率クラッド領域、及び１つの角部から切断されたノッチを備える
。ユーザは、シリコーンフィルムベースのライトガイド及びシリコーン光抽出フィルムか
ら保護膜を剥がし、左下角部のシリコーン光抽出フィルム上のノッチを光入力カプラの側
部とは反対のシリコーンフィルムベースのライトガイドの側部上におくように指示される
（例えば指示又は図解を通じて）。印刷されたインク、パターン、位置合わせマーク、溝
、穴などを含む他の位置合わせ機能部又はガイドが用いられてもよい。
【０１８９】
　光抽出領域をもつ取り外し可能及び交換可能なライトガイド
　一実施形態では、光抽出領域を備えるフィルムベースのライトガイドは、発光デバイス
から除去可能又は取り外し可能である。別の実施形態では、フィルムベースのライトガイ
ドは、第２のフィルムベースのライトガイド、光出力光学要素、光入力カプラ、光混合領
域、結合ライトガイド、光学要素、射出成形されたライトガイド、タッチスクリーン、第
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２のフィルム層、クラッド層、反射層、相対位置維持要素、ハウジング、及び他の光伝送
発光デバイスのコンポーネントからなる群から選択された１つ又は複数の層、フィルム又
はコンポーネントに光学的に結合され、及びこれから除去することができる。別の実施形
態では、光抽出領域をもつ取り外し可能なライトガイドは、第２のフィルム、層、又はコ
ンポーネント上の光伝送領域に光学的に結合されるように配置された受光領域を備える。
例えば、一実施形態では、発光標識は、光入力カプラからの光によって照らされるときに
光放出印パターンをもたらす表面上に配置される白色インク光抽出機能部をもつシリコー
ンフィルムベースのライトガイドを備える。前の実施形態では、シリコーンフィルムベー
スのライトガイドは、光入力カプラ内の光源からの光を受光するために配置される結合ラ
イトガイドの延長部をもつ第２のシリコーンフィルムベースのライトガイドフィルムに光
学的に結合される光抽出領域をもつ第１のライトガイドフィルムを備える。第１のライト
ガイドフィルムは、第１のライトガイドフィルムが白色インク光抽出機能部をもつ新しい
光抽出領域を備える新しいライトガイドフィルムと交換されてもよいように第２のライト
ガイドフィルムから引っぱられ及び分離されてもよい。別の実施形態では、新しいライト
ガイドフィルムは、人の指を用いてこれを領域に沿って走らせることでフィルムを一緒に
押すことによって新しいライトガイドフィルムの受光領域を第２のライトガイドフィルム
の光伝送領域上に重ねることによって第２のライトガイドフィルムに光学的に結合されて
もよい。さらなる実施形態では、取り外し可能なライトガイドフィルム（又は新しいライ
トガイドフィルム）と第２のライトガイドフィルムは、入射光の一部をフィルムのコア領
域の間で効率よく伝送することができるように、それぞれ受光領域又は光伝送領域におい
てクラッド領域又は層を備えない。一実施形態では、取り外し可能なライトガイドフィル
ム（又は新しいライトガイドフィルム）及び第２のライトガイドフィルムのうちの少なく
とも１つからのクラッド領域は、フィルムのコア領域の間で光を効率よく伝送することが
できるように、それぞれ受光領域又は光伝送領域において引き戻す又は除去することがで
きる。
【０１９０】
　別の実施形態では、光抽出領域を備えるライトガイドを交換することは、示されるべき
異なる標識又はディスプレイ、同じ標識又はディスプレイのよりきれいなバージョン（欠
陥、引っかき傷、指紋、へこみなどのないもの）、又は異なる光出力特徴（異なる光出力
プロフィール、角度の光出力、光出力の空間的面積、光学的効率、色などのような）又は
機能性（タッチスクリーン、安全機能部、非光学機能部などの付加）をもつ発光デバイス
を可能にする。別の実施形態では、光抽出領域をもつライトガイドは、取り外し可能であ
り、且つ光出力光学要素に光学的に結合することができる。例えば、光抽出領域をもつシ
リコーンフィルムベースのライトガイドは、要素の縁に配置されたＬＥＤからの光を受光
する、射出成形され、キャストされ、又は押出されたアクリル光出力光学要素の光伝送領
域に接着されてもよい。この実施形態では、光出力光学要素からの光の一部は、光出力光
学要素を出て光伝送領域を通り、受光領域を通してフィルムベースのライトガイドの中に
結合される。
【０１９１】
　別の実施形態では、光抽出領域をもつ取り外し可能なライトガイドは、ライトガイドの
光混合領域を実質的に備える。別の実施形態では、取り外し可能なライトガイドは、ライ
トガイドの光混合領域を実質的に備えない。一実施形態では、取り外し可能及び交換可能
なライトガイドは、そこから延びる結合ライトガイドを備えない。
【０１９２】
　結合ライトガイドを備える取り外し可能及び交換可能なライトガイド
　一実施形態では、発光デバイスは、結合ライトガイドを備える取り外し可能なフィルム
ベースのライトガイドを備える。例えば、一実施形態では、フィルムベースのライトガイ
ドは、光源からの光を受光するために折り畳まれ及び配置される同じライトガイドから延
長された結合ライトガイドを備え、発光デバイスから除去し及び結合ライトガイドを伴う
異なるライトガイドと交換することができる。この実施形態では、１つには、結合ライト
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ガイドを備えるライトガイドを交換することによって、ロゴ、グラフィック、標識、ディ
スプレイ、又は発光プロフィールを交換し又は変化させてもよい。別の実施形態では、ラ
イトガイド領域と結合ライトガイドとの間で連続するコア領域を備える結合ライトガイド
の延長部をもつ光学的効率の良いフィルムベースのライトガイドは、光源、光源ドライバ
、熱伝達要素、及び他の発光デバイス要素又はコンポーネントが交換される必要がないよ
うに、結合ライトガイドの延長部をもつより新しい又は類似の光学的効率の良いフィルム
ベースのライトガイドによって交換されてもよい。別の実施形態では、ライトガイドは、
結合ライトガイドの光入力縁が光源（又は光入力面と光源発光面との間の光学部品）から
の光を受光するために発光デバイスの中に配置することができる光入力面又は領域を集合
的に形成するように実質的に折り畳まれる結合ライトガイドを備える。別の実施形態では
、結合ライトガイドを備える取り外し可能及び交換可能なライトガイドは、ハウジングコ
ンポーネント、低接触面積のカバー、物理的結合機構、位置合わせガイド、見当合わせ合
わせ穴又はキャビティ、他の光学要素フィルム又は層、及び他の発光デバイスコンポーネ
ントからなる群から選択された１つ又は複数をさらに備えてもよい。例えば、一実施形態
では、フィルムベースのライトガイドは、光入力カプラ又は光源を備えるハウジングコン
ポーネントに物理的に脱結合する又は取り付けることができるカートリッジの領域内に結
合ライトガイドを備える。
【０１９３】
　取り外し可能及び交換可能なカートリッジ
　一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイド、光放出領域、結合ライトガイド、光
学要素、光源、電気コンポーネント、及び熱的コンポーネントからなる群から選択された
少なくとも１つの除去を可能にする取り外し可能区域又はカートリッジを備える。別の実
施形態では、発光デバイスは、光源及び電子装置がハウジング又は保持デバイスに接続さ
れたままの状態で、結合ライトガイドを備えるライトガイド及び光入力カプラの除去、再
位置合わせ、及び再取付けを可能にする取り外し可能区域又はカートリッジを備えるハウ
ジング又は保持デバイスを備える。一実施形態では、カートリッジ、発光デバイス、又は
それらのコンポーネントは、これが直ちに取り付けられ、除去され、及び／又は交換され
てもよいように、発光デバイス又は発光デバイスを支持する機構の残りの（雄又は雌）コ
ンポーネント（単数又は複数）の中にそれが構成されることを可能にする雄又は雌コンポ
ーネント又は形状を備える。取り外し可能及び交換可能なカートリッジは、光再誘導光学
要素、光方向転換光学要素、光平行化光学要素、又は光結合光学要素のような光学要素を
備えてもよいし又は備えなくてもよい。この実施形態では、取り外し可能なデバイス又は
カートリッジは、光源、電子装置を交換する必要なしに、潜在的にはハウジング又は保持
デバイスを取り外す又は取り去る必要なしに、表示される印（発光標識の場合のように）
を変えるために、（例えば標識又はロゴのための）印を表す光抽出機能部を備えるライト
ガイド及び光入力カプラが容易に交換されるようにすることができる。別の実施形態では
、取り外し可能なカートリッジは、光源、光入力カプラ、ライトガイド、光源に熱的に結
合されるように配置される熱伝達要素（又は光源に取り付けられる熱伝達コンポーネント
）、及びＬＥＤドライバのような電気駆動源からなる群から選択された少なくとも１つを
備える。この実施形態では、改善されたときに、より高効率の光源又は異なる色又は異な
る要素又は構成が望まれ、それらは交換カートリッジと共に含まれてもよい。別の実施形
態では、カートリッジは、カートリッジを発光デバイスの他のコンポーネントに接続し又
は保持するために、位置合わせガイド、ピン、クリップ、ラッチ、接着剤領域、クランプ
、接合機構、及び他の接続要素又は機械的手段からなる群から選択された少なくとも１つ
を備える。一実施形態では、例えば、取り外し可能及び交換可能なカートリッジは光源を
備える。例えば、一実施形態では、光源は、カートリッジを除去し、より効率的な発光ダ
イオード（又は発光ダイオードのアレイ）を設置することによって交換される。別の実施
形態では、取り外し可能なカートリッジは、光源及び幾つかの又はすべての電気コンポー
ネント（ドライバ、変圧器、制御回路などのような）を備える。
【０１９４】
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　別の実施形態では、カートリッジは、光源と、その中にフィルムベースのライトガイド
又は光出力光学要素が挿入されてもよい孔、窓、又はキャビティとを備える。例えば、一
実施形態では、発光デバイスは、ライトガイド又は光出力カプラがキャビティの中に挿入
されるときに、光の一部が光出力カプラ内を又はライトガイドフィルムの中を内部全反射
条件で伝搬するように、ライトガイド又は光出力カプラを受け入れために配置されるキャ
ビティをもつカートリッジを備える。前の実施形態では、カートリッジは、交換され、ラ
イトガイドフィルム又は光出力カプラの端が、新しいカートリッジのキャビティの中に挿
入されてもよい。代替的に、ライトガイドフィルム又は光出力カプラは交換され、カート
リッジ内のキャビティの中に挿入されてもよい。
【０１９５】
　クラッド領域又は低接触面積のカバーを備える取り外し可能な内部全反射を可能にする
コンポーネント
　一実施形態では、発光デバイスは、コンポーネントを交換するために結合ライトガイド
又はフィルムベースのライトガイドとの接触から除去されるカバー、ホルダ、据え付け（
ｈｏｌｄ　ｄｏｗｎ）機構、機械的アーム、機械的レバー、プラグ、機械的ガイド、スト
リップ、剛性の保護材料、及びハウジングコンポーネントからなる群から選択された少な
くとも１つの内部全反射を可能にするコンポーネントを備え、内部全反射を可能にするコ
ンポーネントは、低接触面積のカバー又はクラッド層を備える。一実施形態では、内部全
反射を可能にするコンポーネントは、フィルムベースのライトガイド又は結合ライトガイ
ド内の光の一部が内部全反射条件でライトガイド内に残ることを可能にし、且つフィルム
又は結合ライトガイドを保護する、収納する、又はこの位置を保持するアーム、ハウジン
グコンポーネント、レバー、ガイド、ストリップなどからの反射減衰又は吸収を防ぐこと
になる、低屈折率材料を含む。例えば、一実施形態では、光入力カプラのハウジングのコ
ンポーネントは、黒色であり、内面上に接着される透明低屈折率フィルムを備える。ハウ
ジングコンポーネントは、例えば、結合ライトガイド及びフィルムを交換するために除去
されてもよく、カバーが交換されるときに、これは、結合ライトガイドをそれらの適正な
位置に保持し、且つコア層内を伝搬するように指定された特定の角度範囲内の光が黒色ハ
ウジングの中に脱結合（ｄｅｃｏｕｐｌｉｎｇ）され及び吸収されるのを低屈折率フィル
ムが防ぐ一助となる。
【０１９６】
　別の実施形態では、内部全反射を可能にするコンポーネントは、フィルムベースのライ
トガイド又は結合ライトガイド内の光の一部が内部全反射条件でライトガイド内に残り、
且つライトガイドフィルム又は結合ライトガイドを保護し、収納する、又はその位置を保
持するアーム、ホルダ、据え付け機構、ハウジングコンポーネント、レバー、ガイド、又
はストリップからの反射減衰又は吸収を防ぐようにする低接触面積のカバーフィルムを備
える。例えば、一実施形態では、光入力カプラのハウジングは黒色であり、ハウジング（
光入力カプラの内側部分に面する側部上に表面レリーフプロフィールをもつ）の内面上に
接着される低接触表面積のカバーを伴う、表面レリーフプロフィールをもつフィルムを備
える。ハウジングカバーは、例えば、結合ライトガイド及びフィルムを交換するために除
去されてもよく、カバーが交換されるときに、これは、結合ライトガイドをそれらの適正
な位置に保持し、且つコア層内を伝搬する光の一部が黒色ハウジングの中に脱結合され及
び吸収されるのを低接触面積のカバーが防ぐ一助となる。
【０１９７】
　低接触面積のカバー
　一実施形態では、低接触面積のカバーは、少なくとも１つの結合ライトガイドと発光デ
バイスの外部との間に配置される。低接触面積のカバー又はラップは、ライトガイドの領
域又は結合ライトガイドとの低い接触表面積を提供し、且つさらに、指紋からの保護、粉
塵又は空気汚染物質からの保護、水分からの保護、１つ又は複数の領域において１つ又は
複数の結合ライトガイドと接触する状態にあるときに低接触面積のカバーよりも多くの光
を脱結合する又は吸収することになる内部又は外部物体からの保護、少なくとも１つの結
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合ライトガイドを保持する又は収容するための手段を提供する、１つ又は複数の結合ライ
トガイドの相対位置を保つ、及び結合ライトガイドがより大きい体積に広がる（ｕｎｆｏ
ｌｄｉｎｇ）若しくは光を脱結合する又は吸収する可能性がある表面と接触するのを防ぐ
ことからなる群から選択された少なくとも１つを提供してもよい。一実施形態では、低接
触面積のカバーは、実質的に１つ又は複数の結合ライトガイドスタック又はアレイの周り
に配置され、結合ライトガイド上の粉塵の蓄積を減らすこと、１つ又は複数の結合ライト
ガイドを減衰された内部全反射又は別の光伝送又は吸収材料と接触することで吸収される
ことから保護すること、及び他のコンポーネント又はデバイスの組立工及び／又はユーザ
との物理的接触からの引っかき傷、切断、へこみ、又は欠陥を防ぐ又は制限することから
なる群から選択された機能のうちの１つ又は複数を提供する。
【０１９８】
　別の実施形態では、低接触面積のカバーは、発光デバイスの外面と、折り畳み又は屈曲
領域とライトガイド又は光混合領域との間に配置された結合ライトガイドの領域との間に
配置される。さらなる実施形態では、低接触面積のカバーは、発光デバイスの外面と、結
合ライトガイドの光入力面とライトガイド又は光混合領域との間に配置された結合ライト
ガイドの領域との間に配置される。別の実施形態では、低接触面積のカバーは、発光デバ
イスの外面と、結合ライトガイドと発光デバイスの外面との間に配置されたハウジング、
保護カバー、又は他のコンポーネントによって閉じ込められない結合ライトガイドの領域
の一部との間に配置される。一実施形態では、低接触面積のカバーは、ハウジング、相対
位置維持要素、若しくはハウジング又は相対位置維持要素の一部である。一実施形態では
、低接触面積の表面機能部は、フィルム、材料、又は層からの突出部である。別の実施形
態では、低接触面積のカバー又はラップは、実質的に発光デバイスの周りに配置される。
【０１９９】
　フィルムベースの低接触面積のカバー
　一実施形態では、低接触面積のカバーは、低接触面積のカバーの付近に配置された結合
ライトガイドの外側材料の屈折率よりも低い屈折率、及び少なくとも１つの結合ライトガ
イドの付近に配置されたフィルムベースの低接触面積のカバーの表面上の表面レリーフパ
ターン又は構造のうちの少なくとも１つをもつフィルムである。一実施形態では、低接触
面積のカバーは、少なくとも１つの結合ライトガイドの少なくとも１つの外面の付近に配
置された凸形の又は突き出る表面レリーフ機能部を備え、結合ライトガイドの外面又は表
面レリーフ機能部と物理的に接触した状態にあるライトガイドに隣接して配置された領域
の平均割合は、７０％、５０％、３０％、１０％、５％、及び１％のうちの１つよりも少
ない。別の実施形態では、低接触面積のカバーは、フィルムベースのライトガイドの領域
に隣接する表面レリーフ機能部を備え、７キロパスカルの一様な平坦な圧力が低接触面積
のカバーに適用されるときのフィルムベースのライトガイドの領域（又は光混合領域、又
は結合ライトガイド）に接触する表面レリーフ機能部の領域の割合は、７０％、５０％、
３０％、１０％、５％、及び１％のうちの１つよりも少ない。別の実施形態では、低接触
面積のカバーは、フィルムベースのライトガイドの領域と隣接する及び物理的に接触する
状態にある表面レリーフ機能部を備え、低接触面積のカバーと接触するフィルムベースの
ライトガイドの領域（又は光混合領域、又は結合ライトガイド）の平均割合は、７０％、
５０％、３０％、１０％、５％、及び１％のうちの１つよりも少ない。
【０２００】
　一実施形態では、結合ライトガイドの表面との低い接触面積を有するように設計される
凸形表面レリーフプロフィールは、抽出する、吸収する、散乱させる、及び同じ材料の平
らな表面よりも低い割合の結合ライトガイド内を伝搬する光の強度又は方向を他の方法で
変化させることからなる群から選択された少なくとも１つを行うであろう。一実施形態で
は、表面レリーフプロフィールは、ランダムな、準ランダムな、順序付けられた、１つ又
は２つの方向に規則的な、ホログラフィック、テーラードの、円錐を備える、先端を切っ
た多面体、先端を切った半球体、円錐台、先端を切ったピラミッド、ピラミッド、プリズ
ム、先のとがった形状、先端の丸い形状、ロッド、シリンダ、半球体、及び他の幾何学的
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形状からなる群から選択される少なくとも１つである。一実施形態では、低接触面積のカ
バー材料又はフィルムは、透明、半透明、不透明、光吸収、光反射、実質的に黒色、実質
的に白色からなる群から選択される少なくとも１つであり、７０％を超える鏡面反射成分
が含まれる拡散反射率を有し、７０％未満の鏡面反射成分が含まれる拡散反射率を有し、
３０％未満のＡＳＴＭ　Ｄ１００３光線透過率を有し、３０％を超えるＡＳＴＭ　Ｄ１０
０３光線透過率を有し、入射光の少なくとも５０％を吸収し、入射光の５０％未満を吸収
し、１０Ω毎スクウェア未満の電気シート抵抗を有し、１０Ω毎スクウェアを超える電気
シート抵抗を有する。一実施形態では、低接触面積のカバーは、７０％、８０％、８５％
、９０％、９５％、及び９５％からなる群から選択された１つよりも大きいＡＳＴＭ　Ｅ
１１６４－０７及びＡＳＴＭ　Ｅ１７９に従ってｄｉ／０幾何学的形状において測定した
拡散反射率を有する。
【０２０１】
　別の実施形態では、低接触面積のカバーは、６００ミクロン、５００ミクロン、４００
ミクロン、３００ミクロン、２００ミクロン、１００ミクロン、及び５０ミクロンからな
る群から選択された１つ未満である厚さをもつフィルムである。
【０２０２】
　別の実施形態では、低接触面積のカバーは、マイクロ構造及び／又はナノ構造に起因し
てコア層よりも小さい有効屈折率をもつ材料を含む。例えば、一実施形態では、低接触面
積のカバーは、コア層の付近の領域においてコア層よりも小さい有効屈折率を有する、フ
ィルム上に配置されるエアロゲル又はナノ構造化された材料の構成を含む。一実施形態で
は、ナノ構造化された材料は、１０００、５００、３００、２００、１００、５０、２０
、１０、５、及び２ナノメートルからなる群から選択された１つ未満であるコア層表面に
平行又はコア層表面に垂直な平面内の平均直径又は寸法をもつファイバ、粒子、又はドメ
インを含む。例えば、一実施形態では、低接触面積のカバーは、限定ではなしに、セルロ
ース、ポリエステル、ＰＶＣ、ＰＴＦＥ、ポリスチレン、ＰＭＭＡ、ＰＤＭＳ、又は他の
光伝送又は部分光伝送材料のようなポリマー材料を含むナノ構造化されたファイバを含む
コーティング又は材料である。一実施形態では、低接触面積のカバーは、繊維状の、マイ
クロ構造化された、又はナノ構造化された材料又は表面を含む紙又は類似のシート又はフ
ィルム（濾紙のような）である。一実施形態では、低接触面積の材料は織られた材料であ
る。別の実施形態では、低接触面積の材料は織られていない材料である。別の実施形態で
は、低接触面積のカバーは、「マクロ」表面機能部の外側領域上に又は外側領域内に配置
されるマイクロ構造化された、ナノ構造化された、又は繊維状の材料又は表面機能部を有
する５ミクロンを超える平均寸法をもつ「マクロ」表面機能部を備える実質的に透明な又
は半透明な光伝送フィルムである。一実施形態では、「マクロ」表面機能部は、５、１０
、１５、２０、３０、５０、１００、１５０、２００、及び５００ミクロンからなる群か
ら選択された１つよりも大きいコア表面に平行な又はコア表面に垂直な第１の方向の平均
寸法を有し、マイクロ構造化された、ナノ構造化された、又は繊維状の材料又は表面機能
部は、２０、１０、５、２、１、０．５、０．３、０．１、０．０５、及び０．０１ミク
ロンからなる群から選択された１つ未満である第１の方向の平均寸法を有する。
【０２０３】
　この実施形態では、「マクロ」表面機能部は、表面の中にパターン形成することができ
（例えば押出しエンボス加工又はＵＶ硬化エンボス加工によって）、外側領域（コア層と
接触することになる突き出た領域の最外面）は、コア層と接触するときにコア層と接触す
る状態にあるより小さい表面積に起因してより少ない光をコア層の外に結合するように、
マイクロ構造化された、ナノ構造化された、又は繊維状の材料又は表面機能部を備えるよ
うに残す、形成する、被覆する、粗面にする、又は他の方法で改質することができる。一
実施形態では、「マクロ」突出部の先端だけをコーティングすることによって、例えば、
低接触面積のフィルム又は平坦なフィルムの全体をコーティングするよりも少ないナノ構
造化された材料が必要とされ、「マクロ」突出部の周りの「谷」又は領域は、光伝送性、
透明、又は半透明であってもよい。別の実施形態では、「マクロ」表面機能部上に又は「
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マクロ」表面機能部内に配置されるマイクロ構造化された、ナノ構造化された、又は繊維
状の材料又は表面機能部は、クラッド層として機能する効果的なより低屈折率の領域をも
たらす。一実施形態では、低接触面積のカバーは、コア層又はコア層に隣接する領域と接
触する少なくとも１つの領域において３０％、２０％、１０％、５％、２％、及び１％か
らなる群から選択された１つ未満を結合する。
【０２０４】
　一実施形態では、低接触面積のカバーは、低接触面積のカバーとコア層との間の分離距
離を提供するスタンドオフ、支柱、又は他の突出部を備える。一実施形態では、スタンド
オフ、支柱、又は他の突出部は、光放出領域に隣接する領域、発光面とは反対の表面に隣
接する領域、光混合領域に隣接する領域、光入力カプラに隣接する領域、結合ライトガイ
ドに隣接する領域からなる群から選択された低接触面積のカバーの１つ又は複数の領域に
、低接触面積のカバーの１つの表面上のパターンで、及び低接触面積のカバーの両面上の
パターンで配置される。一実施形態では、低接触面積のカバーのスタンドオフ、支柱、又
は他の突出部は、５、１０、２０、５０、１００、２００、５００、及び１０００ミクロ
ンからなる群から選択された１つよりも大きいコア層の表面に平行な方向又はコア層に垂
直な方向の平均寸法を有する。別の実施形態では、アスペクト比（コア表面に平行な平面
内の平均幅で割った高さ）は、１、２、５、１０、１５、２０、５０、及び１００からな
る群から選択された１つよりも大きい。
【０２０５】
　別の実施形態では、低接触面積のカバーは、ライトガイドの光放出領域の周りの領域、
ライトガイドから放出される全光束の５％未満を放出するライトガイドの周辺領域、入力
カプラのハウジングの領域、クラッド化された層又は領域、スタンドオフ領域、支柱領域
、突出部領域、「マクロ」表面機能部領域、ナノ構造化された機能部領域、マイクロ構造
化された機能部領域、及び化学結合、物理的結合、接着剤層、磁気引力、静電気力、ファ
ンデルワールス力、共有結合、及びイオン結合からなる群から選択された１つ又は複数に
よって谷領域間に配置されたプラトー領域からなる群から選択された１つ又は複数の領域
においてライトガイド又はコア層に物理的に結合される。別の実施形態では、低接触面積
のカバーがコア層にラミネートされる。
【０２０６】
　一実施形態では、低接触面積のカバーは、紙、繊維状のフィルム又はシート、セルロー
ス系材料、パルプ、低酸性度の紙、合成紙、フラッシュスパンファイバ、フラッシュスパ
ン高密度ポリエチレンファイバ、及びミクロ多孔性フィルムからなる群から選択された１
つ又は複数を含むシート、フィルム、又はコンポーネントである。別の実施形態では、光
放出領域におけるライトガイドのコア層と接触する低接触面積のカバーのフィルム材料又
は低接触面積のカバーの領域は、１．６、１．５５、１．５、１．４５、１．４１、１．
３８、１．３５、１．３４、１．３３、１．３０、１．２５、及び１．２０からなる群か
ら選択された１つ未満であるコア表面に平行又は垂直な方向のバルク屈折率又は有効屈折
率をもつ材料を含む。
【０２０７】
　低接触面積のカバーで周りを包む
　さらなる実施形態では、低接触面積のカバーは、ハウジング、保持デバイス、又は相対
位置維持要素の内面であり、又はこの表面に物理的に結合される。さらなる実施形態では
、低接触面積のカバーは、低接触面積のカバーが結合ライトガイドとデバイスの外面との
間に配置されるように少なくとも１つの横方向縁及び少なくとも１つの外側面が実質的に
覆われるように少なくとも１つの結合ライトガイドの周りを包むフィルムである。
【０２０８】
　別の実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、結合ライトガイドの第１の群の
周りを包む低接触面積のカバーを備え、低接触面積のカバーは、低接触面積のカバーの物
理的結合機構によってライトガイド、ライトガイドフィルム、光入力カプラ、ライトガイ
ド、ハウジング、及び熱伝達要素からなる群から選択された少なくとも１つに物理的に結
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合される。別の実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラがより低いプロフィールを
有するように、低接触面積のカバーフィルムに張力をかけ、及び結合ライトガイドを互い
に近くに及びライトガイドの近くに保持するために配置される第１の円筒形テンションロ
ッドを備える。別の実施形態では、低接触面積のカバーは、第１の円筒形テンションロッ
ドを第２のテンションバーから離れる方に又はブレースのようなテンションバーを保持す
る機構の物理的結合点から離れる方に動かすことによって、ライトガイド、ライトガイド
フィルム、光入力カプラ、ライトガイド、ハウジング、熱伝達要素、及び他の要素又はハ
ウジングからなる群から選択された少なくとも１つに物理的に結合した後できつく引っぱ
ることができる。長方形断面、半球形断面をもつロッド、又は平行移動されるときに張力
を提供する又は他のコンポーネントに対して静止した状態に保たれるときに張力を支持す
ることができる第１の方向により長い他の要素のような、張力生成要素のための他の形状
及び形態が用いられてもよい。別の実施形態では、第１の円筒形テンションロッドは、張
力を提供するためにブレース領域に残っている状態で第１の方向に平行移動されてもよく
、円筒形テンションロッドの位置は、例えばねじを締めることによって定位置に残るよう
に係止され又は強制されてもよい。別の実施形態では、張力生成要素及びこれを光入力カ
プラの別のコンポーネントに結合するためのブレース又は物理的結合機構は、張力生成要
素のより長い寸法に平行な方向にライトガイドの少なくとも１つの縁を１ミリメートル、
２ミリメートル、３ミリメートル、５ミリメートル、７ミリメートル、及び１０ミリメー
トルからなる群から選択された１つよりも多く越えて延びない。
【０２０９】
　一実施形態では、低接触面積のカバーは、１つ又は複数の平面内でフィルムベースのラ
イトガイドの周りを実質的に包む。別の実施形態では、低接触面積のカバーは、フィルム
ベースのライトガイド及び１つ又は複数の光入力カプラの周りを実質的に包む。例えば、
一実施形態では、低接触面積のカバーは、フィルムベースのライトガイドの対向する側部
に沿って配置された２つの入力カプラ及び光入力カプラ間に配置されたライトガイドの光
放出領域の周りを包む。低接触面積のカバーの他の縁は、封止され、付着され、一緒に又
は別の材料とクランプされてもよく、又は取り囲む方法は、例えば粉塵又は汚れによる汚
染を防ぐために対向する縁を封止し又はこれに障壁を提供してもよい。この実施形態では
、例えば、バックライトは、１つ又は複数のクラッド領域を有さない実質的に気密封止さ
れたフィルムベースのライトガイド（及び光入力カプラ内の封止された結合ライトガイド
）を備えてもよく、不均一性をもたらし若しくは輝度又は光学的効率を低下させる可能性
がある組立て又は使用中の引っかき傷又は粉塵から実質的に保護される。
【０２１０】
　低硬度低接触面積のカバー
　別の実施形態では、低接触面積のカバーは、低接触面積のカバーの付近に配置された結
合ライトガイドの外面領域よりも低い、３００グラム重からの力の下でのＡＳＴＭ　Ｄ３
３６３鉛筆硬度を有する。一実施形態では、低接触面積のカバーは、表面レリーフパター
ン又は構造をもつシリコーン、ポリウレタン、ゴム、又は熱可塑性ポリウレタンを含む。
さらなる実施形態では、低接触面積のカバーの３００グラム重からの力の下でのＡＳＴＭ
　Ｄ３３６３鉛筆硬度は、低接触面積のカバーの付近に配置された結合ライトガイドの外
面領域よりも少なくとも２グレード低い。別の実施形態では、低接触面積のカバーは、５
Ｈ、４Ｈ、３Ｈ、２Ｈ、Ｈ、及びＦからなる群から選択された１つよりも低いＡＳＴＭ　
Ｄ３３６３鉛筆硬度を有する。
【０２１１】
　低接触面積のカバーのための物理的結合機構
　一実施形態では、低接触面積のカバーは、低接触面積のカバーをライトガイド、光混合
領域、又は他のコンポーネントに縫いつけること（若しくはファイバ、ワイヤ、又は糸を
通す又は送り込むこと）、低接触面積のカバーを１つ又は複数のコンポーネントに溶接（
音波、レーザ、熱機械的になど）すること、低接触面積のカバーを１つ又は複数のコンポ
ーネントに接着（エポキシ、にかわ、感圧接着剤など）すること、低接触面積のカバーを
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１つ又は複数のコンポーネントに締結することからなる群から選択された１つ又は複数の
方法によって、第１の接触面積において、発光デバイス、光入力カプラ、ライトガイド、
ハウジング、低接触面積のカバーの第２の領域、又は熱伝達要素に物理的に結合される。
さらなる実施形態では、締結機構は、バッテン、ボタン、クランプ、クラスプ、クリップ
、クラッチ（ピンファスナ）、フランジ、グロメット、アンカー、釘、ピン、くぎ、クレ
ビスピン、コッターピン、輪止め（ｌｉｎｃｈｐｉｎ）、Ｒ－クリップ、保持リング、サ
ークリップ保持リング、ｅ－リング保持リング、リベット、ねじアンカー、スナップ、ス
テープル、ステッチ、ストラップ、タック、ねじファスナ、キャプティブねじファスナ（
ナット、ねじ、スタッド、ねじインサート、ねじロッド）、タイ、トグル、フック・ルー
プ型ストリップ、くさび形アンカー、及びジッパーからなる群から選択される。
【０２１２】
　別の実施形態では、物理的結合機構は、発光デバイス、ライトガイド、及び結合ライト
ガイドからなる群から選択された少なくとも１つの可撓性を維持する。さらなる実施形態
では、低接触面積のカバー、結合ライトガイド、ライトガイド領域、光混合領域、及び発
光デバイスからなる群から選択された少なくとも１つと接触する物理的結合機構の全表面
積は、７０％、５０％、３０％、１０％、５％、及び１％からなる群から選択された１つ
未満である。別の実施形態では、第１の方向の断面積に対する結合ライトガイド、光混合
領域、又はライトガイド領域内の光の光軸に垂直な第１の方向の低接触面積カバー物理的
結合機構の最も大きいコンポーネントを備える内部全反射の下で伝搬する光を含む層の断
面積の全割合は、１０％、５％、１％、０．５％、０．１％、及び０．０５％からなる群
から選択された１つ未満である。例えば、一実施形態では、低接触面積のカバーは、結合
ライトガイドのスタックに隣接して配置され及びこの周りを包むエンボス加工された半球
体の規則的な二次元アレイを備える表面をもつ可撓性透明ポリウレタンフィルムであり、
直径２５ミクロン未満の透明ナイロンファイバを１センチメートル間隔で２５ミクロンの
穴の中に用いてフィルムを光混合領域に取り付けることによって、厚さ２５ミクロンのコ
ア層を備えるライトガイドの光混合領域に物理的に結合される。この例では、物理的結合
機構の最も大きいコンポーネントは、光をライトガイドの外に散乱させることができるコ
ア領域の中の穴である。したがって、物理的結合機構（コア層の中の穴）の上述の断面積
は、コア層の断面積の０．２５％である。別の実施形態では、１つ又は複数のコンポーネ
ントの穴に通されるファイバ又は材料は、ポリマーファイバ、ポリエステルファイバ、ゴ
ムファイバ、ケーブル、ワイヤ（薄い鋼ワイヤのような）、アルミニウムワイヤ、及び釣
り糸に用いられるようなナイロンファイバからなる群から選択された少なくとも１つを備
える。さらなる実施形態では、穴に通されるファイバ又は材料の直径は、５００ミクロン
、３００ミクロン、２００ミクロン、１００ミクロン、５０ミクロン、２５ミクロン、及
び１０ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、ファイバ
又は通される材料は、実質的に透明又は半透明である。
【０２１３】
　別の実施形態では、低接触面積のカバーのための物理的結合機構は、それを通して低接
触面積のカバーに付着される接着剤、エポキシ、又は他の接着性材料が堆積される、ライ
トガイド内の穴を備える。別の実施形態では、接着剤、エポキシ、又は他の接着性材料は
、低接触面積のカバーと、コア領域、クラッド領域、及びライトガイドからなる群から選
択された少なくとも１つに付着される。別の実施形態では、接着剤材料は、１．４８を超
える屈折率を有し、空隙又は穴を通るファイバ、糸、又はワイヤとの空隙を用いて穴領域
上からライトガイドの外への散乱を減少させる。さらなる実施形態では、接着剤は、ファ
イバ上にコーティングとして適用され（これは例えば通された後にＵＶで活性化され、硬
化されるなどされてもよい）、又は接着剤は、穴の内面に光学的に結合すること及びファ
イバを穴の内面に光学的に結合することからなる群から選択された少なくとも１つによっ
て減少された散乱を提供するために接着剤が穴の中に入るように、穴の領域でファイバに
適用される。
【０２１４】
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　物理的結合機構は、一実施形態では、フィルムベースのライトガイド、低接触面積のカ
バーフィルム、ハウジング、相対位置維持要素、光再誘導要素又はフィルム、ディフュー
ザフィルム、平行化フィルム、光抽出フィルム、保護膜、タッチスクリーンフィルム、熱
伝達要素、及び発光デバイス内の他のフィルム又はコンポーネントからなる群から選択さ
れた１つ又は複数の要素を物理的に一緒に結合するのに用いられてもよい。
【０２１５】
　ライトガイドの構成及び特性
　エッジライト・ライトガイドのための厚さ０．５ｍｍ未満のプラスチックフィルムの使
用は、プラスチックプレート又はシートを用いることを上回る多くの利点をもつことがで
きる。可撓性のフィルムは、表面の形状に形状設定する、貯蔵のために折り畳む、必要に
応じて形状が変わる、又は空気中で波を打つことができてもよい。別の利点は、より低い
費用である場合がある。厚さの減少は、所与の幅及び長さのライトガイドの材料費、製作
費、貯蔵費、輸送費を減らす一助となる。別の理由は、減少した厚さが、表面の形状、厚
さ及び又は外観の感知できるほどの変化を伴わずにこれを表面に付加することができるよ
うにすることである場合がある。例えば、これは、窓の見た目を変えることなく窓の表面
に容易に付加することができる。別の利点は、フィルム又はライトガイドを巻くことがで
きることである場合がある。これは、輸送可能であることの助けになり、幾つかの機能性
を保持することができ、ロールアウトスクリーンが用いられる手持ち式デバイスに特に有
用な場合がある。第５の理由は、フィルムをより軽量にすることができることであり、こ
れはまた取扱及び輸送をより容易にする。第６の理由は、フィルムが通例、大きいロール
に押出され、そのためより大きいエッジライト標識を生産できることである場合がある。
最後に、第７の理由は、フィルムは多くの他の産業にとって有用なので、フィルムを被覆
する、切断する、ラミネートする、及び扱うために設立された多くの企業が存在すること
である場合がある。プラスチックフィルムは、ブロー又はキャスト押出しによって６．０
９６メートルまでの又はそれよりも長い幅及び１０００メートルの長さのロールに作製さ
れる。特別な押出しダイで２から１００層までの異なる材料の共押出しを達成することが
できる。
【０２１６】
　フィルム又はライトガイドの厚さ
　一実施形態では、フィルム、ライトガイド、又はライトガイド領域の厚さは、０．００
５ｍｍ～０．５ｍｍの範囲内である。別の実施形態では、フィルム又はライトガイドの厚
さは、０．０２５ミリメートル～０．５ミリメートルの範囲内である。さらなる実施形態
では、フィルム、ライトガイド、又はライトガイド領域の厚さは、０．０５０ミリメート
ル～０．１７５ミリメートルの範囲内である。一実施形態では、フィルム、ライトガイド
、又はライトガイド領域の厚さは、０．２ミリメートル未満、又は０．５ミリメートル未
満である。一実施形態では、ライトガイド又はコア領域の平均厚さは、１５０ミクロン、
１００ミクロン、６０ミクロン、３０ミクロン、２０ミクロン、１０ミクロン、６ミクロ
ン、及び４ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。一実施形態では、フィル
ム、ライトガイド、及びライトガイド領域の厚さ、最大厚さ、平均厚さ、全厚さからなる
群から選択された少なくとも１つの９０％以上は、０．２ミリメートル未満である。別の
実施形態では、光放出領域の平面内の光放出領域の最大寸法を光放出領域内のコア領域の
平均厚さで割ったものとして定義されるサイズと厚さとの比は、１００；５００；１００
０；３，０００；５，０００；１０，０００；１５，０００；２０，０００；３０，００
０；及び５０，０００からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０２１７】
　一実施形態では、発光デバイスは、光源、光入力カプラ、及びフィルムベースのライト
ガイドを備え、フィルムベースのライトガイド内の結合ライトガイド、光混合領域、ライ
トガイド領域、又は光放出領域における平均光束密度は、１立法ミリメートルあたり５、
１０、２０、５０、１００、２００、３００、５００、及び１０００ルーメンからなる群
から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、発光デバイスは、光源、光入力カ
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プラ、及びフィルムベースのライトガイドを備え、フィルムベースのライトガイド内の結
合ライトガイド、光混合領域、ライトガイド領域、又は光放出領域における最大光束密度
は、１立法ミリメートルあたり５、１０、２０、５０、１００、２００、３００、５００
、及び１０００ルーメンからなる群から選択された１つよりも大きい。領域における光束
密度は、該領域で表面に垂直な光学品質の縁を切断し、該領域の周りの領域を（光が実質
的にフィルムの中に戻るように反射されないように光吸収材料を用いて）マスキングし、
ゴニオフォトメータを用いてファーフィールド光度を測定することによって測定される。
【０２１８】
　ライトガイド又は光伝送材料の光学特性
　幾つかの実施形態のライトガイド又は光伝送材料の光学特性に関して、本明細書で明記
される光学特性は、ライトガイド、コア、クラッド、又はこれらの組合せの一般特性であ
ってもよく、又はそれらは、特定の領域（光放出領域、光混合領域、又は光抽出領域のよ
うな）、表面（光入力面、拡散表面、平らな表面）、及び方向（表面の法線方向に測定し
た方向又はライトガイドを通した光の伝搬方向に測定した方向のような）に対応していて
もよい。一実施形態では、ＢＹＫガードナーヘイズメータでＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従っ
て光放出領域、印領域、光混合領域、及びライトガイドからなる群から選択された少なく
とも１つの内部で測定したライトガイドの平均光線透過率は、７０％、８０％、８５％、
８８％、９２％、９４％、９６％、９８％、及び９９％からなる群から選択された１つよ
りも大きい。別の実施形態では、ＢＹＫガードナーヘイズメータでＡＳＴＭ　Ｄ１００３
に従って主要光放出領域（ライトガイドから放出されたすべての光の８０％以上を含む領
域）の内部で測定したライトガイドの平均光線透過率は、７０％、８０％、８８％、９２
％、９４％、９６％、９８％、及び９９％からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０２１９】
　別の実施形態では、ＢＹＫガードナーヘイズメータで測定した光放出領域、印領域、光
混合領域、及びライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つの内部で測定した
ライトガイドの平均ヘイズは、７０％、６０％、５０％、４０％、３０％、２０％、１０
％、６％、５％、４％、及び３％からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形
態では、ＢＹＫガードナーヘイズメータで測定した光放出領域、印領域、光混合領域、及
びライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つの内部で測定したライトガイド
の平均ヘイズは、６％、５％、４％、３％、２％、及び１％からなる群から選択された１
つよりも大きい。
【０２２０】
　別の実施形態では、ＢＹＫガードナーヘイズメータでのＡＳＴＭ　Ｄ１００３に関連し
た測定手順に従って光放出領域、光混合領域、及びライトガイドからなる群から選択され
た少なくとも１つの内部で測定したライトガイドの平均透明度は、７０％、８０％、８８
％、９２％、９４％、９６％、９８％、及び９９％からなる群から選択された１つよりも
大きい。
【０２２１】
　さらなる実施形態では、Ｍｉｎｏｌｔａｃｍ－５０８ｄ分光光度計を用いて光放出領域
、光混合領域、及びライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つの内部で測定
したライトガイドの拡散反射率は、内壁上のＥｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｉｎｃ．から
の光吸収ブラックアウト材料（Ｌｉｇｈｔ　Ａｂｓｏｒｂｉｎｇ　Ｂｌａｃｋ－Ｏｕｔ　
Ｍａｔｅｒｉａｌ）を含む光吸収６インチ×６インチ×６インチボックスよりも上におか
れるときに含まれたスペクトル成分を伴う又は押し出されたスペクトル成分を伴う３０％
、２０％、１０％、７％、５％、及び２％からなる群から選択された１つ未満である。別
の実施形態では、Ｍｉｎｏｌｔａｃｍ－５０８ｄ分光光度計を用いて主要光放出領域（ラ
イトガイドから放出されたすべての光の８０％以上を含む領域）の内部で測定したライト
ガイドの拡散反射率は、内壁上のＥｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｉｎｃ．からの光吸収ブ
ラックアウト材料を含む光吸収６インチ×６インチ×６インチボックスよりも上におかれ
るときに含まれたスペクトル成分を伴う又は押し出されたスペクトル成分を伴う３０％、
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２０％、１０％、７％、５％、及び２％からなる群から選択された１つ未満である。
【０２２２】
　別の実施形態では、ＢＹＫガードナーヘイズメータで測定した光放出領域、光混合領域
、及びライトガイドからなる群から選択された少なくとも１つの内部で測定したライトガ
イドの平均透明度は、７０％、８０％、８８％、９２％、９４％、９６％、９８％、及び
９９％からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０２２３】
　フィルムを通した（厚さ方向の）光の伝送を決定する可能性がある因子は、固有の材料
吸収、屈折率（フレネル反射に起因する光損失）、体積内の又は表面又は境界面上の粒子
又は機能部（フィルム平面及びフィルムと直交する平面に平行な２つの直交する方向の粒
子のサイズ、形状、間隔、総数、又は密度）からの散乱（屈折、反射、又は回折）、他の
材料（付加的な層、クラッド、接着剤など）、反射防止コーティング、表面レリーフ機能
部に起因する吸収／散乱／反射／屈折を含む。
【０２２４】
　一実施形態では、ライトガイドのための薄いフィルムの使用は、フィルムの厚さが減少
されるときにより多くの導波管モードが光抽出機能部に到達することになるので、光抽出
機能部のサイズの減少を可能にする。薄いライトガイドでは、モードの重なりは、導波管
の厚さが減少されるときに増加する。
【０２２５】
　一実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、厚さ方向に次第に変化する屈折率
プロフィールを有する。別の実施形態では、ライトガイド領域又はライトガイドの厚さは
１０ミクロン未満である。さらなる実施形態では、ライトガイド領域の厚さは１０ミクロ
ン未満であり、ライトガイドは単一モードのライトガイドである。
【０２２６】
　一実施形態では、結合ライトガイド、ライトガイド、ライトガイド領域、光学要素、光
学フィルム、コア層、クラッド層、及び光学接着剤からなる群から選択された少なくとも
１つにおいて用いられる光伝送材料は、関心ある波長範囲にわたって５０、１００、２０
０、３００、４００、及び５００ｄＢ／ｋｍからなる群から選択された１つ未満である光
学吸収（ｄＢ／ｋｍ）を有する。光学吸収値は、関心ある範囲を通したすべての波長及び
関心ある波長を通した平均値に対するものであってもよい。光伝送材料を通した高い透過
のための関心ある波長範囲は、光源出力スペクトル、発光デバイス出力スペクトル、光学
機能要件（例えばカメラ、動き検出器などのＩＲ透過）、又はこれらの幾つかの組合せを
カバーしてもよい。関心ある波長範囲は、４００ｎｍ～７００ｎｍ、３００ｎｍ～８００
ｎｍ、３００ｎｍ～１２００ｎｍ、３００ｎｍ～３５０ｎｍ、３００～４５０ｎｍ、３５
０ｎｍ～４００ｎｍ、４００ｎｍ～４５０ｎｍ、４５０ｎｍ～４９０ｎｍ、４９０ｎｍ～
５６０ｎｍ、５００ｎｍ～５５０ｎｍ、５５０ｎｍ～６００ｎｍ、６００ｎｍ～６５０ｎ
ｍ、６３５ｎｍ～７００ｎｍ、６５０ｎｍ～７００ｎｍ、７００ｎｍ～７５０ｎｍ、７５
０ｎｍ～８００ｎｍ、及び８００ｎｍ～１２００ｎｍからなる群から選択された波長範囲
であってもよい。
【０２２７】
　光伝送材料を通して伝搬する平行化された光は、散乱（散乱損失係数）、吸収（吸収係
数）、又は散乱と吸収の組合せ（減弱係数）に起因して材料を通過した後で強度が低減さ
れる場合がある。一実施形態では、ライトガイドのコア材料は、４００ナノメートルから
７００ナノメートルまでの可視波長スペクトルにわたって０．０３ｃｍ－１、０．０２ｃ
ｍ－１、０．０１ｃｍ－１、及び０．００５ｃｍ－１からなる群から選択された１つ未満
である平行化された光に関する平均吸収係数を有する。別の実施形態では、ライトガイド
のコア材料は、４００ナノメートルから７００ナノメートルまでの可視波長スペクトルに
わたって０．０３ｃｍ－１、０．０２ｃｍ－１、０．０１ｃｍ－１、及び０．００５ｃｍ
－１からなる群から選択された１つ未満である平行化された光に関する平均散乱損失係数
を有する。一実施形態では、ライトガイドのコア材料は、４００ナノメートルから７００
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ナノメートルまでの可視波長スペクトルにわたって０．０３ｃｍ－１、０．０２ｃｍ－１

、０．０１ｃｍ－１、及び０．００５ｃｍ－１からなる群から選択された１つ未満である
平行化された光に関する平均減弱係数を有する。別の実施形態では、ライトガイドは、赤
外光を受光するために配置され、平行化された光に関するコア層又はクラッド層の吸収係
数、散乱損失係数、及び減弱係数からなる群から選択された少なくとも１つの平均は、７
００ナノメートルから９００ナノメートルまでの波長スペクトルにわたって０．０３ｃｍ
－１、０．０２ｃｍ－１、０．０１ｃｍ－１、及び０．００５ｃｍ－１からなる群から選
択された１つ未満である。
【０２２８】
　一実施形態では、ライトガイドは、ＵＶ及び青色領域において低い吸収性を有し、ライ
トガイドは、蛍光体フィルム又は波長変換要素をさらに備える。白色光を生じるためにラ
イトガイドの出力面の付近で青色又はＵＶ光源及び波長変換要素を用いることによって、
光伝送材料は、非常に高い青色又はＵＶ光透過のために最適化することができる。これは
、ライトガイドに適した材料の範囲を例えば緑色及び赤色波長領域において高い吸収係数
を有するものを含むように増加させることができる。
【０２２９】
　別の実施形態では、ライトガイドは、ディスプレイ技術のための基板である。種々の高
性能のフィルムが十分な機械及び光学特性を有するものとしてディスプレイ産業では公知
である。これらは、ポリカーボネート、ＰＥＴ、ＰＭＭＡ、ＰＥＮ、ＣＯＣ、ＰＳＵ、Ｐ
ＦＡ、ＦＥＰ、並びにブレンド及び多層コンポーネントから作製されたフィルムを含むが
これらに限定されない。一実施形態では、光抽出機能部は、フィルムが生産のための基板
として使用される、又はＯＬＥＤディスプレイ、ＭＥＭｓベースのディスプレイ、ポリマ
ーフィルムベースのディスプレイ、双安定型ディスプレイ、電気泳動ディスプレイ、エレ
クトロクロミックディスプレイ、電気光学ディスプレイ、パッシブマトリクスディスプレ
イ、又はポリマー基板を用いて生産することができる他のディスプレイのようなディスプ
レイのための基板として用いる前に又は後で、フィルムのライトガイド領域に形成される
。
【０２３０】
　光伝送材料の屈折率
　一実施形態では、ライトガイドのコア材料は高い屈折率を有し、クラッド材料は低い屈
折率を有する。一実施形態では、コアは、１．３、１．４、１．５、１．６、１．７、１
．８、１．９、２．０、２．１、２．２、２．３、２．４、２．５、２．６、２．７、２
．８、２．９、及び３．０からなる群から選択された１つよりも大きい屈折率（ｎＤ）を
もつ材料から形成される。別の実施形態では、クラッド材料の屈折率（ｎＤ）は、１．１
、１．２、１．３、１．４、１．５、１．６、１．７、１．８、１．９、２．０、２．１
、２．２、２．３、２．４、及び２．５からなる群から選択された１つ未満である。
【０２３１】
　一実施形態では、フィルムベースのライトガイドのコア領域は、０．１、０．０５、０
．０２、０．０１、０．００５、及び０．００１からなる群から選択された１つ未満であ
る２つ以上の直交する方向の屈折率の差異をもつ材料を含む。一実施形態では、光伝送材
料は、低屈折率複屈折をもつ半結晶性である。別の実施形態では、光伝送材料は、実質的
にアモルファスであり、応力により誘起される低い複屈折を有する。
【０２３２】
　実施形態内で用いられるコア又はクラッド又は他の光伝送材料は、熱可塑性、熱硬化性
、ゴム、ポリマー、シリコーン、又は他の光伝送材料であってもよい。光学製品は、高屈
折率（メタクリレート）アクリレートモノマー、ハロゲン化モノマーのようなモノマー、
及び当該技術分野では公知のような他のこうした高屈折率モノマーを含む高屈折率材料か
ら用意することができる。これらの及び他の材料のような高屈折率材料は、例えば、米国
特許第４，５６８，４４５号、第４，７２１，３７７号、第４，８１２，０３２号、第５
，４２４，３３９号、第５，１８３，９１７号、第６，５４１，５９１号、第７，４９１
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，４４１号、第７２９７８１０、６，３５５，７５４、７，６８２，７１０号、第７，６
４２，３３５号、第７，６３２，９０４号、第７，４０７，９９２号、第７，３７５，１
７８号、第６，１１７，５３０号、第５，７７７，４３３号、第６，５３３，９５９号、
第６，５４１，５９１号、第７，０３８，７４５号、及び米国特許出願番号第１１／８６
６５２１号、第１２／１６５７６５号、第１２／３０７，５５５号、及び第１１／５５６
，４３２号で開示される。米国特許出願整理番号第１２／６０８，０１９号で開示された
もののような高屈折率感圧接着剤はまた、コア層又は層コンポーネントとして用いられて
もよい。
【０２３３】
　低屈折率材料は、ゾル・ゲル、フルオロポリマー、フッ素化ゾル・ゲル、ＰＭＰ、及び
第７，５７５，８４７号で開示されたもののようなフルオロポリエーテルウレタンのよう
な他の材料、及び米国特許出願番号第１１／９７２０３４号、第１２／５５９６９０号、
第１２／２９４６９４号、第１０／０９８，８１３号、第１１／０２６，６１４号、及び
米国特許第７，３７４，８１２号、第７，７０９，５５１号、第７，６２５，９８４号、
第７，１６４，５３６号、第５，５９４，８３０号、及び第７，４１９，７０７号で開示
されたもののような他の低屈折率材料を含む。
【０２３４】
　材料の屈折率を増加又は減少させるために、ナノ粒子（例えば二酸化チタン及び他の酸
化物）のような材料、ブレンド、合金、ドープ、ゾル・ゲル、及び他の技術が用いられて
もよい。
【０２３５】
　別の実施形態では、ライトガイドの領域又はライトガイド領域の屈折率又は場所は、環
境の変化又は制御された変化に応答して変化する。これらの変化は、電流、電磁場、磁場
、温度、圧力、化学反応、粒子又は材料の移動（電気泳動又はエレクトロウエッティング
のような）、光学照射、重力場に対する物体の配向、ＭＥＭＳデバイス、ＭＯＥＭＳデバ
イス、及び機械特性、電気特性、光学特性、又は物理特性を変化させるためのスマートマ
テリアルの分野では公知のもののような他の技術を含むことができる。一実施形態では、
光抽出機能部は、印加される電圧又は電磁場に応答して光を多かれ少なかれライトガイド
の外に結合する。一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドを備え、ライトガイド
の特性（ライトガイドの位置のような）は、米国特許出願整理番号第１２／５１１６９３
号、第１２／６０６６７５号、第１２／２２１６０６号、第１２／２５８２０６号、第１
２／４８３０６２号、第１２／２２１１９３号、第１１／９７５４１１１１／９７５３９
８号、第１０／３１／２００３号、第１０／６９９，３９７号、及び米国特許第７，５８
６，５６０号、第７，５３５，６１１号、第６，６８０，７９２号、第７，５５６，９１
７号、第７，５３２，３７７号、及び第７，２９７，４７１号で開示される場合のＭＥＭ
ｓ型ディスプレイ及びデバイスに組み込まれるもののようなライトガイドの外に光を多か
れ少なかれ結合するために変化する。
【０２３６】
　ライトガイドの縁
　一実施形態では、ライトガイド又はライトガイド領域の縁は、鏡面反射材料、部分拡散
反射材料、又は拡散反射材料で被覆され、これに付着される、又はこれに隣接して配置さ
れる。一実施形態では、ライトガイド縁は、光を実質的に鏡面反射するナノサイズにされ
た又はミクロンサイズにされた粒子又はフレークを含む鏡面反射インクで被覆される。別
の実施形態では、光反射要素（高い反射率をもつ鏡面反射多層ポリマーフィルムのような
）は、ライトガイド縁の付近に配置され、縁からの光を受光し、これを反射させ、及びこ
れをライトガイドの中に戻るように誘導するために配置される。別の実施形態では、ライ
トガイド縁は丸みをつけられ、縁から回折される光の割合が減少される。丸みをつけられ
た縁を達成する１つの方法は、レーザを用いてフィルムからライトガイドを切断し、加工
パラメータ（切断速度、切断周波数、レーザパワーなど）の制御を通じて縁の丸めを達成
することによる。別の実施形態では、ライトガイドの縁は、結合ライトガイド内を伝搬す
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る光源からの光が縁から反射され、これにより光が折り畳まれる領域の方に、屈曲領域の
方に、ライトガイドの方に、ライトガイド領域の方に、又は発光デバイスの光軸の方に、
光源の光軸により近い角度に誘導されるように、テーパされ、角度のついたぎざぎざが付
けられ、又は他の方法で切断され又は形成される。さらなる実施形態では、光源からの光
の一部を折り畳まれ又は屈曲される領域の方に、ライトガイド領域の方に、ライトガイド
領域の方に、又は発光デバイスの光軸の方に、光源の光軸により近い角度に誘導する第１
及び第２反射表面を備える２つ以上の光源のそれぞれに対する光再誘導領域を備える２つ
以上の結合ライトガイドの中にそれぞれ光を結合するために２つ以上の光源が配置される
。一実施形態では、結合ライトガイド、ライトガイド、光混合領域、又はライトガイド領
域の１つ又は複数の縁は、領域におけるフィルムの２つ以上の表面間の交点の領域におい
て曲線又は弓形プロフィールを備える。一実施形態では、領域における縁は、領域の付近
の光の回折効果及び抽出を減らするために、鋭い角部の代わりに湾曲したプロフィールを
有する。一実施形態では、１つ又は複数の領域の縁は、伝搬する光に対して回折要素とし
て作用する可能性がある角部をとるために半円形円孤のような円形切断縁である。非常に
薄いライトガイド（例えば厚さ１５０ミクロン未満）は、鋭い角部に直面した時に光が回
折される、より高い確率を有する。丸みをつけられた角部は、例えば、限定ではなしに、
アクリルフィルムをレーザ切断して丸みをつけられた縁に再固化される溶融した縁を残す
ことによって達成することができる。
【０２３７】
　ライトガイドの表面
　一実施形態では、ライトガイド又はライトガイド領域の少なくとも１つの表面は、鏡面
反射材料、部分拡散反射材料、又は拡散反射材料で被覆され、これに付着される、又はこ
れに隣接して配置される。一実施形態では、少なくとも１つのライトガイド表面は、光を
実質的に鏡面反射するナノサイズにされた又はミクロンサイズにされた粒子又はフレーク
を含む鏡面反射インクで被覆される。別の実施形態では、光反射要素（高い反射率をもつ
鏡面反射多層ポリマーフィルムのような）は、発光面とは反対のライトガイド表面の付近
に配置され、表面からの光を受光し、これを反射させ、これをライトガイドの中に戻るよ
うに誘導するために配置される。別の実施形態では、少なくとも１つのライトガイド又は
ライトガイドに結合されたコンポーネントの外面は、指紋の外観を減らするためにマイク
ロ構造を備える。こうしたマイクロ構造は、当該技術分野では公知のディスプレイのため
の硬質被覆であり、例は米国特許出願整理番号第１２／５３７，９３０号で開示される。
【０２３８】
　ライトガイドの形状
　一実施形態では、ライトガイドの形状又はライトガイドの表面の少なくとも一部は、実
質的に平坦、湾曲した、円筒形、実質的に平坦なフィルムから形成された形状、球形、部
分的に球形、角度のついた、ねじられた、丸みをつけられた、二次曲面を有する、回転楕
円体、直方体、平行六面体、三角形プリズム、長方形プリズム、楕円形、卵形、円錐ピラ
ミッド、テーパした三角形プリズム、波状の形状、及び他の公知の幾何学的固体又は形状
からなる群から選択される少なくとも１つである。一実施形態では、ライトガイドは、熱
成形又は他の成形技術によって或る形状に形成されているフィルムである。別の実施形態
では、フィルム又はフィルムの領域は、少なくとも１つの方向にテーパされる。さらなる
実施形態では、発光デバイスは、物理的に一緒に結合され又は構成される複数のライトガ
イド及び複数の光源を備える（例えば１×２アレイに並べられるような）。別の実施形態
では、フィルムのライトガイド領域は、長方形、四角形、円形、ドーナツ形状に設定され
たもの（内側領域に穴をもつ楕円形）、楕円形、直線ストリップ、及び管（円形、長方形
、多角形、又は他の形状設定された断面をもつ）からなる群から選択された１つの形状を
備える又は実質的にこの形状である。一実施形態では、フィルムベースのライトガイドは
、別のコンポーネントに対するその場所を維持するのを支援する又はこれを別のコンポー
ネントに取り付ける又はこれを別のコンポーネントに対してガイドするために（例えば、
限定ではなしに、ハウジング、フレーム、光入力カプラ、デバイスハウジングのような）
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、１つ又は複数の場所（例えば、結合ライトガイド、ライトガイド領域、又は光混合領域
におけるような）でスタンプされる、屈曲され、折り畳まれ、又は他の方法で再び形状設
定される。
【０２３９】
　一実施形態では、発光デバイスは、短い縁上でフィルムからシリンダの内側部分の方に
分岐する結合ライトガイドストリップを備える、フィルムから中空円筒形の管に形成され
たライトガイドを備える。別の実施形態では、発光デバイスは、それらがライトガイド領
域に結合されたままであるようにフィルムに切断される結合ライトガイドと共にフィルム
ライトガイドを備え、中央ストリップはライトガイドに光学的に結合されず、中央ストリ
ップ領域又はストリップの付近のライトガイド領域の付近の少なくとも１つの方向の増加
した剛性をもつスパイン（ｓｐｉｎｅ）を提供する。さらなる実施形態では、発光デバイ
スは、光源がライトガイドの縁の中央領域に配置され、光入力カプラ（又はそのコンポー
ネント）が縁を越えて延びず、且つライトガイドが１×２、２×２、２×３、３×３又は
これよりも大きいアレイのうちの少なくとも１つに並べられることを可能にするように構
成された光入力カプラを伴うライトガイドを備える。別の実施形態では、発光デバイスは
発光ライトガイドを備え、発光面に沿った少なくとも１つの方向のライトガイド間の分離
は、１０ｍｍ、５ｍｍ、３ｍｍ、２ｍｍ、１ｍｍ、及び０．５ｍｍからなる群から選択さ
れた１つ未満である。
【０２４０】
　別の実施形態では、ライトガイドは、ライトガイドが自身の下に又は上に折り畳まれる
ように、ライトガイドの縁の付近に単一の折り畳み又は屈曲を備える。この実施形態では
、ライトガイドの縁で普通は失われることになる光は、ライトガイド又はデバイスの光学
的効率を増加させるために折り畳み又は屈曲の後でライトガイドからさらに抽出されても
よい。別の実施形態では、折り畳み又は屈曲の後でライトガイド内の光の光路に配置され
るライトガイド上の光抽出機能部は、輝度、輝度均一性、色均一性、光学的効率、及びイ
メージ又はロゴ透明度又は解像度からなる群から選択された少なくとも１つを増加させる
光抽出機能部を提供する。
【０２４１】
　ライトガイドの周りに折り返すように折り畳まれる縁
　一実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、及び結合ライトガイドからなる群
から選択された少なくとも１つの縁領域は、縁領域に入る部分が縁領域から遠ざかる方向
にライトガイド、ライトガイド領域、又は結合ライトガイドの中に折り返して結合される
ように、自身の上に折り返すように折り畳まれ又は屈曲され、ライトガイド、ライトガイ
ド領域、又は結合ライトガイドに光学的に結合される。縁領域は、ＰＳＡ又は他の接着剤
のような接着剤を用いてライトガイド、ライトガイド領域、又は結合ライトガイド上に折
り返すように接着され、熱的に付着され、又は他の方法で光学的に結合されてもよい。一
実施形態では、ライトガイドの縁領域を折り畳むことは、普通はライトガイドの中に戻る
ようにフィルムの縁を出ることになる光を再誘導し、システムの光学的効率が増加する。
【０２４２】
　別の実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、又は結合ライトガイドの厚さは
、光放出領域又はライトガイド領域におけるライトガイドの平均厚さよりも縁の付近の領
域においてより薄い。別の実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、又は結合ラ
イトガイドの厚さは、光放出領域又はライトガイド領域におけるライトガイドの平均厚さ
の９０％、８０％、７０％、６０％、５０％、４０％、３０％、２０％、１０％、及び５
％からなる群から選択された１つ未満である。
【０２４３】
　一実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、又は結合ライトガイドの厚さは、
縁の付近の領域においてテーパされる。一実施形態では、縁の付近の領域における厚さを
テーパさせることは、ライトガイド又はライトガイド領域の表面に光学的に結合されると
きにより多くの光がライトガイドの中に戻るように結合されることを可能にする。
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【０２４４】
　一実施形態では、発光デバイスは、入力カプラの中に光を誘導するために配置される光
源を出る光の光束で割った、光放出領域において発光デバイスを出る光の光束として定義
される、５０％、６０％、７０％、８０％、及び９０％からなる群から選択された１つよ
りも大きい光学的効率を有する。
【０２４５】
　別の実施形態では、光源又は光入力カプラから直接に光を受光するために配置されない
ライトガイドの縁領域は、光出力面をもたらするために折り畳まれ又は屈曲される結合ラ
イトガイドを備える光出力カプラの中に形成され又は結合される。別の実施形態では、光
出力面は、同じライトガイド又はフィルム若しくは第２のライトガイド又はフィルムの光
入力カプラの光入力面に光学的に結合され、又はこの近位に配置される。この実施形態で
は、ライトガイドの縁に到達する光は、光をライトガイドの中に戻るように誘導し及び光
をリサイクルするために折り畳まれ及び屈曲される結合ストリップの中に結合されてもよ
い。
【０２４６】
　ライトガイドの縁に切断される反射機能部
　一実施形態では、フィルムベースのライトガイドの１つ又は複数の領域は、第１の角度
範囲内の光を内部全反射によってライトガイドの中に戻るように反射させるために配置さ
れる反射機能部を備える。一実施形態では、反射機能部は、角度のついた機能部、三角形
機能部、実質的に９０度の頂角をもつ三角形機能部、円孤、半円の円孤、弓形機能部及び
直線機能部をもつ形状、多面的形状、及び多角形の形状からなる群から選択された縁に沿
って切断された１つ又は複数の形状設定された機能部である。例えば、一実施形態では、
発光デバイスは、１つの側部に沿って配置された光入力カプラと、９０度の頂角をもつ反
対の側部上のフィルムにおける複数の「ジグザグにされた」角度のついた切断部とを備え
る。この実施形態では、反対の側部から約０度をなして角度のついた切断部に直接到達す
るフィルム内の光は、ライトガイドの中に戻るように実質的に逆反射することになる。角
度のついた切断部の形状、角度、屈折率、及び場所は、ライトガイドの中に戻るように反
射される光の角度範囲及び割合に影響するであろう。切断部は、それらがフィルムベース
のライトガイドの横方向の距離を実質的に延びないように「マイクロ切断部（ｍｉｃｒｏ
－ｃｕｔｓ）」であってもよい。一実施形態では、フィルムベースのライトガイドの中を
伝搬する光の光軸は、ｘ方向であり、反射機能部の頂角は、光抽出表面機能部によって抽
出されない光の反射率が最大にされ、且つ光放出領域の方に戻るように誘導されてリサイ
クルされるように、９０度である。他の多面形状又は湾曲した形状もまた、所望の反射又
は光伝送特性を達成するために縁から切断されてもよい。
【０２４７】
　ライトガイド材料
　一実施形態では、発光デバイスは、少なくとも１つの光伝送材料から形成されたライト
ガイド又はライトガイド領域を備える。一実施形態では、ライトガイドは、それぞれが少
なくとも１つの光伝送材料を含む少なくとも１つのコア領域及び少なくとも１つのクラッ
ド領域を備えるフィルムである。一実施形態では、コア材料は実質的に可撓性（ゴム又は
接着剤のような）であり、クラッド材料は、組み合わされた要素に関する増加した曲げ弾
性率、増加した衝撃強さ、増加した引裂き抵抗性、及び増加した引っかき抵抗性からなる
群から選択された少なくとも１つをサポートし及び提供する。別の実施形態では、クラッ
ド材料は、実質的に可撓性（ゴム又は接着剤のような）であり、コア材料は、組み合わさ
れた要素に関する増加した曲げ弾性率、増加した衝撃強さ、増加した引裂き抵抗性、及び
増加した引っかき抵抗性からなる群から選択された少なくとも１つをサポートし及び提供
する。
【０２４８】
　実施形態の中で用いられる光伝送材料は、熱可塑性、熱硬化性、ゴム、ポリマー、高伝
送性シリコーン、ガラス、複合材、合金、ブレンド、シリコーン、他の光伝送材料、又は
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これらの組合せであってもよい。
【０２４９】
　一実施形態では、コンポーネント又は発光デバイスの領域は、セルロース誘導体（例え
ば、エチルセルロース及びシアノエチルセルロースのようなセルロースエーテル、酢酸セ
ルロースのようなセルロースエステル）、アクリル樹脂、スチレン樹脂（例えば、ポリス
チレン）、ポリビニル系樹脂[例えば、ポリ（酢酸ビニル）のようなポリ（ビニルエステ
ル）、ポリ（塩化ビニル）のようなポリ（ハロゲン化ビニル）、ポリ（ビニルメチルエー
テル）、ポリ（ビニルイソブチルエーテル）、及びポリ（ビニルｔ－ブチルエーテル）の
ようなポリビニルアルキルエーテル又はポリエーテル系樹脂］、ポリカーボネート系樹脂
（例えば、ビスフェノールＡ型ポリカーボネートのような芳香族ポリカーボネート）、ポ
リエステル系樹脂（例えば、ホモポリエステル、例えば、ポリエチレンテレフタレート及
びポリブチレンテレフタレートのようなポリアルキレンテレフタレート、ポリアルキレン
テレフタレートに対応するポリアルキレンナフタレート；主成分としてアルキレンテレフ
タレート及び／又はアルキレンナフタレートを含有するコポリエステル；ポリカプロラク
トンのようなラクトンのホモポリマー）、ポリアミド系樹脂（例えば、ナイロン６、ナイ
ロン６６、ナイロン６１０）、ウレタン系樹脂（例えば、熱可塑性ポリウレタン樹脂）、
上記の樹脂を形成するモノマーのコポリマー[例えば、メチルメタクリレート－スチレン
コポリマー（ＭＳ樹脂）、アクリロニトリル－スチレンコポリマー（ＡＳ樹脂）、スチレ
ン－（メタ）アクリル酸コポリマー、スチレン－無水マレイン酸コポリマー、及びスチレ
ン－ブタジエンコポリマーのようなスチレンコポリマー、酢酸ビニル－塩化ビニルコポリ
マー、ビニルアルキルエーテル－無水マレイン酸コポリマー］からなる群から選択された
光伝送材料を含む。付随的に、コポリマーは、ランダムコポリマー、ブロックコポリマー
、又はグラフトコポリマーのいずれであってもよい。
【０２５０】
　ガラスを含むライトガイド材料
　一実施形態では、結合ライトガイドは、ガラス材料を含むコア材料を備える。一実施形
態では、ガラス材料は、溶融シリカ、紫外グレード溶融シリカ（Ｄａｙｏｐｔｉｃｓ　Ｉ
ｎｃ．によるＪＧＳ１、Ｈｅｒａｅｕｓ　Ｑｕａｒｔｚ　Ａｍｅｒｉｃａ、ＬＬＣ．によ
るＳｕｐｒａｓｉｌ（登録商標）１及び２、Ｓａｉｎｔ－Ｇｏｂａｉｎ　Ｑｕａｒｔｚ　
ＰＬＣによるＳｐｅｃｔｒｏｓｉｌ（登録商標）Ａ及びＢ、並びにＣｏｒｎｉｎｇ　Ｉｎ
ｃｏｒｐｏｒａｔｅｄによるＣｏｒｎｉｎｇ７９４０、Ｄｙｎａｓｉｌ　Ｃｏｒｐｏｒａ
ｔｉｏｎによるＤｙｎａｓｉｌ（登録商標）合成溶融シリカ１１００及び４１００のよう
な）、光学グレード溶融石英、フルスペクトル溶融シリカ、ホウケイ酸ガラス、クラウン
ガラス、及びアルミノホウケイ酸ガラスからなる群から選択された１つである。
【０２５１】
　別の実施形態では、コア材料は、被覆されるガラスを含み、又は縁、頂面、及び底面か
らなる群から選択された少なくとも１つに適用される有機材料を有する。一実施形態では
、ガラス上のコーティングは、クラッド領域を提供すること、衝撃抵抗を増加させること
、及び増加した可撓性を提供することからなる群から選択された少なくとも１つのために
機能する。別の実施形態では、ガラス、ポリマー材料、又はゴム材料を含む結合ライトガ
イドは、第１の方向に折り畳む前にそれらのガラス転移温度又はＶＩＣＡＴ軟化点を上回
る温度に加熱される。
【０２５２】
　多層ライトガイド
　一実施形態では、ライトガイドは、少なくとも２つの層又はコーティングを備える。別
の実施形態では、層又はコーティングは、コア層、クラッド層、タイ層（２つの他の層の
間の接着を促進するために）、曲げ強さを増加させる層、衝撃強さを増加させる層（例え
ばアイゾット、シャルピー、ガードナーのような）、及びキャリア層からなる群から選択
された少なくとも１つとして機能する。さらなる実施形態では、少なくとも１つの層又は
コーティングは、ライトガイド内からの入射光の一部を機能部の付近の領域においてライ
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トガイドを抜けるとすぐに或る角度に再誘導するマイクロ構造、表面レリーフパターン、
光抽出機能部、レンズ、又は他の平らでない表面機能部を備える。例えば、キャリアフィ
ルムは、熱硬化性ポリカーボネート樹脂を受け入れために配置されるエンボス加工された
光抽出機能部をもつシリコーンフィルムであってもよい。別の実施形態では、少なくとも
１つの領域においてコア材料との接触からキャリアフィルムが除去される。例えば、キャ
リアフィルムは、エンボス加工されたＦＥＰフィルムであってもよく、熱硬化性メタクリ
レートベースの樹脂は、フィルム上に被覆され、熱、光、他の放射線、又はこれらの組合
せによって硬化される。別の実施形態では、コア材料はメタクリレート材料を含み、クラ
ッドはシリコーン材料を含む。別の実施形態では、クラッド材料は、キャリアフィルム上
に被覆され、その後、シリコーン、ＰＣ、又はＰＭＭＡベースの材料のようなコア層材料
がクラッド材料上に被覆され又は押出される。一実施形態では、クラッド層は、薄すぎて
コーティングラインで自身を支持できず、したがってキャリアフィルムが用いられる。コ
ーティングは、例えば、キャリアフィルムとは反対の側部上に表面レリーフ特性を有して
もよい。
【０２５３】
　一実施形態では、ライトガイドは、２つのクラッド領域の間に配置されたコア材料を含
み、コア領域は、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、又は他のアモルファスポリ
マーを備え、ライトガイドは第１の曲率半径に屈曲され、コア領域及びクラッド領域は屈
曲領域において破損されず、クラッド領域又は層なしの同じポリメチルメタクリレートを
含む同じコア領域は、第１の曲率半径で屈曲されたときの５０％よりも多く破損する。別
の実施形態では、ライトガイドは、衝撃改質剤を伴わずにＰＭＭＡ又はポリスチレンのよ
うな第１の厚さの実質的に脆性の材料の両方の側部上に配置される実質的に延性のポリマ
ー材料を含み、ポリマー破壊靭性又はライトガイドのＡＳＴＭ　Ｄ４８１２ノッチ無しア
イゾット衝撃強さは、第１の厚さの脆性材料の単一の層よりも大きい。
【０２５４】
　熱硬化性材料を含むコア領域
　一実施形態では、熱硬化性材料は、熱可塑性フィルム上に被覆され、熱硬化性材料はコ
ア材料であり、クラッド材料は熱可塑性フィルム又は材料である。別の実施形態では、第
１の熱硬化性材料は、第２の熱硬化性材料を含むフィルム上に被覆され、第１の熱硬化性
材料はコア材料であり、クラッド材料は第２の熱硬化性プラスチックである。
【０２５５】
　一実施形態では、成形材料として一般に用いられているエポキシ樹脂がエポキシ樹脂（
Ａ）として用いられてもよい。例は、フェノールノボラックエポキシ樹脂及びオルト－ク
レゾールノボラックエポキシ樹脂のようなフェノールとアルデヒドから誘導されたノボラ
ック樹脂；ビスフェノールＡ、ビスフェノールＦ、ビスフェノールＳ、アルキル置換ビス
フェノールなどのジグリシジルエーテル；ジアミノジフェニルメタン及びイソシアヌル酸
のようなポリアミンとエピクロロヒドリンとの反応によって得られるグリシジルアミンエ
ポキシ樹脂；オレフィン結合と過酢酸のような過酸との酸化によって得られる直線脂肪族
エポキシ樹脂；及び脂環式エポキシ樹脂のエポキシ化製品を含む。これらの樹脂のうちの
いずれか２つ以上を組み合わせて用いてもよい。熱硬化性樹脂の例は、ビスフェノールＡ
エポキシ樹脂、ビスフェノールＦエポキシ樹脂、ビスフェノールＳエポキシ樹脂、ジグリ
シジルイソシアヌレート、及びトリグリシジルイソシアヌレート、Ｐ（ＭＭＡ－ｄ８）材
料、フッ素化樹脂、重水素化ポリマー、ポリ（フルオロアルキル－ＭＡ）、ポリ（重水素
化フルオロアルキル－ＭＡ）、トリ重水素化ヘキサフルオロブチル－ペンタ重水素化メタ
クリレート、及びトリアジン誘導エポキシ樹脂をさらに含む。
【０２５６】
　別の実施形態では、熱硬化性樹脂は熱硬化性シリコーン樹脂である。さらなる実施形態
では、熱硬化性シリコーン樹脂組成物は、縮合反応可能な置換基を有するシリコーン化合
物及び付加反応できる置換基を有するシリコーン化合物を含む。別の実施形態では、熱硬
化性シリコーン樹脂組成物は、縮合反応可能な置換基を有するシリコーン化合物としての
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両末端（ｄｕａｌ－ｅｎｄ）シラノール型シリコーン油、アルケニル基を有するシリコー
ン化合物、付加反応可能な置換基を有するシリコーン化合物としてのオルガノ水素シロキ
サン（ｏｒｇａｎｏｈｙｄｒｏｇｅｎｓｉｌｏｘａｎｅ）、縮合触媒、及びヒドロシリル
化触媒を含む。一実施形態では、熱硬化性樹脂は、メチルフェニルジメチルコポリマーで
あり、又は米国特許第７，５５１，８３０号で開示されたようなシリコーンベースの材料
を含む。別の実施形態では、熱硬化性樹脂は、１つの分子内に平均して少なくとも２つの
脂肪族不飽和有機基及び少なくとも１つの芳香族基を有するポリジオルガノシロキサン、
（Ｂ）１つの分子内に平均して少なくとも１つの脂肪族不飽和有機基及び少なくとも１つ
の芳香族基を有する枝分かれポリオルガノシロキサン、（Ｃ）１つの分子内に平均して少
なくとも２つのケイ素が結合された（ｓｉｌｉｃｏｎ－ｂｏｎｄｅｄ）水素原子及び少な
くとも１つの芳香族基を有するポリオルガノ水素シロキサン、（Ｄ）ヒドロシリル化触媒
、及び（Ｅ）シリル化されたアセチレン抑制剤を含む。別の実施形態では、熱硬化性樹脂
は、米国特許出願整理番号第１２／０８５４２２号及び第１１／８８４６１２号で開示さ
れたようなシリコーン、ポリシロキサン、又はシルセスキオキサン材料を含む。
【０２５７】
　さらなる実施形態では、熱硬化性材料は、バックボーンにキンク構造をもつ少なくとも
芳香族又は脂環式構造単位を含み且つバックボーンの一方又は両方の端に導入される１つ
又は２つの熱により架橋可能な反応基を有する液晶熱硬化性オリゴマー、その両端に熱に
より架橋可能な反応基を有する架橋剤又はエポキシ化合物のいずれか又はこの両方、及び
有機溶媒を含む。さらなる実施形態では、熱硬化性組成物は、アルミノシロキサン、両端
にシラノール基を有するシリコーン油、エポキシシリコーン、及びシリコーンエラストマ
ーからなる群から選択された少なくとも１つを含む。この熱硬化性組成物では、アルミノ
シロキサンのヒドロキシル基及び／又は両端にシラノール基を有するシリコーン油、及び
エポキシシリコーンの反応性の高いエポキシ基のそれぞれは、シリコーンエラストマーが
それとのヒドロシリル化反応によって架橋されるのと同時に反応し及び架橋されると考え
られる。別の実施形態では、熱硬化性組成物は光重合性組成物である。別の実施形態では
、光重合性組成物は、ケイ素が結合された水素及び脂肪族不飽和を含むケイ素含有樹脂、
化学線によって活性化されてもよい第１の金属含有触媒、及び化学線ではなく熱によって
活性化されてもよい第２の金属含有触媒を含む。
【０２５８】
　別の実施形態では、熱硬化性樹脂は、シルセスキオキサン誘導体又はＱを有するシリコ
ーンを含む。別の実施形態では、熱硬化性樹脂は、米国特許出願番号第１２／６７９７４
９号、第１２／５９７５３１号、第１２／４８９８８１号、第１２／６３７３５９号、第
１２／６３７３５９号、第１２／５４９９５６号、第１２／７５９２９３号、第１２／５
５３２２７号、第１１／１３７３５８号、第１１／３９１０２１号、及び第１１／５５１
３２３号で開示されたもののような実質的に高い透過性をもつ樹脂である。
【０２５９】
　一実施形態では、コア領域のためのライトガイド材料は、摂氏－１００、－１１０、－
１２０、－１３０、－１４０、－１５０度からなる群から選択された１つ未満であるガラ
ス転移温度をもつ材料を含む。別の実施形態では、ライトガイドのコア領域のための材料
は、２．８、２、１．８、１．６、１．５、１．２、１、０．８、０．６、０．４、０．
２、０．１、０．０８、０．０６、及び０．０４キロパスカルからなる群から選択された
１つ未満であるヤング率をもつ材料を含む。一実施形態では、例えば、限定ではなしに、
相対位置維持要素を用いるときのような結合ライトガイドが折り畳まれるときの引き裂け
又は切断を減らするために、低いヤング率及び／又は低いガラス転移温度をもつ材料が用
いられる。
【０２６０】
　さらなる実施形態では、ライトガイドは、発光デバイスの要素（コーティングをもつキ
ャリアフィルム、光学フィルム、ＬＣＤにおけるリア偏光子、輝度増強フィルム、アルミ
ニウムを含む薄い板のような熱伝達要素、又は白色リフレクタフィルムのような）上に被
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覆され、その後硬化され又は熱硬化される熱硬化性樹脂を含む。
【０２６１】
　接着特性をもつライトガイド材料
　別の実施形態では、ライトガイドは、発光デバイスの少なくとも１つの要素（例えば、
コーティングを伴うキャリアフィルム、光学フィルム、ＬＣＤにおけるリア偏光子、輝度
増強フィルム、ライトガイドの別の領域、結合ライトガイド、アルミニウムを含む薄いシ
ートのような熱伝達要素、又は白色リフレクタフィルム）への化学的接着、分散接着、静
電接着、拡散接着、及び機械的接着からなる群から選択された少なくとも１つを伴う材料
を含む。さらなる実施形態では、ライトガイドのコア材料又はクラッド材料のうちの少な
くとも１つは接着剤材料である。さらなる実施形態では、ライトガイドのコア材料、クラ
ッド材料、及びクラッド材料上に配置される材料からなる群から選択された少なくとも１
つは、感圧接着剤、コンタクト型接着剤、ホット接着剤、乾式接着剤、マルチパート（ｍ
ｕｌｔｉ－ｐａｒｔ）反応型接着剤、ワンパート（ｏｎｅ－ｐａｒｔ）反応型接着剤、天
然接着剤、及び合成接着剤からなる群から選択される少なくとも１つである。さらなる実
施形態では、第１の結合ライトガイドの第１のコア材料は、第１のコア材料、第２のコア
材料、又はこれらの組合せの接着特性に起因して第２の結合ライトガイドの第２のコア材
料に接着される。別の実施形態では、第１の結合ライトガイドのクラッド材料は、クラッ
ド材料の接着特性に起因して第２の結合ライトガイドのコア材料に接着される。別の実施
形態では、第１の結合ライトガイドの第１のクラッド材料は、第１のクラッド材料、第２
のクラッド材料、又はこれらの組合せの接着特性に起因して第２の結合ライトガイドの第
２のクラッド材料に接着される。一実施形態では、コア層は、接着剤であり、クラッド層
、取り外し可能なサポート層、保護膜、第２の接着剤層，ポリマーフィルム、金属フィル
ム、第２のコア層、低接触面積のカバー、平坦化層からなる群から選択された少なくとも
１つの上に被覆される。別の実施形態では、クラッド材料又はコア材料は接着特性を有し
、且つ例えば、限定ではなしに、クラッド層、コア層、低接触面積のカバー、回路基板、
又はハウジングのような発光デバイスの要素に接着されるときに８．９２９、１７．８５
８、３５．７１６、５３．５７４、７１．４３２、８９．２９、１０７．１４８、１２５
．００６、１４２．８６４、１６０．７２２、１７８．５８０キログラム毎ボンド幅メー
トルからなる群から選択された１つよりも大きいＡＳＴＭ　Ｄ３３３０剥離強度を有する
。
【０２６２】
　別の実施形態では、コア材料とクラッド材料、ライトガイドとハウジング、コア材料と
発光デバイスの要素、クラッド材料と発光デバイスの要素からなる群から選択された少な
くとも１つの間の接着を促進するために、タイ層、プライマ、又はコーティングが用いら
れる。一実施形態では、タイ層又はコーティングは、ジメチルシリコーン又はその変形物
及び溶媒を含む。別の実施形態では、タイ層は、フェニルシロキサンベースのシリコーン
を基板材料に橋かけするのに用いられるもののようなフェニルベースのプライマを含む。
別の実施形態では、タイ層は、プラスチックフィルム基板とシリコーン感圧接着剤を付着
させるのに用いられるもののような白金触媒作用を受ける付加硬化シリコーンプライマを
含む。
【０２６３】
　さらなる実施形態では、コア材料又はクラッド材料の少なくとも１つの領域は、接着特
性を有し、境界面を通したＡＳＴＭ　Ｄ１００３光線透過率が、それらの間に空隙がある
状態の同じ領域での同じ２つの材料を通した透過よりも１％、２％、３％、及び４％大き
いからなる群から選択される少なくとも１つであるように、コア又はクラッド材料の第２
の領域に光学結合される。
【０２６４】
　フィルム又はライトガイドの最外面
　一実施形態では、フィルム、ライトガイド、又はライトガイド領域の最外面は、クラッ
ド、柔らかい感触を模擬する若しくはクロス又は室内装飾品の表面テクスチャと整合させ
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るための表面テクスチャ、光抽出機能部からの光を平行化するための屈折要素（マイクロ
レンズアレイのような）、接着剤層、取り外し可能な裏当て材、反射防止コーティング、
アンチグレア表面、及びゴム面からなる群から選択された少なくとも１つを備える。
【０２６５】
　フィルムベースのライトガイド又は発光フィルムの最外面上の表面レリーフ
　一実施形態では、フィルム、ライトガイド、発光フィルム、光再誘導要素、又は発光デ
バイスの最外面は、表面レリーフ機能部を備え、表面のＡＳＴＭ　Ｄ５２３－８９　６０
度光沢は、１００、５０、２５、及び１５からなる群から選択された１つ未満である。一
実施形態では、外面上の光沢は、表面に光をあてることになる周囲グレア光の強さを低減
させる。例えば、一実施形態では、発光デバイスは、２つの光沢単位の一様な低い光沢を
もつ最外面を有するライトガイドを備える。このライトガイドが約２つの光沢単位の光沢
をもつ艶消し面又は拡散面を有する壁上に配置されるときに、高い可視光透過性をもつ実
質的に透明な又は半透明なライトガイドは、最外面の光沢の整合に起因して光源からのグ
レア角度であってもほとんど見えない。この実施形態では、発光デバイスは、壁掛け式照
明器具のような用途においてオフ状態では顕著にあまり見えない。一実施形態では、低い
光沢をもつ最外面は、アンチグレアフィルム、エンボス加工されたフィルム、クラッド層
、光再誘導要素、光方向転換光学要素、光平行化光学要素、ライトガイド、コア領域（コ
ア領域の側部上にクラッド面が存在しない場所）、光再誘導要素、発光デバイスカバー、
レンズ、又はハウジング要素の表面である。
【０２６６】
　一実施形態では、フィルム、ライトガイド、発光フィルム、光再誘導要素、又は発光デ
バイスの最外面は、５０、７０、９０、１００、及び１１０からなる群から選択された１
つよりも大きいＡＳＴＭ　Ｄ５２３－８９　６０度光沢を有する。この実施形態では、高
い光沢は、グレア角度でオフ状態ではあまり見えないように、窓、ガラスの仕切り壁、金
属表面などのような光沢のある表面と整合することができる。別の実施形態では、キット
は、新しい最外面に対する光沢度を選べるように発光デバイスの最外面領域に取り付けら
れてもよいように、発光デバイスと、発光デバイスの最外面の領域とは異なる光沢度をも
つ１つ又は複数のフィルムとを備える。例えば、正しい光沢度をもつフィルムは、発光デ
バイスに隣接する壁の光沢度と整合するように選ばれてもよい。
【０２６７】
　光抽出方法
　一実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、及び光放出領域からなる群から選
択された少なくとも１つは、少なくとも１つの光抽出機能部又は領域を備える。一実施形
態では、光抽出方法は、光抽出機能部を、コア領域、ライトガイド領域に、若しくはコア
領域又はライトガイド領域に作動的に結合された材料に作動的に結合することを含む。光
抽出機能部を領域に作動的に結合することは、限定ではなしに、領域の表面上又は領域の
体積内で材料を加えること、除去すること、又は変化させること、領域の表面上又は領域
の体積内に材料を配置すること、領域の表面上又は領域の体積内に材料を塗布すること、
領域の表面上又は領域の体積内に材料を印刷すること又は塗装すること、領域の表面から
又は領域の体積から材料を除去すること、領域の表面又は領域の体積内の領域を改質する
こと、領域の表面又は領域の体積内の領域をスタンピングすること又はエンボス加工する
こと、領域の表面又は領域の体積内の領域をスクラッチすること、サンディングすること
、アブレートすること、又はスクライビングすること、領域の表面上又は領域の体積内に
光抽出機能部を形成すること、領域の表面上又は領域の体積内に材料を結合すること、ク
ラッド領域の表面に又はクラッド領域の体積内に材料を接着すること、光抽出機能部を領
域の表面又は領域の体積に光学的に結合すること、光抽出機能部と領域との間に配置され
た中間表面、中間層、又は中間材料によって光抽出機能部を領域に光学的に結合する又は
物理的に結合することを含む。別の実施形態では、光抽出機能部は、領域内を伝搬して光
抽出機能部に入射する光の一部が領域を出る又は臨界角よりも小さい角度に再誘導される
ことになり、光がそれを通して内部全反射によって伝搬する領域、コア領域、結合ライト
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ガイド、ライトガイド、又は他の領域内に残らないように、領域に作動的に結合される。
【０２６８】
　一実施形態では、隆起した又はくぼんだ表面パターン又は体積領域によって光抽出領域
又は機能部が画定される。隆起した及びくぼんだ表面パターンは、限定ではなしに、散乱
材料、隆起したレンズ、散乱表面、ピット、溝、表面変調、マイクロレンズ、レンズ、回
折表面機能部、ホログラフィック表面機能部、光バンドギャップ機能部、波長変換材料、
穴、層（クラッドがコア層の覆いから除去される場所のような領域）の縁、平坦な表面、
湾曲した表面、ランダムな表面、準ランダムな表面、及びその組合せをもつピラミッド形
、プリズム形、及び他の幾何学的形状を含む。光抽出領域内の体積散乱領域は、分散相ド
メイン、空隙、他の材料又は領域の欠如（ギャップ、穴）、空隙、層と領域との間の境界
、及び平行な境界面をもつ同一平面上の層とは異なる材料の体積内の他の屈折率不連続性
を備えてもよい。一実施形態では、光抽出領域は、第１の再誘導割合の光を発光デバイス
の発光面の法線の５度以内の角度範囲に再誘導する角度のついた又は湾曲した表面又は体
積光抽出機能部を備える。別の実施形態では、第１の再誘導割合は、５、１０、２０、３
０、４０、５０、６０、７０、８０、及び９０からなる群から選択された１つよりも大き
い。一実施形態では、光抽出機能部は、光再誘導機能部、光抽出領域、又は光出力結合機
能部である。さらなる実施形態では、光抽出機能部は、５ミリラジアン未満の発散度をも
つ５３２ｎｍレーザダイオードを伴う機能部においてフィルムの大面積表面に垂直に入射
する光で測定したときに１０度、２０度、３０度、４０度、５０度、６０度、７０度、８
０度、９０度、及び１００度からなる群から選択された１つよりも大きい伝送された光の
角度ＦＷＨＭ強度を有し、この場合、レーザからの光の断面積のサイズは、光抽出機能部
よりも小さい。
【０２６９】
　一実施形態では、ライトガイド又はライトガイド領域は、複数の領域における光抽出機
能部を備える。一実施形態では、ライトガイド又はライトガイド領域は、１つの外面、２
つの外面、２つの反対の表面、外面と２つの外面の間、実質的に少なくとも１つの外面又
は発光面又は平面に平行な２つの異なる体積平面内の２つの異なる体積領域内、及び複数
の体積平面内に配置された少なくとも１つの領域からなる群から選択された少なくとも１
つの上又は内部に光抽出機能部を備える。別の実施形態では、発光デバイスは、光抽出機
能部の１つよりも多い領域を備えるライトガイドのライトガイド領域上に光放出領域を備
える。別の実施形態では、１つ又は複数の光抽出機能部は、別の光抽出機能部の頂部上に
配置される。例えば、溝付き光抽出機能部は、ライトガイドから抽出された光の量を増加
させてもよい又は溝によって抽出される光をさらに散乱させる又は再誘導することができ
る、光散乱性中空ミクロスフェアを備えることができる。１つよりも多いタイプの光抽出
機能部が、ライトガイド又はライトガイド領域の表面上、体積内、又はこれらの組合せで
用いられてもよい。
【０２７０】
　一実施形態では、光抽出機能部におけるライトガイド内の光の光軸に平行な方向の光放
出領域における１つ又は複数の光抽出機能部の横寸法は、１ｍｍ、５００ミクロン、２５
０ミクロン、２００ミクロン、１５０ミクロン、１００ミクロン、７５ミクロン、５０ミ
クロン、２５ミクロン、２０ミクロン、１０ミクロン、５ミクロン、２ミクロン、１ミク
ロン、０．５ミクロン、及び０．３ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。
別の実施形態では、光抽出機能部におけるライトガイド内の光の光軸に平行な方向の光放
出領域における光抽出機能部の平均横寸法は、１ｍｍ、５００ミクロン、２５０ミクロン
、２００ミクロン、１５０ミクロン、１００ミクロン、７５ミクロン、５０ミクロン、２
５ミクロン、２０ミクロン、１０ミクロン、５ミクロン、２ミクロン、１ミクロン、０．
５ミクロン、及び０．３ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。
【０２７１】
　別の実施形態では、光抽出機能部におけるライトガイド内の光の光軸に垂直な方向又は
光抽出機能部の間のライトガイドの表面に垂直な方向の光放出領域における１つ又は複数
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の光抽出機能部の寸法は、１ｍｍ、５００ミクロン、２５０ミクロン、２００ミクロン、
１５０ミクロン、１００ミクロン、７５ミクロン、５０ミクロン、２５ミクロン、２０ミ
クロン、１０ミクロン、５ミクロン、２ミクロン、１ミクロン、０．５ミクロン、及び０
．３ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、光抽出機能
部におけるライトガイド内の光の光軸に垂直な方向又は光抽出機能部の間のライトガイド
の表面に垂直な方向の光放出領域における光抽出機能部の平均寸法は、１ｍｍ、５００ミ
クロン、２５０ミクロン、２００ミクロン、１５０ミクロン、１００ミクロン、７５ミク
ロン、５０ミクロン、２５ミクロン、２０ミクロン、１０ミクロン、５ミクロン、２ミク
ロン、１ミクロン、０．５ミクロン、及び０．３ミクロンからなる群から選択された１つ
未満である。
【０２７２】
　一実施形態では、第１の光抽出機能部と最も近い隣接する光抽出機能部との間の分離距
離は、２００ミクロン、１５０ミクロン、１００ミクロン、７５ミクロン、５０ミクロン
、２５ミクロン、及び２０ミクロンからなる群から選択された１つ未満である。別の実施
形態では、光抽出機能部の領域におけるライトガイド内を伝搬する光の光軸に実質的に平
行な方向のフィルムベースのライトガイドの１つ又は複数の光放出領域における２つの隣
接する光抽出機能部の間の平均分離距離は、２００ミクロン、１５０ミクロン、１００ミ
クロン、７５ミクロン、５０ミクロン、２５ミクロン、及び２０ミクロンからなる群から
選択された１つ未満である。一実施形態では、発光デバイスは、第２の領域又は画素によ
って受光される第１の光抽出機能部からの光束の割合と第１の領域又は画素によって受光
される第２の光抽出機能部からの光束の割合が５０％、４０％、３０％、２０％、１０％
、及び５％からなる群から選択された１つ未満であるように、ディスプレイの第１の領域
又は画素を照らするために配置された第１の光抽出機能部と、ディスプレイの第１の領域
又は画素に隣接するディスプレイの第２の領域又は画素を照らするために配置された第２
の光抽出機能部（第１の光抽出機能部に最も近く隣接する光抽出機能部である）とを備え
るフィルムベースのライトガイドを備える。一実施形態では、非常に薄いフィルムベース
のライトガイド（例えば２５ミクロンのような）は、空間光変調器に密接して配置され、
フィルムベースのライトガイドは、空間光変調器の各光変調画素の近傍に配置される実質
的に１つの光抽出機能部を備える。この実施形態では、例えば、光抽出機能部の領域にお
けるライトガイド内の光の光軸の方向に平行な２００ミクロンの横寸法のような大きい光
抽出機能部（ライトガイドの厚さに対して）は、大きい照明面積にわたる一様な照明を難
しいものにする可能性がある広い範囲の角度にわたってライトガイドの中を伝搬する光の
かなり大部分を再誘導し及び抽出するであろう。一実施形態では、光放出領域におけるフ
ィルムベースのライトガイドの平均厚さと光抽出機能部におけるライトガイド内を伝搬す
る光の光軸に平行な方向の光放出領域における光抽出機能部の平均横寸法との比は、２、
４、６、８、１０、１５、２０、４０、６０、８０、及び１０００からなる群から選択さ
れた１つよりも大きい。一実施形態では、光放出領域におけるフィルムベースのライトガ
イドの平均厚さと光抽出機能部におけるライトガイド内を伝搬する光の光軸に垂直な方向
の光放出領域における光抽出機能部の平均横寸法又は光抽出機能部間のライトガイドの表
面に垂直な方向の寸法との比は、２、４、６、８、１０、１５、２０、４０、６０、８０
、及び１０００からなる群から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、光放出
領域におけるフィルムベースのライトガイドの平均厚さと光抽出機能部におけるライトガ
イドの中を伝搬する光の光軸に平行な方向の２つの隣接する光抽出機能部間の平均分離距
離との比は、２、４、６、８、１０、１５、２０、４０、６０、８０、及び１０００から
なる群から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、光抽出機能部におけるライ
トガイドの中を伝搬する光の光軸に平行な方向の隣接する光抽出機能部間の平均分離距離
と光抽出機能部におけるライトガイド内を伝搬する光の光軸に平行な方向の光放出領域に
おける光抽出機能部の平均横寸法との比は、２、４、６、８、１０、１５、２０、４０、
６０、８０、及び１０００からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０２７３】



(88) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

　一実施形態では、第１の方向の光放出領域における光抽出機能部間の平均分離距離と第
１の方向の画素のピッチ又はサブ画素のピッチとの比は、０．１対０．５、０．５対１、
１対２、２対４、４対１０、１０対２０、２０対１００、０．１対１００、０．１対１、
１対１００、１対１０、及び１対２０からなる群から選択された範囲内である。別の実施
形態では、第１の方向の光放出領域の光抽出機能部の平均横寸法と第１の方向の画素のピ
ッチ又はサブ画素のピッチとの比は、０．１対０．５、０．５対１、１対２、２対４、４
対１０、１０対２０、２０対１００、０．１対１００、０．１対１、１対１００、１対１
０、及び１対２０からなる群から選択された範囲内である。
【０２７４】
　一実施形態では、光抽出機能部は、実質的に方向性であり、角度のついた表面機能部、
湾曲した表面機能部、粗い表面機能部、ランダムな表面機能部、非対称の表面機能部、ス
クライビングされた表面機能部、切断された表面機能部、平坦でない表面機能部、スタン
プされた表面機能部、成形された表面機能部、圧縮成形された表面機能部、熱成形された
表面機能部、ミルされた表面機能部、押出された混合物、ブレンドされた材料、材料の合
金、対称又は非対称な形状にされた材料の複合材、レーザアブレートされた表面機能部、
エンボス加工された表面機能部、被覆された表面機能部、射出成形された表面機能部、押
出された表面機能部、及びライトガイドの体積の中に配置された上述の機能部のうちの１
つからなる群から選択された１つ又は複数を備える。例えば、一実施形態では、方向性光
抽出機能部は、入射光の一部をライトガイド内でライトガイドの表面法線から０度の方に
実質的に誘導するライトガイドフィルム上のコーティングをＵＶ硬化エンボス加工するこ
とによって形成された長さ１００ミクロンの４５度の角度のついた切子溝である。
【０２７５】
　光抽出領域、光抽出機能部、又は光放出領域は、ライトガイドの上側及び／又はより低
い表面上に配置されてもよい。例えば、反射白色散乱ドットがライトガイドの１つの表面
上に印刷されるときに、ライトガイドを抜けるドットからの光散乱の典型的にほとんどは
、反対の表面を通して抜けるであろう。表面レリーフ光抽出機能部により、表面レリーフ
光抽出機能部からの再誘導に起因して光のほとんどが出るライトガイドの側部は、機能部
の形状に依存する。
【０２７６】
　さらなる実施形態では、光抽出機能部は、第１の方向に入射する光の一部を内部全反射
を通して同一平面内で第２の方向に再誘導する溝、刻み目、湾曲した、又は角度のついた
機能部である。別の実施形態では、光抽出機能部は、第１の角度で入射する光の第１の部
分を第１の出力平面における臨界角よりも大きい第２の角度に再誘導し、第１の出力平面
と直交する第２の出力平面における角度半値全幅強度を増加させる。さらなる実施形態で
は、光抽出機能部は、溝、刻み目、湾曲した又は角度のついた機能部を備える領域であり
、分散された空隙、ビーズ、ミクロスフェア、実質的に球形のドメイン、又はランダムに
形状設定されたドメインの集合体のような材料の実質的に対称な又は等方性の光散乱領域
をさらに備え、平均散乱プロフィールは実質的に対称又は等方性である。さらなる実施形
態では、光抽出機能部は、溝、刻み目、湾曲した又は角度のついた機能部を備える領域で
あり、分散された細長い空隙、引伸ばされたビーズ、非対称に形状設定された長円粒子、
ファイバ、又は形状設定されたドメインの集合体のような材料の実質的に異方性の又は非
対称の光散乱領域をさらに備え、平均散乱は、実質的に非対称の又は異方性のプロフィー
ルである一実施形態では、光抽出機能部の双方向散乱分布関数（Ｂｉｄｉｒｅｃｔｉｏｎ
ａｌ　Ｓｃａｔｔｅｒｉｎｇ　Ｄｉｓｔｒｉｂｕｔｉｏｎ　Ｆｕｎｃｔｉｏｎ（ＢＳＤＦ
）は、発光デバイスの所定の光出力プロフィール又は光再誘導要素への光入力プロフィー
ルをもたらするために制御される。
【０２７７】
　一実施形態では、少なくとも１つの光抽出機能部は、フルオロフォア、蛍光体、蛍光色
素、無機蛍光体、光バンドギャップ材料、量子ドット材料、蛍光タンパク質、融合タンパ
ク質、特定の官能基へのタンパク質に付着されたフルオロフォア、量子ドットフルオロフ
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ォア、小分子フルオロフォア、芳香族フルオロフォア、共役フルオロフォア、及び蛍光色
素シンチレータ、硫化カドミウムのような蛍光体、レアアースドープ蛍光体、及び他の公
知の波長変換材料からなる群から選択された波長変換材料のアレイ、パターン、又は配置
である。
【０２７８】
　一実施形態では、光抽出機能部は、鏡面反射材料、拡散反射材料、又はこれらの組合せ
の反射材料である。例えば、光抽出機能部は、或る角度に配置された（例えば溝上に被覆
された）実質的に鏡面反射性のインクであってもよく、又はこれはメタクリレートベース
のバインダ（白色塗料）中に二酸化チタン粒子を含むインクのような実質的に拡散反射性
のインクであってもよい。例えば、一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドから
反射型ディスプレイの方に光を抽出するフィルムベースのライトガイドの１つ又は複数の
表面上に印刷された又はインクジェット塗布された光散乱ドット又は形状を備えるフィル
ムベースのライトガイドを備える反射型ディスプレイである。代替的に、光抽出機能部は
、二酸化チタン粒子をさらに備える小さい銀粒子（ミクロン又はサブミクロンの、球形又
は非球形の、プレート状に形状設定された又は非プレート状に形状設定された、又はフレ
ーク上に被覆される銀（又はアルミニウム））を伴うインクのような部分的拡散反射性イ
ンクであってもよい。別の実施形態では、拡散反射度は、デバイスの角度の出力、光出力
の平行化度、及び領域から抽出された光の割合からなる群から選択された少なくとも１つ
を最適化するように制御される。
【０２７９】
　別の実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドのコア領域に光学的に結合される光
抽出機能部をもつライトガイドを備える。例えば、一実施形態では、光抽出機能部は、ラ
イトガイドのコア領域上に配置される光伝送接着剤領域のパターンによって空間的に及び
光学的に結合された白色反射フィルムである。この実施形態では、接着剤領域間の空隙が
、コア領域と空気との境界面に入射する光を内部全反射させ、接着剤が、入射光を白色反
射フィルムに伝送し、該白色反射フィルムは、光を内部全反射条件外の角度に再誘導する
。別の実施形態では、ライトガイドは、光をライトガイドから光抽出機能部又は光抽出機
能部を備える二次ライトガイドに伝送する光伝送領域の空間的アレイを備える。例えば、
一実施形態では、光伝送領域は、ライトガイド上に空間的に印刷された接着剤を備える。
別の例では、光伝送領域は、光抽出機能部又は光抽出機能部をもつ別のライトガイドに光
を伝送するために、ライトガイド表面及び光伝送領域における内部全反射のための空隙を
提供するのに、フィルムから切断された穴を有する光伝送フィルムを備える。
【０２８０】
　一実施形態では、光抽出機能部は、フィルムベースのライトガイド材料又は層からの突
出部である。別の実施形態では、光抽出機能部は、フィルムベースのライトガイド層内の
くぼんだ領域である。一実施形態では、光抽出機能部は、該領域で光がライトガイドを出
ることを可能にするくぼんだ領域である。別の実施形態では、光抽出領域は、反対の表面
を通して光がライトガイドを抜けるように入射光の一部をフィルムベースのライトガイド
の反対の表面の方に反射させるくぼんだ領域である。一実施形態では、フィルムベースの
ライトガイドは、第１の側部上の突出部、及び突出部又はライトガイドの１つ又は複数の
領域と接触する状態で配置される空隙領域又はクラッド領域（低屈折率コーティング又は
感圧接着剤のような）を備える。
【０２８１】
　別の実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、第１の突き出る領域を備える第
１のライトガイド領域を備え、第１のライトガイド領域は、１つ又は複数の結合領域にお
いて第２のライトガイド領域に光学的に結合される。さらなる実施形態では、第２のライ
トガイド領域は、部分的に順応するが第１のライトガイド領域と第２のライトガイド領域
との間に空隙領域が残るように第１の突き出る領域の形状に完全には順応しない、第１の
くぼんだ領域を備える。例えば、一実施形態では、フィルムが隣接して配置され及び位置
合わせされるときに、第１の及び第２の光学的に結合されたライトガイド領域によって形
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成された、内部全反射（フロントライト用途での反射型空間光変調器の方に光を反射させ
ることのような）によってライトガイドの外に光を抽出することができる先端を切った領
域が空隙領域を形成するように、第１のライトガイドは、先端を切った三角形の断面をも
つ第１の突き出る領域を備え、第２のライトガイド領域は、くぼんだ三角形の断面をもつ
第１のくぼんだ領域を備える。一実施形態では、第１の及び第２のライトガイド領域の結
合領域は、光抽出機能部間を伝搬する光が第１のライトガイド領域と第２のライトガイド
領域との間で伝搬することができるように、２つ以上の光抽出機能部の間に配置される。
例えば、一実施形態では、第１のライトガイド領域は、突き出る機能部をもつシリコーン
層であり、第２のライトガイド領域は、シリコーン層と接着剤又は屈折率整合接着剤との
間の自然な接着が要求されないことに起因して光学的に結合され及び一緒に付着される、
くぼんだ領域及びくぼんだ領域と突き出る領域との間の実質的に平坦な領域をもつシリコ
ーン層である。別の実施形態では、第１のライトガイド領域及び第２のライトガイド領域
は、熱及び／又は圧力を適用することによって光学的に結合されてもよい材料に形成され
る。
【０２８２】
　さらなる実施形態では、フィルムベースのライトガイドのくぼんだ領域は、これがライ
トガイドのための光抽出機能部として機能するようにフィルムベースのライトガイドと接
着剤又は低屈折率材料との間の屈折率の差異が入射光の一部をライトガイド内の境界面で
反射させ又は内部全反射させるようにくぼんだ領域内に接着剤又は低屈折率材料を含む。
この実施形態では、接着剤又は低屈折率コーティングは、ライトガイドにおけるくぼんだ
領域の体積の一部、ライトガイドにおけるくぼんだ機能部の１つ又は複数の表面、ライト
ガイドにおける突き出る機能部の１つ又は複数の表面、ライトガイドのくぼんだ領域の体
積の実質的にすべて、及びライトガイドの１つ又は複数の平坦な領域からなる群から選択
された領域のうちの１つ又は複数の中に又は上に配置されてもよい。
【０２８３】
光抽出機能部のパターン又は配置は、サイズ、形状、ピッチ、場所、高さ、幅、深さ、形
状、配向、ｘ方向、ｙ方向、又はｚ方向において変化してもよい。空間的輝度又は色均一
性を達成するために配置を決定するのを支援するパターン及び公式又は方程式は、当該技
術分野では公知のエッジ照射型バックライトである。一実施形態では、発光デバイスは、
レンチキュラの下に配置される光抽出機能部を備えるフィルムベースのライトガイドを備
え、光抽出機能部は、ライン機能部から抽出された光がレンチキュラレンズアレイ光再誘
導要素からの再誘導後により低い角度ＦＨＷＭ強度を有し、且つ光抽出の均一性を支援す
るために線（ｄａｓｈ）の長さが変化するように、レンチキュラの下に破線の形態で実質
的に配置される。別の実施形態では、光抽出機能部の点線パターンは、ｘ方向及びｙ方向
に変化する（この場合、ｚ方向は発光デバイスの光軸である）。同様に、二次元マイクロ
レンズアレイフィルム（最密又は規則的なアレイ）又はマイクロレンズの配置は、光再誘
導要素として用いられてもよく、光抽出機能部は、ｘ方向、ｙ方向、又はこれらの組合せ
のサイズ、形状、又は位置が変化する可能性がある円形、長円形、若しくは他のパターン
又は形状の規則的な配置、不規則な配置、又は他の配置を含んでもよい。
【０２８４】
　光抽出機能部の可視性
　一実施形態では、少なくとも１つの光抽出領域は、ライトガイド内からの光によって領
域が照らされないとき（デバイスがオフ状態である又はマルチライトガイドデバイスにお
ける特定のライトガイドが照らされないときのような）に観察者への低い可視性を有する
光抽出機能部を備える。一実施形態では、ライトガイド領域、少なくとも１つの光抽出機
能部、光放出領域、光抽出機能部、及び光抽出表面機能部又は光抽出機能部の集合体によ
って再誘導される光に対応する発光面の平方センチメートルの測定面積からなる群から選
択された少なくとも１つの第１の測定角度における輝度は、黒色の光吸収面上におかれた
ときに表面上に入射する１０ルクス、５０ルクス、７５ルクス、１００ルクス、２００ル
クス、３００ルクス、４００ルクス、５００ルクス、７５０ルクス、及び１０００ルクス



(91) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

からなる群から選択された１つのルクスの積分球からの拡散照度に露出されたときに０．
５ｃｄ／ｍ２、１ｃｄ／ｍ２、５ｃｄ／ｍ２、１０ｃｄ／ｍ２、５０ｃｄ／ｍ２、及び１
００ｃｄ／ｍ２からなる群から選択された１つ未満である。光吸収面の例は、限定ではな
しに、黒色ベロアクロス材料、黒色陽極酸化処理アルミニウム、５％未満の拡散反射率（
鏡面反射成分（ｓｐｅｃｕｌａｒ　ｃｏｍｐｏｎｅｎｔ）が含まれる）をもつ材料、Ｅｄ
ｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｉｎｃ．からの光吸収ブラックアウト材料、及び光トラップボ
ックス（光吸収黒色ベロア又は他の壁をライニングする材料を伴うボックス）への窓を含
む。一実施形態では、輝度に関する第１の測定角度は、０度、５度、８度、１０度、２０
度、４０度、０～１０度、０～２０度、０～３０度、及び０～４０度からなる群から選択
された１つである。一実施形態では、少なくとも１つの光抽出機能部によって再誘導され
る光に対応する発光面の１ｃｍ２の測定面積から放出された光の輝度は、Ｅｄｍｕｎｄ　
Ｏｐｔｉｃｓからの光吸収ブラックアウト材料の上におかれたときに積分球からの２００
ルクスの拡散照度に露出されたときに１００ｃｄ／ｍ２未満である。別の実施形態では、
少なくとも１つの光抽出機能部によって再誘導される光に対応する発光面の１ｃｍ２の測
定面積から放出された光の輝度は、Ｅｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｉｎｃ．からの光吸収
ブラックアウト材料の上におかれたときに積分球からの２００ルクスの拡散照度に露出さ
れたときに５０ｃｄ／ｍ２未満である。別の実施形態では、少なくとも１つの光抽出機能
部又はすべての光抽出機能部の平均によって再誘導される光に対応する発光面の１ｃｍ２

の測定面積から放出された光の輝度は、Ｅｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｉｎｃ．からの光
吸収ブラックアウト材料の上におかれたときに積分球からの２００ルクスの拡散照度に露
出されたときに２５ｃｄ／ｍ２未満である。一実施形態では、薄いライトガイドフィルム
は、ライトガイドの薄さに起因してさらに離間される光抽出機能部又は光抽出表面機能部
のためにより小さい機能部が用いられることを可能にする。一実施形態では、発光デバイ
スの光放出領域に対応する発光面に平行な平面内の光抽出表面機能部の平均最大寸法サイ
ズは、３ｍｍ、２ｍｍ、１ｍｍ、０．５ｍｍ、０．２５ｍｍ、０．１ｍｍ、０．０８０、
０．０５０ｍｍ、０．０４０ｍｍ、０．０２５ｍｍ、及び０．０１０ｍｍからなる群から
選択された１つ未満である。一実施形態では、発光デバイスの光放出領域に対応する発光
面に平行な平面内の光抽出表面機能部の平均最小寸法サイズは、３ｍｍ、２ｍｍ、１ｍｍ
、０．５ｍｍ、０．２５ｍｍ、０．１ｍｍ、０．０８０、０．０５０ｍｍ、０．０４０ｍ
ｍ、０．０２５ｍｍ、及び０．０１０ｍｍからなる群から選択された１つ未満である。
【０２８５】
　一実施形態では、個々の光抽出表面機能部、領域、又は画素は、１０センチメートル、
２０センチメートル、３０センチメートル、４０センチメートル、５０センチメートル、
１００センチメートル、及び２００センチメートルからなる群から選択された１つよりも
大きい距離で観察したときに、デバイスがオン状態で光を放出するときに個々の画素とし
て見分けることができず、且つ発光デバイスがオフ状態であるときに直ちに見分けること
ができない。この実施形態では、領域は、光を放出するように見える可能性があるが、個
々の画素又はサブ画素は、互いから直ちに見分けることができない。別の実施形態では、
発光デバイスの光放出領域の強度又は色は、空間的又は時間的ディザリング又はハーフト
ーン印刷によって制御される。一実施形態では、発光デバイスの外面上の光放出領域の平
方センチメートル単位の光抽出領域の平均サイズは５００ミクロン未満であり、色及び／
又は輝度は、所定の領域内の光抽出領域の数を増加又は減少させることによって変化する
。一実施形態では、光抽出領域又は光抽出機能部の輝度は、光源が光を放出しない状態で
５０ルクスの周囲照明の下で光抽出機能部を持つ側部又は光抽出機能部のない側部から表
面の法線方向に見たときに１、５、１０、２０、及び５０ｃｄ／ｍ２からなる群から選択
された１つ未満である。
【０２８６】
　一実施形態では、発光デバイスは、Ｅｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃｓ　Ｉｎｃ．からの光吸
収ブラックアウト材料の前の２００ルクスの散乱光で照らされるときに２０ｃｍの距離で
０．５から１．５分角までの間の視力をもつ人が直ちに見分けることができない光放出領
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域、光抽出領域、及び光抽出機能部からなる群から選択された少なくとも１つを備える発
光面をもつ標識である。別の実施形態では、発光デバイスは、Ｅｄｍｕｎｄ　Ｏｐｔｉｃ
ｓ　Ｉｎｃ．からの光吸収ブラックアウト材料の前の２００ルクスの散乱光で照らされる
ときに５０ｃｍの距離で１分角視力をもつ人が直ちに見分けることができない光放出領域
、光抽出領域、及び単一の光抽出機能部からなる群から選択された少なくとも１つを備え
る発光面をもつ標識である。
【０２８７】
　別の実施形態では、ライトガイド又はフィルムの光放出領域、表面、又は層における光
抽出機能部を備える表面積の割合として定義される光抽出機能部のフィルファクタは、８
０％未満、７０％未満、６０％未満、５０％未満、４０％未満、３０％未満、２０％未満
、及び１０％未満からなる群から選択された１つである。フィルファクタは、ライトガイ
ド又はフィルムの全発光平方センチメートル表面領域又は表面積領域（光を放出するライ
トガイドの平面内のすべての方向の領域によって境界付けられる）内で測定することがで
き、又はこれはライトガイドの光放出領域の平均であってもよい。フィルファクタは、発
光デバイスがオン状態にある又はオフ状態にある（光を放出しない）ときに測定されても
よい。一実施形態では、オン状態において、光抽出機能部は、フィルムの光放出領域がブ
ラックライト吸収面の前におかれ、且つフィルムが光入力カプラによってフィルムを通し
て誘導される光からの１００ｃｄ／ｍ２の輝度を有するときに、８ｃｍの距離で１分角の
視力をもつ人によって見られる不連続部として見える。
【０２８８】
　別の実施形態では、発光デバイスは、光放出領域を備える発光面をもつ標識であり、デ
バイスが光を放出しないときに、デバイスがオンのときに２０ｃｍの距離で見える２つの
隣接する光抽出機能部によって定められる角度は、０．００１度、０．００２度、０．０
０４度、０．００８度、０．０１０度、０．０１５度、０．０１６７度、０．０２度、０
．０５度、０．０８度、０．１度、０．１６度、０．２度、０．３度、０．４度、０．５
度、０．６度、０．７度、０．８度、１度、２度、及び５度からなる群から選択された１
つ未満である。別の実施形態では、発光デバイスは、光放出領域を備える発光面をもつ標
識であり、デバイスが光を放出しないときに、２０ｃｍの距離で２つの隣接する光抽出機
能部（２００ルクスの散乱光で照らされるときにデバイスがオフにされるときに容易に見
ることができない）によって定められる角度は、０．３度、０．４度、０．５度、０．６
度、０．７度、０．８度、１度、２度、及び５度からなる群から選択された１つ未満であ
る。
【０２８９】
　さらなる実施形態では、発光デバイスの光抽出機能部は、周囲材料とは異なる屈折率を
もつ材料の光散乱ドメインを備える。一実施形態では、光散乱ドメインは、光散乱ドメイ
ンを有する連続する領域内に、体積又は重量で５０％、４０％、３０％、２０％、１０％
、５％、３％、１％、０．５％、及び０．１％からなる群から選択された１つよりも少な
い濃度を有する（インクジェット堆積された白色インク画素のような）。光散乱ドメイン
の濃度又は厚さは、ｘ方向、ｙ方向、又はｚ方向に変化してもよく、画素又は領域は、厚
さを増加させるために重ね刷りされてもよい。別の実施形態では、光抽出機能部は、光抽
出機能部と発光デバイスの少なくとも１つの出力面との間に配置された光吸収領域を有す
る。例えば、光抽出機能部は、ライトガイド上に堆積された二酸化チタンベースの白色イ
ンクジェット堆積画素とすることができ、光吸収インク（カーボンブラック粒子を含む黒
色色素又はインクのような）は、白色画素から散乱される光の５０％が光吸収インクを通
して伝送されるように白色インク上に堆積される。この例では、光吸収インクが存在しな
かった場合に白色インクから反射されることになる周辺光が７５％（５０％吸収インクを
２回通過する）減少し、ライトガイドからの十分な光が白色画素の付近の領域において発
光デバイスから放出される状態でドットの可視性が低減される。別の実施形態では、第１
の光抽出機能部から放出された光の５％、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６
０％、及び７０％からなる群から選択された少なくとも１つを吸収する低い光透過性の、
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光吸収材料が、光抽出機能部と発光デバイスの少なくとも１つの外面との間に配置される
。
【０２９０】
　一実施形態では、ライトガイドの発光面に垂直、光抽出機能部でのライトガイド内の光
の光軸に垂直、及び光抽出機能部でのライトガイドの中を伝搬する光の方向に垂直からな
る群から選択された第１の方向の光抽出機能部でのライトガイド又はコア層の厚さを、ラ
イトガイドの中を伝搬する光の方向に平行な又はライトガイド内の光の光軸に平行な第１
の方向の１つ又は複数の光抽出機能部の長さで割ったものは、１、２、５、１０、１５、
２０、及び５０からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０２９１】
　一実施形態では、ライトガイドは、光抽出機能部を備えるライトガイドと光学的に接触
する状態で配置されるコーティング又は層を備える。一実施形態では、例えば、ＵＶ硬化
型メタクリレートベースのコーティングは、シリコーンベースのライトガイド上のコーテ
ィング上に光抽出機能部が形成されるように、プラズマ表面処理されたシリコーンベース
のライトガイド上に被覆され、エンボス加工ドラムと接触するときに硬化される。種々の
ＵＶ硬化型コーティングは、この実施形態で用いるのに適しており、屈折率、光透過特性
、接着特性、及び散乱特性は、光学フィルム産業では公知である。
【０２９２】
　一実施形態では、光抽出機能部は、１つ又は複数の表面上、機能部の体積中、又は散乱
材料に光学的に結合された又はこれに隣接する、光散乱材料（例えば二酸化チタンのよう
な）と光吸収チント（ｔｉｎｔ）、色素、又は材料とを含む。この実施形態では、フィル
ムベースのライトガイド内の光が光抽出機能部に直面するときに、光は広角度に（ライト
ガイドの外に）散乱し、吸収特性に起因して色素の色を実質的に維持する。この実施形態
では、光散乱材料又は機能部は、光散乱（及び抽出機構）として役立ち、一方、色素は、
着色機構として役立ち、例えば白色光によって照らされるときに種々の角度から見える、
フルカラーイメージがライトガイド上に印刷されることを可能にする。光散乱領域又は光
吸収材料は、１つ又は複数の色素、チント、又は光吸収材料を含んでもよく、これらの材
料を含む領域は、例えば１分角の視力をもつ人に対して、２０、３０、５０、１００、又
は２００センチメートルのような所定の距離で知覚される色に基づく効果的な色を与える
のに十分なだけ近く離間されてもよい。一実施形態では、サブ画素の中心間の距離又は幅
は、４、２、１、０．５、０．２５、０．２、０．１５、０．１、０．０５、及び０．０
２５ミリメートルからなる群から選択された１つ未満である。一実施形態では、例えば、
色のサブ領域（又はサブ画素）は、赤色、緑色、青色、白色（実質的に光吸収材料のない
）、黒色、シアン、黄色、マゼンタ、又は他の色、又は一次系であってもよい。一実施形
態では、印刷又は他の方法で光抽出、光散乱又は吸収領域又は材料を付加した後で、クラ
ッド領域又は層は、ラミネーション、コーティング、又は他の光結合方法によって付加さ
れてもよい。
【０２９３】
　さらなる実施形態では、光抽出領域は、１つの側部だけから実質的に見えるように設計
される。一実施形態では、光抽出機能部は、低光伝送領域とライトガイドとの間の発光デ
バイスの非視る側（ｎｏｎ－ｖｉｅｗｉｎｇ　ｓｉｄｅ）に配置される。例えば、一実施
形態では、光抽出領域は、光吸収黒色インクが白色インク領域上に重ね刷りされた状態の
、印刷された白色インク領域である。この実施形態では、白色インクは、反対の側部上で
光をライトガイドの外に散乱させ、白色インクを通して伝送される光の大部分は黒色イン
クによって吸収される。別の実施形態では、光抽出領域は、ライトガイドの１つの側部上
に表面レリーフパターンを備え、黒色ＰＥＴフィルムのような低光伝送フィルムは、実質
的に抽出領域の形状に切断され、光抽出領域に隣接して配置される。別の実施形態では、
低光伝送領域は光抽出領域の形状に適合しない。例えば、一実施形態では、発光デバイス
は、光源、ライトガイド、光入力カプラを備え、白色インク領域の円形の形状にされたロ
ゴパターン及びライトガイドにラミネートされるクラッド層に四角形の黒色ＰＥＴフィル
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ムがラミネートされる。この実施形態では、白色インクパターンは、黒色ＰＥＴフィルム
を備えるライトガイドの側部とは反対の側部から見ることができ、光源がオンにされると
きに黒色ＰＥＴフィルムを備える側部から実質的に見える。さらなる実施形態では、発光
ディスプレイの輝度は、低光伝送フィルムを備えるライトガイドの側部から表面の法線方
向に見たときに１、５、１０、２０、及び５０ｃｄ／ｍ２からなる群から選択された１つ
未満である。さらなる実施形態では、発光ディスプレイの輝度は、低光伝送フィルムを備
えるライトガイドの側部から表面の法線方向に見たときに１０、２０、３０、４０、５０
、７５、１００、２００、及び３００ｃｄ／ｍ２からなる群から選択された１つよりも大
きい。別の実施形態では、低光伝送領域の輝度は、光源が光を放出しない状態で５０ルク
スの周囲照明の下で低光伝送フィルムを備えるライトガイドの側部から表面の法線方向に
見たときに１、５、１０、２０、及び５０ｃｄ／ｍ２からなる群から選択された１つ未満
である。
【０２９４】
　別の実施形態では、光抽出機能部を備える光抽出領域は、２つの反対の方向から見える
又は判読可能であるように設計される。例えば、一実施形態では、イメージ又はグラフィ
ックベースの光抽出領域は、それが光学的に結合される又は隣接する窓のいずれかの側か
ら見たときに視覚的に知覚でき且つ正しいように実質的に対称である。別の実施形態では
、発光デバイスは、ライトガイドの間の領域に配置される低光伝送領域と共に２つのライ
トガイドを備える。前の実施形態では、例えば黒色の又は不透明な背景が存在し、発光テ
キストがいずれかの側部から見える及び容易に判読できるように、黒色ポリエステルフィ
ルム層は、可読テキストの形態の光抽出領域の後ろの領域においてライトガイドの間（及
び２つのライトガイドのクラッド層の間）に配置されてもよい。一実施形態では、低光伝
送領域は、発光デバイスで用いられる光源からの光を平行化し、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３規
格で規定された機器設定における全透過率を測定することによって測定された７０％、６
０％、５０％、４０％、３０％、２０％、１０％、及び５％からなる群から選択された１
つ未満である発光デバイスによって放出された光の波長にわたる平均透過率を有する。
【０２９５】
　一実施形態では、光抽出機能部は、ライトガイドのコア又はクラッド領域に適用される
フィルム又はコンポーネント上の突き出た機能部である。一実施形態では、光抽出機能部
は、クラッドにおける光のエバネッセント貫入深さが光抽出機能部の材料の中への光の第
１の部分の減衰（又はＴｉＯ２粒子のような散乱光抽出機能部の場合にはそこからの散乱
）を可能にするようにコアとクラッドとの間の分離が減少されるように薄いクラッドの中
に押し込まれるフィルムからの突出部である。一実施形態では、ライトガイドは、力が１
平方インチあたり１、２、５、１０、２０、４０、及び５０ポンドからなる群から選択さ
れた１つよりも大きいときに光の第１の部分がライトガイドから減衰されるように、高屈
折率のコア層と圧縮可能な薄い低屈折率材料とを備える。例えば、一実施形態では、Ｔｉ
Ｏ２粒子を備える光散乱インクのパターンを備える光抽出フィルムは、ポリカーボネート
コア層を備えるフィルムベースのライトガイド上の第１の厚さをもつ圧縮可能なフルオロ
ポリマークラッドに物理的に結合される。ガラス板は、クラッド層の厚さが第２の厚さに
減少し、ライトガイドからの光の第１の部分がクラッドを通した光散乱インクへの光のエ
バネッセント結合に起因してライトガイドから散乱されるように、光抽出フィルムをクラ
ッド層上に圧縮する。
【０２９６】
　一実施形態では、光抽出機能部フィルムは、コア領域に接着され且つ光抽出機能部フィ
ルムを定位置に保持し及び光放出領域を保護するためにスタンドオフ及び接着場所として
機能する、突き出る光抽出機能部を備える。この実施形態では、空気クラッドは、コア層
の表面に沿って光抽出機能部との間に配置される。例えば、一実施形態では、バックライ
トは、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）フィルムの表面上にパターンで配置される
光散乱インク及び感圧接着剤を含む１００ミクロンの突出部を備える光抽出機能部フィル
ムを備える。光抽出機能部フィルムは、コア層にラミネートされ、光抽出機能部の接着剤
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突出部において付着される。この実施形態では、光抽出機能部フィルムは、組み立て、輸
送、又は最終使用中に生じることがある引っかき傷又は粉塵／汚れの蓄積からコア層を保
護する。
【０２９７】
　可視光抽出機能部はまた照明を提供する
　一実施形態では、光抽出機能部からの光は、物体又は表面の照明を提供し、光抽出機能
部は、可視パターン、ロゴ、印、又はグラフィックを提供する。一実施形態では、光抽出
機能部に起因してライトガイドを出る光の第１の割合が表面、物体又は領域を照らし、光
の第２の割合がライトガイドをパターン、ロゴ、印、又はグラフィックで出ることになり
、直接見ることができる。別の実施形態では、ライトガイドの第１の表面から発光デバイ
スを出る光の第１の割合が表面、物体、又は領域を照らし、第１の表面とは反対のライト
ガイドの第２の表面から発光デバイス及び光抽出機能部を出る光の第２の割合が可視パタ
ーン、ロゴ、印、又はグラフィックを形成する。例えば、一実施形態では、約６０％の拡
散反射率（空気側からライトガイドを通さずに測定した）をもつライトガイドの１つの側
部上に印刷された白色インク光抽出領域は、入射光の第１の割合（およそ３０％）をライ
トガイドの外に視る側の方に反射させ、およそ４０％を光抽出機能部を通してライトガイ
ドの外にＰＯＰディスプレイにおける照らされる製品に伝送し、反射光のおよそ３０％が
ライトガイド内に残る。
【０２９８】
　複数のライトガイド
　一実施形態では、発光デバイスは、色順次ディスプレイ、局所的調光（ｄｉｍｍｉｎｇ
）バックライト、赤色ライトガイド、緑色ライトガイド、及び青色ライトガイド、アニメ
ーション効果、異なる色の複数のメッセージ、ＮＶＩＳ及び昼光モードバックライト（例
えば、ＮＶＩＳ用の１つのライトガイド、昼光用の１つのライトガイド）、並べられたラ
イトガイド、又はバックライト、及びより小さい発光デバイスからなる大面積の発光デバ
イスからなる群から選択された少なくとも１つを提供するために１つよりも多いライトガ
イドを備える。別の実施形態では、発光デバイスは、互いに光学的に結合される複数のラ
イトガイドを備える。別の実施形態では、少なくとも１つのライトガイド又はそのコンポ
ーネントは、ライトガイドが触れることに起因して互いの中に実質的に光を直接結合しな
いように、ブロッキング防止機能部をもつ領域を備える。幾つかの実施形態では、ライト
ガイド表面の領域上の分離（及び空隙）を維持するためにブロッキング防止材料を用いる
ことによってクラッドに対する必要性を低減させ又は軽減させることができる。別の実施
形態では、発光デバイスは、結合ライトガイドの第１及び第２の群からの光をそれぞれ受
けために配置される第１の及び第２の光放出領域を備え、結合ライトガイドの第１の群に
おける屈曲又は折り畳みは、結合ライトガイドの第２の群における屈曲又は折り畳みから
１０～３０度、２５度～６５度、７０～１１０度、１１５度～１５５度、１６０度～１８
０度、及び５～１８０度からなる群から選択された角度をなす。
【０２９９】
　別の実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、第１の光放出領域及び第２の光
放出領域の中にそれぞれ光を結合するために配置される結合ライトガイドの第１及び第２
の群を伴う２つの別個の光放出領域を有し、結合ライトガイドの第１及び第２の群は、単
一の光源又は光源パッケージからの光を両方の光放出領域の中に結合するために配置され
る単一の光入力カプラをもたらするために、折り畳まれ又は屈曲される。さらなる実施形
態では、２つの別個の光放出領域は、０．１ミリメートル、０．５ミリメートル、１ミリ
メートル、５ミリメートル、１０ミリメートル、１センチメートル、５センチメートル、
１０センチメートル、５０センチメートル、１メートル、５メートル、１０メートル、結
合ライトガイドの幅、折り畳み領域の幅、第１の光放出領域の表面積の大きさ、第２の光
放出領域の表面積の大きさからなる群から選択された１つよりも大きい分離距離（ＳＤ）
だけ分離される。
【０３００】
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　別の実施形態では、光源、光源のパッケージ、光源のアレイ、又は光源の配置からの光
が１つよりも多いフィルムベースのライトガイドの中に誘導されるように、ライトガイド
領域、光放出領域、光入力カプラ、光入力面、及び光入力縁からなる群から選択された少
なくとも１つにおいて２つのフィルムベースのライトガイドが互いの上に配置される。
【０３０１】
　さらなる実施形態では、複数のライトガイドは、第１の光放出領域の近傍に互いに実質
的に平行に配置され、ライトガイドは第１の色及び第２の色の光を放出する。色は、同じ
であってもよいし又は異なっていてもよく、加法的な色、加法的な輝度、白色光を放出す
るライトガイド、赤色光、緑色光、及び青色光を放出するライトガイド、若しくは他の色
又は同じ、隣接する又は他の対応する光放出領域又は光抽出機能部の付近で光を放出する
ライトガイドの組合せを提供する。別の実施形態では、発光デバイスは、第１のライトガ
イド及び第２のライトガイドを備え、第２のライトガイドの領域は、発光デバイスの光軸
に平行又はデバイスの発光面の法線に平行な方向に第１のライトガイドの下に配置され、
第１の光ライトガイドからの少なくとも１つの結合ライトガイドは、第２のライトガイド
からの少なくとも２つの結合ライトガイド間に交互配置される。さらなる実施形態では、
第１のライトガイドフィルムからの結合ライトガイドは、第２のライトガイド領域の結合
ライトガイドと交互配置される。例えば、１つの縁に沿って互いに平行に配向される結合
ライトガイドストリップを伴う２つのフィルムベースのライトガイドは、一緒に折り畳ま
れて単一の光入力面を形成してもよく、光入力面を形成する光入力縁は、ライトガイド間
で交互する。同様に、光入力縁１、２、及び３をもつ３つ以上のライトガイドは、光入力
面に沿って１－２－３－１－２－３－１２３・・・パターンの交互の入力縁をもつ光入力
面に折り畳むことを通じて集められてもよい。
【０３０２】
　別の実施形態では、発光デバイスは、第１のライトガイド及び第２のライトガイドを備
え、第２のライトガイドの領域は、発光デバイスの光軸に平行又はデバイスの発光面の法
線に平行な方向に第１のライトガイドの下に配置され、第１のライトガイドの中に光を結
合するために配置される結合ライトガイドの第１の組は、第１の光入力面を形成し、光を
第２のライトガイドの中に結合するために配置される結合ライトガイドの第２の組に隣接
して配置される。ライトガイドの第１及び第２の組は、互いに隣接して配置された同じ光
入力カプラ又は異なる光入力カプラであってもよく、それらは、同じ光源、光源の集合体
、異なる光源、又は光源の異なる集合体からの光を受光するために配置されてもよい。
【０３０３】
　並べられたライトガイド
　一実施形態では、発光デバイスは、第１の方向のライトガイドの直線アレイを備える。
別の実施形態では、発光デバイスは、第１の方向のライトガイドの直線アレイ及び第１の
方向と直交する第２の方向のライトガイドの直線アレイを備える。さらなる実施形態では
、発光デバイスはライトガイドの長方形マトリクスを備える。並べられたライトガイドを
備える発光デバイスでは、光入力カプラ、結合ライトガイド、又は光源は、並べられたラ
イトガイドの周辺に沿って、てもよい、ライトガイドの側部に沿ったライトガイドの横方
向縁の間に配置され、横方向縁の間の中央領域の方に後ろに折り畳まれ、又はライトガイ
ド間の低い分離距離を可能にするためにライトガイドの下又は上に折り畳まれてもよい。
【０３０４】
　屈曲損失を減らするための複数のライトガイド
　別の実施形態では、発光デバイスは、第１のライトガイド及び第２のライトガイドを備
え、第２のライトガイドの第１の重なる領域は、発光デバイスの光軸に平行又はデバイス
の発光面の法線に平行な方向に第１のライトガイドの下に配置され、第１のライトガイド
及び第２のライトガイドの中にそれぞれ光を結合するために配置される結合ライトガイド
の第１及び第２の組は、結合ライトガイドの第１及び第２の組の平均と同じ曲率半径及び
第１の重なる領域における第１のライトガイド及び第２のライトガイドの全コア厚さに等
しいコア厚さをもつ第１の及び第２の各結合ライトガイドの同じ入力寸法をカバーするラ
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イトガイドに光学的に結合される結合ライトガイドの組の全屈曲損失よりも小さい全屈曲
損失を有する。
【０３０５】
　さらなる実施形態では、１つのライトガイドからの光出力が別のライトガイドの少なく
とも１つの領域を通過するように多数のライトガイドがスタックされ、固定の屈曲損失（
結合ライトガイドあたりの又は全損失）に対する曲率半径は、同じ光放出領域、同じ曲率
半径、及び組み合わされたライトガイドの厚さをもつ単一のライトガイドの曲率半径より
も小さい。例えば、７０％の屈曲損失のとき、第１の厚さの第１のライトガイドは、第１
の曲率半径に制限される場合がある。それぞれ第１のライトガイドの半分の厚さをもつ第
２の及び第３のライトガイドを用いることによって、第２の及び第３のライトガイドのそ
れぞれの曲率半径は、各ライトガイドの減少された厚さに起因してただ７０％の屈曲損失
を維持するには小さい可能性がある。一実施形態では、それぞれ同じ屈曲損失をもつより
厚いライトガイドよりも小さい曲率半径をもつ複数の薄いライトガイドは、発光デバイス
の体積及びフォームファクタを減少させる。異なるライトガイドからの結合ライトガイド
の光入力面は、発光デバイスの異なる側部上で、同じ光入力カプラ内で、異なる光入力カ
プラ内で、互いの下で、互いの横で、第１の方向に互いに隣接して配置され、又は同じ又
は異なる光源からの光を受光するために配置されてもよい。
【０３０６】
　結合ライトガイドによって接続される複数のライトガイド
　一実施形態では、複数の結合ライトガイドによって２つ以上のライトガイドが光学的に
一緒に結合される。一実施形態では、フィルムは、第１の連続するライトガイド領域と、
第１の連続するライトガイド領域と第２の連続するライトガイド領域との間に配置された
領域において切断されるストリップ状の区域とを備える。一実施形態では、ストリップが
切断され、ストリップ（この実施形態では結合ライトガイド）が折り畳まれ及び重なるよ
うに第１の及び第２の連続するライトガイド領域が互いに対して平行移動される。結果と
して得られる第１の及び第２のライトガイド領域は、結合ライトガイドによって接続され
る携帯電話のためのキーパッド照明器及びＬＣＤバックライトのような別個の領域であっ
てもよい。第１の及び第２のライトガイド領域はまた、第１の及び第２のライトガイド領
域が少なくとも部分的に重なるように両方とも１つ又は複数の領域においてフィルム表面
の法線方向の光と交差してもよい。第１の及び第２のライトガイド領域は、少なくとも１
つの光入力カプラを有してもよい。結合ライトガイドの使用を通じて第１の及び第２のラ
イトガイド領域を一緒に結合することによって、第１のライトガイド領域の中に結合され
る入力カプラからの光は、第１のライトガイド領域の端に到達するときに失われず、外に
結合されず、又は吸収されず、第２のライトガイド領域上にさらに伝搬してもよい。これ
は、ライトガイドが領域において重なるので、特定の領域に対してより多くの光抽出領域
を可能にすることができる。一実施形態では、第１の及び第２のライトガイド領域の間の
光を受光するために配置される少なくとも１つの領域は、第２のライトガイド領域に到達
する光が異なる波長スペクトルプロフィールを備え、且つ第１のライトガイド抽出領域か
ら抽出された第１の色とは異なる第２のライトガイド領域から第２の色を抽出することが
できるように、光吸収フィルタを備えてもよい。１つ、２つ、又は２つよりも多い発光色
をもつ第１の入力カプラによって照らされる２つよりも多いライトガイド領域が用いられ
てもよく、別個の光入力カプラを伴う別個のライトガイド（又はライトガイド領域）が、
第１の入力カプラによって照らされるライトガイド領域のうちの１つ又は複数の後ろに、
間に、又は上に配置されてもよい。例えば、第１の光入力カプラは、ＬＥＤからの白色光
を第１のライトガイド領域の中に誘導し、光抽出領域は、第１の白色イメージをもたらす
光を抽出し、抽出されない光は、スペクトルの非赤色部分を実質的に吸収するライトガイ
ド（赤色に色づいたインク縞のような）に光学的に結合される縞領域を有する反対の端部
上の結合ライトガイドの中に通過する。この光は、第２のライトガイド領域の中にさらに
伝搬し、そこで光の一部が赤色イメージにおける赤色光としてライトガイドの外に抽出さ
れる。同様に、複数のライトガイド領域から放出された光の複数の色をもたらするために
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減法的な色（ｓｕｂｔｒａｃｔｉｖｅ　ｃｏｌｏｒｓ）を含む他の色が用いられてもよく
、光抽出領域は加法混色をもたらするために重なってもよい。２つ以上のライトガイド又
はライトガイド領域は重なってもよく、ライトガイド内を伝搬する光の光軸は互いに対し
ておよそ９０度である
【０３０７】
　画素化した色を提供するための複数のライトガイド
　一実施形態では、発光デバイスは、２つの異なる光路を通してそれぞれ第１の光源及び
第２の光源からの光を受光するために配置される第１のライトガイド及び第２のライトガ
イドを備え、第１の及び第２の光源は異なる色の光を放出し、第１の及び第２のライトガ
イドの光放出領域は、画素化した領域において発光デバイスの光出力平面を含む平面内で
空間的に分離された（例えば、フィルムベースのライトガイドの厚さ方向に分離された）
画素化した領域を備える。一実施形態では、第１及び第２の画素化した光放出領域の色は
、サブ画素の組合せの加法的な色となるべき光放出領域の対角（又は直径）の２倍の距離
での倍率（ｍａｇｎｉｆｉｃａｔｉｏｎ）なしに、１分角の視力をもつ観察者によって知
覚される。例えば、一実施形態では、ディスプレイの異なる空間領域における色は、赤色
画素、緑色画素、及び青色画素を用いる液晶ディスプレイ及び一緒にグループ化される赤
色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤを用いるＬＥＤ標識と類似した異なる領域におけ
る異なる色を達成するために空間的に制御される。例えば、一実施形態では、発光デバイ
スは、青色ライトガイドに光学的に結合される緑色光を放出するライトガイドに光学的に
結合される赤色光を放出するライトガイドを備える。ライトガイドの種々の領域及びこの
実施形態の光出力が以下で説明される。第１の発光デバイスの光放出領域では、青色ライ
トガイド及び緑色ライトガイドは、光抽出機能部を有さず、赤色ライトガイドは、第１の
光放出領域が１つ又は複数の方向に赤色を放出する（例えば、空間光変調器の方に又は発
光デバイスの外に赤色光を放出する）ように光抽出機能部を有する。第２の発光デバイス
の光放出領域では、赤色ライトガイド及び緑色ライトガイドは光抽出機能部を有さず、青
色ライトガイドは、第２の光放出領域が１つ又は複数の方向に青色光を放出するように光
抽出機能部を有する。第３の発光デバイスの光放出領域では、青色ライトガイド及び赤色
ライトガイドが光抽出機能部を有し、緑色ライトガイドは、第３の光放出領域が１つ又は
複数の方向に紫色光を放出するように如何なる光抽出機能部も有さない。第４の発光デバ
イスの光放出領域では、青色、緑色、及び赤色ライトガイドは、第４の光放出領域が１つ
又は複数の方向に白色光を放出するように光抽出機能部を有する。したがって、異なる色
の光を放出する光放出領域をもたらするために複数のライトガイドを用いることによって
、例えば、発光デバイス、ディスプレイ、又は標識は、同時に又は順次に異なる色を放出
する異なる領域により多色とすることができる。別の実施形態では、光放出領域は、例え
ば、フルカラーグラフィック、イメージ、印、ロゴ、又は写真が再現されるように、複数
のライトガイド上に適切なサイズ及び密度の光抽出機能部を備える。
【０３０８】
　第２のライトガイド上の隣接する第２の光抽出機能部に到達する第１のライトガイド光
抽出機能部から抽出された光の割合は、例えば、第１の光抽出機能部と第２の光抽出機能
部との間の光路の方向の光抽出機能部とクラッド面との間の第１のライトガイド内の距離
、第１の光抽出機能部と第２の光抽出機能部との間の光の光路における光抽出機能部間の
全分離、第１の光抽出機能部と第２の光抽出機能部との間の光路のクラッドにおける距離
、第１のライトガイドの屈折率、クラッドの屈折率、クラッド面から第２の光抽出機能部
までの光路の距離、第２のライトガイドの屈折率、及び第１のライトガイド光抽出機能部
の方向性反射率（又は伝送）特性によって影響される。一実施形態では、第２のライトガ
イドにおける第２の画素領域と交差する第１の光画素領域から第１のライトガイドを出る
光の割合は、３０％、２０％、１０％、５％、及び１％からなる群から選択された１つ未
満である。第２のライトガイド上の隣接する画素に到達する第１のライトガイドからの光
の量は、ライトガイドの厚さ、厚さ方向の全分離、第１のライトガイドの屈折率、クラッ
ドの屈折率、及び第１のライトガイド光抽出機能部の方向性反射率（又は伝送）特性によ
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って影響される。ライトガイド内の臨界角に近い光は、臨界角よりも大きい角度でクラッ
ド領域において厚さ方向により長い距離を伝搬するであろう。一実施形態では、クラッド
領域の厚さは、５０、２５、１０、５、３、２、及び１ミクロン（単数又は複数）からな
る群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、コア領域の厚さは、５０、２５
、１０、５、３、２、及び１ミクロン（単数又は複数）からなる群から選択された１つ未
満である。第１のライトガイドと屈折率ｎ２をもつクラッド領域との間の臨界角でライト
ガイド内を伝搬する屈折率ｎ１及び厚さｔ１の第１のライトガイドの表面上の第１の光抽
出機能部の縁から第１のライトガイドとクラッドとの間の境界面に到達する点までの光の
横方向の分離ｘ１は、以下のとおりである。
【数３】

【０３０９】
　一実施形態では、第１のライトガイドにおける第１の画素と第２のライトガイドにおけ
る第２の画素との間の横方向の分離は、ｘ１の５０％、６０％、７０％、及び８０％から
なる群から選択された１つよりも大きく、且つｘ１の１５０％、２００％、２５０％、３
００％、４００％、及び５００％からなる群から選択された１つ未満である。例えば、一
実施形態では、第１のライトガイド上の光抽出機能部は、厚さ５０ミクロンである屈折率
１．４９のフィルムベースのライトガイドの裏側の第１の印刷された白色インクパターン
である。屈折率１．３３である２５ミクロンのクラッド領域によって分離され且つ第１の
ライトガイドに光学的に結合される第２のライトガイド上の第２の印刷された白色インク
パターンは、第１の印刷された白色領域から距離１００ミクロンだけ横方向に（フィルム
表面に平行な方向に）位置決めされる。この例では、ｘ１は９９ミクロンであり、分離距
離はｘ１の１０１％である。
【０３１０】
　別の実施形態では、光抽出機能部は、入射光を非対称に再誘導する方向性光抽出機能部
であり、第１のライトガイドにおける第１の画素と第２のライトガイドにおける第２の画
素との間の横方向の分離は、ｘ１の２０％、３０％、４０％、及び５０％からなる群から
選択された１つよりも大きく、且つｘ１の１００％、１５０％、２００％、及び３００％
からなる群から選択された１つ未満である。
【０３１１】
　別の実施形態では、１つの画素に対するライトガイド内の光軸の方向の光抽出機能部の
寸法は、該領域におけるライトガイドの平均厚さの２００％、１５０％、１００％、７５
％、及び５０％からなる群から選択された１つ未満である。
【０３１２】
　さらなる実施形態では、輝度の少なくとも７０％の輝度によって定義される角度内の角
度の色変化、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージョン２．０、２００
１年６月１日（付録２０１、頁２４９）で説明される場合の１９７６ｕ’，ｖ’均等色度
図で測定した画素の０度でのΔｕ′ｖ′が、分光計ベースのスポットカラーメータを用い
て測定したときに０．２、０．１、０．０５、０．０１、及び０．００４からなる群から
選択された１つ未満であるように、第１のライトガイド上の第１の画素は、第２のライト
ガイド上の第２の画素から横方向に第１の分離距離だけ分離される。
【０３１３】
　一実施形態では、発光デバイスは、光抽出機能部の第１の組を備える第１のライトガイ
ド及び光抽出機能部の第２の組を備える第２のライトガイドを備える発光フロントライト
を備える反射型ディスプレイであり、第１のライトガイドに平行な平面内の光抽出機能部
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の第１の組の領域と反射型ディスプレイの発光面の実質的に法線方向の第２のライトガイ
ドに平行な平面内の光抽出機能部の第２の組の領域との間の重なり領域の割合は、８０％
、６０％、４０％、２０％、１０％、５％、及び２％からなる群から選択された１つ未満
である。同様に、別の実施形態では、３つの異なるライトガイドにおける光抽出機能部の
３つの組の間の重なり領域は、ライトガイドの各組合せに対する８０％、６０％、４０％
、２０％、１０％、５％、及び２％からなる群から選択された１つ未満である。例えば、
一実施形態では、反射型ディスプレイは、反射型空間光変調器に近接して配置される第３
のライトガイドからクラッド層によって分離される第２のライトガイドからクラッド層に
よって分離される、第２のライトガイドの視る側に第１のライトガイドを有するＬＥＤか
ら赤色、緑色、及び青色光をそれぞれ放出する第１、第２、及び第３のライトガイドを備
える。この実施形態では、ディスプレイの法線方向に見たときの赤色光を放出するライト
ガイド及び緑色光を放出するライトガイドにおける光抽出機能部間の重なり領域は１０％
未満である。また、この実施形態では、ディスプレイの法線方向に見たときの赤色光を放
出するライトガイド及び青色光を放出するライトガイドにおける光抽出機能部間の重なり
領域は１０％未満である。この実施形態では、赤色光を放出するライトガイドから反射型
空間光変調器の方に誘導される赤色光は、より大きい割合の光抽出機能部領域が重なるラ
イトガイド構成よりも、緑色ライトガイド又は青色ライトガイドにおける光抽出機能部か
ら反射する可能性が低い。
【０３１４】
　コンポーネントの周りに折り畳まれるライトガイド
　一実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、光混合領域、複数のライトガイド
、結合ライトガイド、及び光入力カプラからなる群から選択された少なくとも１つは、発
光デバイスのコンポーネント又は他のコンポーネントが視野から隠れる、別のコンポーネ
ント又は光放出領域の後ろに位置付けられる、又は部分的に又は十分に包囲されるように
屈曲され又は折り畳まれる。その周りにそれらが屈曲され又は折り畳まれてもよいこれら
のコンポーネントは、光源、電子装置、ドライバ、回路基板、熱伝達要素、空間光変調器
、ディスプレイ、ハウジング、ホルダ、若しくは折り畳まれ又は屈曲されたライトガイド
又は他の領域又はコンポーネントの後ろに配置される他のコンポーネントのような発光デ
バイスのコンポーネントを含む。一実施形態では、反射型ディスプレイのためのバックラ
イト又は透過型ディスプレイのためのバックライトは、ライトガイド、結合ライトガイド
、及び光源を備え、ライトガイドの１つ又は複数の領域は折り畳まれ、光源は、ディスプ
レイの実質的に後ろに配置される。一実施形態では、１つよりも多い入力カプラ又はコン
ポーネントは、ライトガイド、光混合領域、又は光放出領域の後ろに又は周りに折り畳ま
れる。この実施形態では、例えば、同じフィルムの光放出領域の対向する側部からの２つ
の光入力カプラは、互いに隣接して配置され又は共通の光源を使用し、ディスプレイの空
間光変調器の後ろに折り畳まれてもよい。別の実施形態では、並べられた発光デバイスは
、後ろに折り畳まれ、互いに隣接し、若しくは同じ又は異なる光源を用いて物理的に結合
された、光入力カプラを備える。一実施形態では、光源又は光源の光放出領域は、光放出
領域の縁及び視る側とは反対のライトガイドの側部上の光放出領域の法線によって境界付
けられた体積内に配置される。別の実施形態では、光源、光入力カプラ、結合ライトガイ
ド、又は光混合領域の領域のうちの少なくとも１つは、光放出領域の後ろ（視る側とは反
対のライトガイドの側部上）又は光放出領域の縁及び視る側とは反対のライトガイドの側
部上に配置される光放出領域の法線によって境界付けられた体積内に配置される。
【０３１５】
　光をリサイクルするためのライトガイドのカールされた縁
　一実施形態では、ライトガイド縁領域は、縁の方に伝搬する光がカールに従い、ライト
ガイドの中に戻るように伝搬することになるように、自身の上に戻るようにカールされ及
びライトガイドの領域に光学的に結合される。一実施形態では、光学的に一緒に結合され
又は付着されるべき両方の表面からのライトガイドからクラッド領域が除去される。１つ
よりも多い縁は、光をライトガイドの中に戻るようにリサイクルするために自身の上に戻
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るようにカールされ又は屈曲されてもよい。
【０３１６】
　見当合わせ穴及びキャビティ
　一実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、光混合領域、光入力カプラ、ハウ
ジング、保持デバイス、及び複数の結合ライトガイドからなる群から選択された少なくと
も１つは、少なくとも１つの開口部又は孔を通過してもよい少なくとも１つのピン又は物
体を収容するデバイスの別のコンポーネントと見当合わせするのに適した少なくとも１つ
の開口部又は孔を備える。別の実施形態では、光方向転換光学要素、結合ライトガイド、
光再誘導光学要素、光結合光学要素、相対位置維持光学要素、回路基板、可撓性コネクタ
、フィルムベースのタッチスクリーン、フィルムベースのライトガイド、及びディスプレ
イフィルム基板のうちの１つ又は複数は、見当合わせ開口部、孔、穴、又はキャビティを
備える。
【０３１７】
　位置合わせガイド
　別の実施形態では、光方向転換光学要素は、ガイドが結合ライトガイド入力面を結合ラ
イトガイドのフィルム表面に垂直な方向、結合ライトガイドフィルム表面に平行な方向、
光源の光軸に平行な方向、及び光源の光軸と直交する方向のうちの少なくとも１つの方向
に位置合わせするべく誘導するように光方向転換光学要素に物理的に結合される位置合わ
せガイドを有する。一実施形態では、位置合わせガイドは、光方向転換光学要素、結合ラ
イトガイド、光再誘導光学要素、光結合光学要素、相対位置維持光学要素、回路基板、光
源、光源ハウジング、光学要素ホルダ又はハウジング、入力カプラハウジング、位置合わ
せ機構、光源のためのヒートシンク、可撓性コネクタ、フィルムベースのタッチスクリー
ン、フィルムベースのライトガイド、及びディスプレイフィルム基板のうちの１つ又は複
数に物理的に結合される。一実施形態では、位置合わせガイドは、結合ライトガイドのス
タック（又は光学要素）を所定の方向にガイドするために配置される結合ライトガイドの
スタックされたアレイの曲げ弾性率の２倍、３倍、４倍、及び５倍のうちの１つの曲げ弾
性率をもつ金属又はプラスチックバー又はロッドのような位置合わせアームを備える。位
置合わせガイドは、鋭い縁を通して結合ライトガイドを引っかく又は損傷させることなく
ガイド機能を支援するために１つ又は複数の湾曲した領域を有してもよい。別の実施形態
では、位置合わせガイドは、結合ライトガイドの位置を一時的に又は恒久的に維持するた
めに１つ又は複数の結合ライトガイドに対して力をかけることができる片持ちばねである
。別の実施形態では、位置合わせガイドは、光源又は光入力カプラに対する結合ライトガ
イドの相対位置を実質的に維持する付加的な恒久的な相対位置決め方法が採用される（機
械的にクランプすること、接着剤、エポキシ、又は光学接着剤を用いて接着すること、結
合ライトガイドの周りにハウジングを形成すること、又は結合ライトガイドをハウジング
の中に挿入することのような）ときに、光入力面の付近の結合ライトガイドの相対位置を
維持する。別の実施形態では、クラッド層（低屈折率接着剤のような）は、位置合わせガ
イドが結合ライトガイドのアレイに熱的に結合されるときに位置合わせガイドによってよ
り少ない光が吸収されるように、頂面、底面、横方向縁、及び結合ライトガイドのアレイ
の光入力面のうちの１つ又は複数の上に配置される。
【０３１８】
　位置合わせガイド内の位置合わせキャビティ
　一実施形態では、位置合わせガイドは、光源からの光を受光するべくそれらの光入力縁
を位置合わせするために結合ライトガイドのスタックされたアレイがその中に配置されて
もよい、機械的カプラ内のキャビティを備える。一実施形態では、位置合わせガイドは、
結合ライトガイドを一次元に位置合わせし、それらを正しい横方向位置に保持するのを支
援するべく結合ライトガイドに垂直方向の力を適用するために、延長されたアーム又はロ
ッドをもつ熱伝達要素と、それらが光源からの光を受光するために位置合わせされるよう
に結合ライトガイドの入力面がその中に位置付けられ（ｐｌａｃｅｄ）てもよいキャビテ
ィとを備える。別の実施形態では、位置合わせガイドは、延長されたアーム（力をかける
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ために片持ちばねとして機能する）をもつ熱伝達要素と、それらの光入力面の付近の結合
ライトガイドのスタックされたアレイの断面のそれぞれ垂直及び幅寸法と少なくとも同じ
だけ大きい断面垂直及び幅寸法をもつキャビティを備える。
【０３１９】
　熱伝導性位置合わせガイド
　別の実施形態では、位置合わせガイドは、光源のためのヒートシンクに熱的に及び物理
的に結合される。例えば、位置合わせガイドは、それらがキャビティ内に保持されるよう
に結合ライトガイドを受け入れるために位置合わせキャビティ開口部が配置された状態で
光源の周りに配置され及びこれに熱的に結合される、アルミニウムヒートシンクを備えて
もよい。この実施形態では、アルミニウムヒートシンクは、位置合わせ機能を果たし、且
つまた光源からの熱負荷を減らす。別の実施形態では、位置合わせガイドは、光源から受
け取った結合ライトガイドからの熱を位置合わせガイドが除去するように結合ライトガイ
ドに熱的に結合される熱伝導性材料（金属、アルミニウム、銅、熱伝導性ポリマー、又は
熱伝導性材料を含む化合物のような）の中に位置合わせキャビティを備える。ハイパワー
ＬＥＤを用いるときに、例えば、光源からの熱は、結合ライトガイドを潜在的に損傷する
又はこれに伴う問題を引き起こす可能性がある（軟化、熱的又は光学的劣化など）。結合
ライトガイドから熱を除去することによって、この効果は、低減され又はなくされる。一
実施形態では、位置合わせガイドは、物理的接触によって若しくは熱伝導性接着剤又はグ
リースのような中間熱伝導性材料の使用を通じて１つ又は複数の結合ライトガイドに熱的
に結合される。
【０３２０】
　他のコンポーネント
　一実施形態では、発光デバイスは、電源、バッテリ（低プロフィール又は低体積のデバ
イスのために位置合わせされてもよい）、熱伝達要素（ヒートシンク、ヒートパイプ、又
はスタンプされた金属薄板ヒートシンクのような）、ライトガイドの少なくとも１つの側
部に平行に延びるように押出され及び位置合わせされるフレーム、ハウジング、ヒートシ
ンク、熱伝達要素又はヒートシンクに沿った複数の折り畳み又は保持モジュール、発光デ
バイスの外部の表面に熱を熱的に結合するために露出される熱伝達要素、及び電力を提供
することができる太陽電池、通信電子装置（光源、色出力、入力情報、リモート通信、Ｗ
ｉ－Ｆｉ制御、ブルートゥース制御、無線インターネット制御などを制御するのに必要と
されるような）、発光デバイスを鉄又は適切な金属の表面に一時的に取り付けるための磁
石、動きセンサ、近接センサ、前方及び後方に配向される動きセンサ、光学フィードバッ
クセンサ（検出器としてリバースで採用されるフォトダイオード又はＬＥＤを含む）、ス
イッチ、ダイヤル、キーパッド（オン／オフ、輝度、色、色温度、プリセット（色、輝度
、色温度などのため）、無線制御のような機能のための）のような制御機構、外部的にト
リガされるスイッチ（例えばドア閉スイッチ）、同期スイッチ、及び外部光がライトガイ
ド又はライトガイド領域に到達するのをブロックする又は発光デバイスの領域から放出さ
れた光が観察者によって見られるのをブロックする光ブロック要素からなる群から選択さ
れた少なくとも１つを備える。
【０３２１】
　一実施形態では、発光デバイスは、自動車の電気系統又は１２ボルトのＤＣ電源バッテ
リ又は電源によって動力を与えられるように設計される。例えば、一実施形態では、発光
デバイスは、光放出領域においてグラフィックイメージ及びテキストを表示する、バスの
側部上に配置される光る標識である。一実施形態では、発光デバイスは、自動車又はエア
ライン電源出力（ｐｏｗｅｒ　ｏｕｔｌｅｔ）におかれるように配置されるシガレットラ
イターアダプタを備える。一実施形態では、発光デバイスは、別の方向よりも一方向に長
い寸法をもつバッテリを備え（ＡＡ又はＡＡＡ　バッテリのような）、より長い寸法は、
ライトガイド、光入力カプラ、又は結合ライトガイドのハウジング又は包囲体の縁に実質
的に平行に配置される。この実施形態では、バッテリを適切な縁、ハウジング、若しくは
他の包囲体又は要素と位置合わせすることによって、要求されるフォームファクタ及び体
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積を減らすことができる。この実施形態では、例えば、バッテリを備える包囲体は、バッ
テリ及び結合ライトガイド又はストリップ（及び随意的に光源）を包囲してもよい。一実
施形態では、発光デバイスは、第１の範囲の角度からの光が照明を提供し、第２の範囲の
角度からの光が、光入力面の中に、結合ライトガイドの中に光学的に結合され、ライトガ
イドを通して伝搬し、光放出領域において放出されて、標識、グラフィック、イメージ、
又は他の印の照明又は表示を提供するように、第１の範囲の角度及び第２の範囲の角度に
光を放出するために配置される光源を備える。例えば、一実施形態では、照明器具は、光
を上向きに誘導するＬＥＤのリニアアレイのような光源と、上向き成分と共に伝搬する光
を受光し、及び光を結合ライトガイドを通して照明器具の下側に配置される光放出領域に
誘導するために配置される光入力面とを備える。この実施形態では、例えば、直線吊下げ
照明装置は、光を上向きに誘導することができ、ライトガイドフィルム及び結合ライトガ
イドを用いて真下の向きに照明を提供する。同様に、光を上向きに誘導するウォール・ウ
ォッシング型（ｗａｌｌ　ｗａｓｈｉｎｇ）照明器具は、光源の或る角度範囲の光出力を
異なる角度範囲でライトガイドの中に及びライトガイドの外に再誘導するために、結合ラ
イトガイド及びライトガイドを用いて水平方向に又は下向きに光を放出してもよい。
【０３２２】
　動きセンサ
　別の実施形態では、発光デバイスは動きセンサを備える。動きセンサのタイプは、受動
赤外線センサ、能動赤外線センサ、超音波動きセンサセンサ、及びマイクロ波動きセンサ
を含む。一実施形態では、動きセンサは、フィルムベースのライトガイドを通過する又は
フィルムベースのライトガイド内からの放射線を受けるために配置される（例えば外部光
が光抽出機能部によってライトガイドの中に再誘導され、ライトガイドを通して伝搬して
動きセンサに到達するとき）。別の実施形態では、動きセンサによって検出される動きは
、発光デバイスが光出力特徴を変化させることをトリガする。一実施形態では、発光デバ
イスは、１つ又は複数の光放出領域において光を放出すること、１つ又は複数の光放出領
域において光を放出するのをやめること、１つ又は複数の光放出領域において全光束出力
を変化させること（或る量だけ増加又は減少させること）、１つ又は複数の光放出領域に
おいて角度の光出力プロフィールを変化させること、１つ又は複数の光放出領域において
光出力の色を変化させることからなる群から選択された１つ又は複数によってその発光特
徴を変化させる。例えば、一実施形態では、動きセンサは、発光デバイスがオンになるこ
とをトリガする。別の例では、動きセンサは、発光デバイスが、第２の光放出領域におい
て第２のＬＥＤの光出力を一定の可視光出力レベルに維持しながら、第１の光放出領域に
おいて点滅するロゴのために１つのＬＥＤをオフ及びオンにパルスすることをトリガする
。
【０３２３】
　さらなる実施形態では、結合ライトガイドは、結合ライトガイドの入力面が外部光源か
らの光を受光するために配置されてもよいようにライトガイドの光放出領域の１つ又は複
数の縁を越えて延びる。例えば、一実施形態では、自動車のための標識は、ヘッドライト
、方向指示灯、後退灯、尾灯、又は自動車上の他の灯からの光を受光するために延長され
てもよい結合ライトガイドを備える。この実施形態では、結合ライトガイドは、光の一部
がライトガイドの中に結合され、光放出領域においてライトガイドを出るように光源の光
出力（又は光放出領域を覆うレンズ）に又はこの付近に配置されてもよい。例えば、一実
施形態では、結合ライトガイドのアレイの光入力面は、光入力面を自動車のための尾灯の
レンズに光学的に結合するために用いることができる接着剤を備える。この実施形態では
、尾灯からの赤色光は、光放出領域のための光源を提供する。別の実施形態では、結合ラ
イトガイドの光入力面は、このケースが照らされたロゴ、印、又はグラフィックスの形態
の光放出領域を備えるように、フラッシュライトの中に配置される光源からの光を受光す
るために配置される。別の実施形態では、光入力カプラは、光源からの光を受光し、より
大きい光放出領域にわたって広がるより低輝度レベルの光出力を提供するように結合ライ
トガイドを通してより大きい光放出領域の中に光を伝送するために配置される。例えば、
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一実施形態では、光入力カプラは、ランプの光源から上方に誘導される光を受光し、及び
光を結合ライトガイドを通して「ランプシェード」の中に配置された光放出領域に誘導す
るために配置される。この実施形態では、光は、ライトガイドを通して伝送され、（光放
出領域が「ランプシェード」の外側部分上にあるときの実施形態では）ランプシェードの
光吸収材料を通して伝搬することによって吸収されることなく直接シェードを出る。この
実施形態では、ライトガイドは、ランプシェード内、この内面上、又は外面上に配置され
てもよい。別の実施形態では、ライトガイドは、光源のグレアを減らするために光拡散特
性（体積拡散層、表面レリーフ拡散層、又は印刷されたディフューザ層のような）を提供
し、結合ライトガイドを通して光源からの光を受光する光放出領域を備える。
【０３２４】
　別の実施形態では、発光デバイスは、隣接する領域の外に出る光とは異なるシェード又
はパターン形成された領域における光出力を提供する。例えば、一実施形態では、フィル
ムベースのライトガイドは、緑色及び赤色フラワーパターンの光を放出し、一方、シェー
ドを透過する光（例えば、灯の中に配置される標準エジソン型白熱電球からの）が黄色み
を帯びた白色のような第２の色である。一実施形態では、低光伝送領域は、光放出領域か
ら放出された光の飽和度が増加するように、光放出領域と光放出領域上に入射する外部光
の光放出領域との間に配置される。例えば、一実施形態では、内部に白熱光源が配置され
た電気スタンドは、青色ロゴの形態で白色インク光抽出機能部から青色光を放出するため
に配置されるライトガイドフィルムを伴うランプシェードを備え、白色インク光抽出機能
部上に重ね刷りされた黒色インクは、低光伝送領域なしの光抽出領域にわたる色飽和度を
増加させる。
【０３２５】
　別の実施形態では、光放出領域の色は、光ランプ及び発光源がオフにされ且つ標準Ａ光
源からの５０ルクスの拡散周辺光で照らされるときに、周囲領域（ランプシェード上の領
域のような）よりも２以上大きい輝度コントラスト比をもつ可視パターンを形成する。さ
らなる実施形態では、発光デバイスが光を放出せず（及び光るランプシェードの場合にラ
ンプが光を放出せず）、標準Ａ光源からの５０ルクスの拡散周辺光で照らされるときの光
放出領域の色のコントラスト、Δｕ’ｖ’は、０．００４を超える。本明細書で開示され
る実施形態では、「光放出領域」は、発光デバイス光源がオンにされるときに光を放出す
る領域であり、光源がオフにされる実施形態及び参照（ｒｅｆｅｒｅｎｃｅｓ）に関して
は、光源がオンにされるときに光を放出することになる光抽出機能部によって境界付けら
れる同じ物理的領域である。
【０３２６】
　一実施形態では、発光デバイスは、それぞれ第１の及び第２の光入力カプラの中に光を
結合するために配置される第１の及び第２の光源を備える光源の第１の組を備え、且つそ
れぞれ第１の及び第２の光入力カプラの中に光を結合するために配置される第３の及び第
４の光源を備える光源の第２の組をさらに備え、メタルコアプリント回路板、アルミニウ
ムコンポーネント、銅コンポーネント、金属合金コンポーネント、熱伝達要素、又は他の
熱伝導性要素からなる群から選択された１つによって、光源の第１の組が互いに熱的に結
合され、光源の第２の組が互いに熱的に結合される。さらなる実施形態では、第１及び光
源の第２の組は、空隙、若しくは金属、セラミック、又は熱伝導性コンポーネントを実質
的に含まないポリマーのような実質的に断熱性の材料によって光源の近傍の領域において
光源（又はＰＣＢのような光源のための基板）を分離することで実質的に断熱される。別
の実施形態では、第１の光源と第３の光源は、第１の及び第２の光源よりも互いにより近
くに配置され、第１の光源だけが光を放出するときに第１の光源から第３の光源に到達す
るよりも多くの熱が第２の光源に到達する。２つよりも多い結合ライトガイドの中に光を
結合するために配置される２つよりも多い光源が、熱伝達要素によって一緒に熱的に結合
されてもよく、且つ空隙又は断熱材によって２つよりも多い光源の第２の組から分離され
てもよい。
【０３２７】



(105) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

　別の実施形態では、発光デバイスは、光を放出し、且つまたライトガイド内の光の変化
を検出し、タッチスクリーン機能を提供する、フィルムライトガイドを備える。一実施形
態では、フィルムライトガイドは、バックライト又はフロントライト及び光の強さ（触れ
た場所で指に光を結合することによって光が減衰され及び吸収されることに起因するより
低い光レベルのような）の変化を検出するために配置される少なくとも１つの結合ライト
ガイドを提供するべく、光源からの光を受光し、及び光をライトガイドの中に誘導するた
めに配置される結合ライトガイドを備える。光の強さを検出する１つよりも多いライトガ
イドが用いられてもよい。光学ライトガイドベースのタッチスクリーンのための他の構成
が当該技術分野では公知であり、幾つかの実施形態と併せて用いられてもよい。
【０３２８】
　別の実施形態では、タッチスクリーンは、少なくとも２つのフィルムライトガイドを備
える。別の実施形態では、タッチスクリーンデバイスは、フィルムライトガイドからの光
を検出器の中に結合するためにリバースで用いられる光入力カプラを備える。別の実施形
態では、発光デバイス又はタッチスクリーンは、第１のフィルム又は第１のライトガイド
が押される又は圧力が適用されるときに第１のフィルムが第２のフィルム又は第２のライ
トガイドと十分に光学的に接触する状態に動かされるという点で圧力に敏感であり、第１
のライトガイド又は第１のライトガイドからの光のうちの少なくとも１つは、第２のフィ
ルム又は第２のライトガイドの中に結合され、第２のフィルム又は第２のライトガイドか
らの光は第１のフィルム又は第１のライトガイドの中に結合され、又は光は各ライトガイ
ド又はフィルムから他のものの中に結合される。
【０３２９】
　結合ライトガイドに結合される熱伝達要素
　別の実施形態では、熱伝達要素は、クラッド領域、ライトガイド領域、ライトガイド、
結合ライトガイド、結合ライトガイドのスタック又は構成、結合ライトガイドにおける折
り畳まれた領域の組合せ、入力カプラ、窓、又は光入力カプラのハウジングコンポーネン
ト、又はハウジングに熱的に結合される。別の実施形態では、熱伝達要素は、ライトガイ
ドの方に熱を放出するハイパワーＬＥＤ又は他の光源がポリマーへの熱損傷が低減した状
態で用いられてもよいように該領域においてポリマーベースのライトガイドフィルムから
遠ざかる方に熱を引き出するために結合ライトガイド又は結合ライトガイドの折り畳まれ
た領域に熱的に結合される。別の実施形態では、熱伝達要素は、光入力カプラのクラッド
領域又は結合ライトガイドの折り畳まれた領域に物理的に及び熱的に結合される。熱伝達
要素はまた、黒色である又はかなりの量の光（例えば５０％未満の拡散反射スペクトル成
分を含む）を吸収する熱伝達要素を用いることによって１つ又は複数のクラッド領域にお
いて光を吸収するのに役立つ場合がある。別の実施形態では、上側結合ライトガイドの頂
面及び底部結合ライトガイドの底面は、結合ライトガイドの領域又は光入力縁の付近の結
合ライトガイドの折り畳まれた領域においてクラッド領域を備える。結合ライトガイド又
は折り畳まれた領域の間のクラッドを除去すること（若しくは適用又は配置しないこと）
によって、光源から結合ライトガイド又は折り畳まれた領域の中により多くの光を結合す
ることができる。外側クラッド層又は領域は、他の要素又はハウジングとの接触からの光
の吸収を防ぐために外面上に配置されてもよく、又はこれは、例えば、クラッド領域を熱
伝達要素に物理的及び熱的に結合してコア領域からの光を吸収する（及び潜在的にコア領
域内で光を吸収する）ことなく熱を外に結合するために頂面又は底面上に採用されてもよ
い。
【０３３０】
　一実施形態では、発光デバイスは、少なくとも１つの光源からの熱を受けために配置さ
れる熱伝達要素を備え、熱伝達要素は、１０ミリメートル、５ミリメートル、４ミリメー
トル、３ミリメートル、２ミリメートル、１ミリメートル、及び０．５ミリメートルから
なる群から選択された１つ未満である発光デバイス発光面にすべて垂直な方向の全厚さ、
平均全厚さ、及び平均厚さからなる群から選択された少なくとも１つを有する。一実施形
態では、熱伝達要素は、発光デバイスの発光面とはライトガイドの反対の側部上に配置さ
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れる金属シート又は金属板を備える。さらなる実施形態では、低熱伝導率コンポーネント
は、熱伝達要素とライトガイドとの間に配置される。別の実施形態では、低熱伝導率コン
ポーネントは、２９６ケルビンの温度で０．６、０．５、０．４、０．３、０．２、０．
１、及び０．０５Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１からなる群から選択された１つ未満である熱伝導率
ｋを有する。さらなる実施形態では、低熱伝導率コンポーネントは、白色反射ポリエステ
ルベースのフィルム（又はＰＴＦＥベースのフィルム）である。さらなる実施形態では、
発光デバイスは、熱伝達要素に物理的に結合された低熱伝導率コンポーネントを備え、発
光デバイスは、低屈折率材料、クラッド領域、及び低熱伝導率コンポーネントとライトガ
イドとの間に配置された空隙を伴う領域からなる群から選択された少なくとも１つをさら
に備える。
【０３３１】
　さらなる実施形態では、熱伝達要素は、第１の方向と直交するいずれかの相互に直交す
る方向の寸法の少なくとも２倍長い第１の方向の寸法をもつ細長いコンポーネントであり
、熱伝達要素の一部は、少なくとも１つの光入力カプラの屈曲領域内に配置される。別の
実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラを備え、光入力カプラ内のすべての結合ラ
イトガイドを備える最小の長方形直方体の一部は、熱伝達要素を備える。別の実施形態で
は、発光デバイスは、光入力カプラを備え、光入力カプラ内のすべての結合ライトガイド
を備える最小の長方形直方体の一部は、ヒートパイプからのパイプ、細長いヒートシンク
、フィン、熱伝達要素の内部のロッド、及び金属フレームをもつ金属熱伝達要素からなる
群から選択された細長い熱伝達要素を備える。
【０３３２】
　別の実施形態では、熱伝達要素は、増加した剛性、サスペンション又はマウンティング
のためのフレームサポート、偶発的接触からの保護、及び平らな又は予め画定された平坦
でない表面のためのフレームサポートからなる群から選択された少なくとも１つを提供す
る少なくとも１つの金属フレームコンポーネント又は細長い金属コンポーネントを備える
。さらなる実施形態では、熱伝達要素は、互いに関して或る角度で配向される少なくとも
２つの領域又は表面、若しくはそれを通して空気が流れてもよいチャネルの少なくとも一
部を形成する体積を通る開口部を備える。一実施形態では、発光デバイスは、それを通し
て空気が流れ、発熱源（光源又はプロセッサのような）からの能動的又は受動的空気対流
によって熱を離れたところに対流させる、熱要素の少なくとも１つの表面によって形成さ
れた複数の空気チャネルを備える。一実施形態では、発光デバイスは、それを通して空気
が流れ、それを通して熱が対流する（自然に又は強制空気）、デバイスの垂直方向に配向
される側部に沿って複数の空気チャネルを備える。別の実施形態では、熱伝達要素は、２
９６ケルビンの温度で０．５、０．７、１、２、５、１０、５０、１００、２００、３０
０、４００、８００、及び１０００Ｗ・ｍ－１・Ｋ－１からなる群から選択された１つよ
りも大きい熱伝導率を有する。
【０３３３】
　他の光学フィルム
　別の実施形態では、発光デバイスは、第１の範囲の角度、波長範囲、及び偏光範囲で入
射する光を第１の角度とは異なる第２の範囲の角度に再誘導する光再誘導光学フィルム、
要素、又は領域をさらに備える。
【０３３４】
　光再誘導光学要素
　一実施形態では、光再誘導光学要素は、光放出領域の少なくとも１つの領域と発光デバ
イスの外面（光再誘導光学要素の表面であってもよい）との間に配置される。さらなる実
施形態では、光再誘導光学要素は、発光デバイスの光放出領域の形状に実質的に適合する
ように形状設定され又は構成される。例えば、発光標識は、印の形状の光放出領域を包囲
する実質的に透明なライトガイドフィルムを備えてもよく、ライトガイドフィルムは、印
の領域における光抽出機能部を備え、光放出領域の形状に切断される光再誘導光学要素（
実質的に半球形の光平行化表面機能部をもつフィルムのような）は、ライトガイドフィル
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ムの光放出領域と発光デバイスの発光面との間に配置される。別の実施形態では、発光標
識は、フィルムベースのライトガイドと、ライトガイドからの光を受光するために配置さ
れるレンチキュラ又はマイクロレンズから形成されたレンズアレイを備える光再誘導光学
要素（一体のイメージ又は３Ｄ一体のディスプレイ又は写真に用いられる実質的に半球形
のレンズのような）とを備え、レンズアレイは、標識が立体イメージ又は印を表示するよ
うにライトガイドからの光を２つ以上の角度的に分離された（ａｎｇｕｌａｒｌｙ　ｓｅ
ｐａｒａｔｅｄ）イメージに分離させる。ライトガイドフィルムに平行な平面内のレンズ
アレイフィルム又はコンポーネントの形状は、標識が全光放出領域又は光放出領域の１つ
又は複数のサブ領域において角度的に分離された情報を放出するように、光放出領域又は
光放出領域の１つ又は複数のサブ領域の形状と実質的に共形（ｃｏｎｆｏｒｍａｌ）であ
ってもよい。例えば、標識は、第１の二次元テキスト領域及び立体イメージをもつ第２の
領域を有してもよい。
【０３３５】
　一実施形態では、光再誘導光学フィルム、要素、又は領域は、屈折、プリズム、内部全
反射型、鏡面反射要素又はコーティング、拡散反射要素又はコーティング、反射回折光学
要素、透過型回折光学要素、反射ホログラフィック光学要素、透過型ホログラフィック光
学要素、反射光散乱、透過型光散乱、光拡散、多層反射防止コーティング、モスアイ又は
実質的に円錐形の表面構造型反射防止コーティング、巨大な複屈折光学多層反射、鏡面反
射偏光子、拡散反射偏光子、コレステリック偏光子、導波モード共鳴反射偏光子、吸収偏
光子、透過型異方性散乱（表面又は体積）、反射異方性散乱（表面又は体積）、実質的に
対称な又は等方性の散乱、複屈折、光学リタデーション、波長変換、平行化、光再誘導、
空間的フィルタリング、角度の依存散乱、電気光学（ＰＤＬＣ、液晶など）、エレクトロ
ウエッティング、電気泳動、波長範囲吸収フィルタ、波長範囲反射フィルタ、ナノ構造化
された機能部表面、光管理コンポーネント、プリズム構造化された表面コンポーネント、
及び上述のフィルム又はコンポーネントのうちの２つ以上のハイブリッドからなる群から
選択された少なくとも１つの表面又は体積機能部を備える。
【０３３６】
プリズム構造化された表面をもつ光再誘導光学フィルムの幾つかの例は、Ｖｉｋｕｉｔｉ
（商標）Ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　Ｅｎｈａｎｃｅｍｅｎｔ　Ｆｉｌｍ（輝度増強フィルム
）（ＢＥＦ　Ｉ、ＢＥＦ　ＩＩ、ＢＥＦ　ＩＩＩ、ＢＥＦ　ＩＩＩ９０／５０５Ｔ、ＢＥ
Ｆ　ＩＩＩ９０／５０　Ｍ、ＢＥＦ　ＩＩＩ９０／５０　Ｍ２、ＢＥＦ　ＩＩＩ９０／５
０７Ｔ、ＢＥＦ　ＩＩＩ９０／５０１０Ｔ、ＢＥＦ　ＩＩＩ９０／５０　ＡＳ）、Ｖｉｋ
ｕｉｔｉ（商標）Ｔｒａｎｓｐａｒｅｎｔ　Ｒｉｇｈｔ　Ａｎｇｌｅ　Ｆｉｌｍ（透明直
角フィルム）（ＴＲＡＦ）、Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｌｉｇｈｔｉｎｇ
　Ｆｉｌｍ（光学照明フィルム）（ＯＬＦ又はＳＯＬＦ）、ＩＤＦ　ＩＩ、ＴＲＡＦ　Ｉ
Ｉ、又は３Ｍ（商標）Ｄｉａｍｏｎｄ　Ｇｒａｄｅ（商標）シートを含んでもよいがこれ
らに限定されず、このすべては３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙ、Ｓｔ．Ｐａｕｌ、Ｍｉｎｎから入
手可能である。光管理コンポーネント構成の他の例は、米国特許第５，３９４，２５５号
及び第５，５５２，９０７号（共にＹｏｋｏｔａ他）で説明された丸みをつけられたピー
ク／谷フィルム、Ｍｉｔｓｕｂｉｓｈｉ　Ｒａｙｏｎ　Ｃｏ．，　Ｌｔｄからの逆プリズ
ムフィルム（Ｒｅｖｅｒｓｅ　Ｐｒｉｓｍ　ｆｉｌｍ）、又は米国特許第６，７４６，１
３０号、第６，１５１，１６９号、第５，１２６，８８２号、及び第６，５４５，８２７
号で開示されたような他の内部全反射ベースのプリズムフィルム、レンチキュラレンズア
レイフィルム、マイクロレンズアレイフィルム、ディフューザフィルム、マイクロ構造Ｂ
ＥＦ、ナノ構造ＢＥＦ、Ｒｏｗｌａｎｄ　ＴｅｃｈｎｏｌｏｇｉｅｓからのＲｏｗｌｕｘ
マイクロレンズフィルム、米国特許第７，１６０，０１７号で開示されたような集光器の
配置をもつフィルム、及び上述のフィルムのうちの１つ又は複数のハイブリッドを含んで
もよい。
【０３３７】
　別の実施形態では、発光デバイスは、角度選択された（ａｎｇｕｌａｒｌｙ　ｓｅｌｅ
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ｃｔｅｄ）光吸収フィルム、要素、又は領域をさらに備える。角度選択された光吸収フィ
ルムは、第１の入射角範囲内の光を実質的に伝送し、且つ第２の入射角範囲内の光を実質
的に吸収してもよい。これらのフィルムは、グレア光を減らし、特定の角度での望ましく
ない光を吸収することができる（迷光又は望ましくない光がコックピット又はフロントガ
ラスの一部分を照らして迷反射を引き起こすことがある軍事利用で望まれるような。第１
の角度での多層化された材料のスカイビング仕上げによって製造されるようなルーバーフ
ィルムは、ディスプレイ産業では公知であり、３Ｍ　Ｃｏｍｐａｎｙによる３Ｍ（商標）
Ｐｒｉｖａｃｙ　ｆｉｌｍ（プライバシーフィルム）のようなルーバーフィルム、及び米
国特許第７，４６７，８７３号、第３，５２４，７８９号、第４，７８８，０９４号、及
び第５，２５４，３８８号で開示されたような他の角度の吸収又は再誘導フィルムを含む
。
【０３３８】
　光反射フィルム
　別の実施形態では、発光デバイスは、光反射フィルムと発光デバイスの発光面との間に
配置されるライトガイドを備える。一実施形態では、光反射フィルムは光反射光学要素で
ある。例えば、光放出領域の少なくとも同じサイズ及び形状の白色反射ポリエステルフィ
ルムが、発光デバイスの発光面としてライトガイドの反対の側部上に配置されてもよく、
又は光反射領域は、光放出領域の１つ又はすべてのサイズ及び形状に適合してもよく、又
は光反射領域は、光放出領域よりも小さい領域を占めるサイズ又は形状であってもよい。
光反射フィルム又はコンポーネントは、光放出領域と実質的に同じ形状であり、又は光抽
出機能部を備える領域は、受光した光の一部を発光面の方に反射させることによって２０
％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、１００％、及び１１０
％からなる群から選択された少なくとも１つの割合だけ発光デバイスの発光面上の領域に
おける平均輝度を増加させながら、光放出領域又は光抽出機能部を備える領域を包囲する
又はこの間の領域における発光デバイスの透明性を維持してもよい。
【０３３９】
　角度ブロードニング要素
　さらなる実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドからの光の角度ＦＷＨＭを平行
化する又は減少させるために配置される光再誘導要素と、空間光変調器と、空間光変調器
を出る光の角度ＦＷＨＭを増加させるために空間光変調器の視る側に配置される角度ブロ
ードニング要素（ディフューザ又は光再誘導要素のような）とを備える。例えば、光は、
空間光変調器の画素又はサブ画素を通過するように又はこの上に平行化されてもよく、光
は、次いで、デバイスの観察角度を増加させるために角度ブロードニングされてもよい（
角度ＦＷＨＭを増加させる）。さらなる実施形態では、角度ブロードニング要素は、空間
光変調器のコンポーネント内に又は上に配置される。例えば、液晶層によって空間的に変
調された後で平行化された又は部分的に平行化された光をブロードニングするために、外
側ガラスと液晶ディスプレイにおける偏光子との間にディフューザが配置されてもよい。
さらなる実施形態では、発光デバイスは、コントラストを改善するべく発光面上に入射す
る周辺光の第１の部分を吸収するために、光吸収フィルム、円形偏光子、マイクロレンズ
型投写スクリーン、又は他の背面投写型スクリーンをさらに備えてもよい。
【０３４０】
　クラッドからの光の抽出
　一実施形態では、クラッド領域は、ライトガイドのコア領域上に配置され又は光学的に
結合され、クラッド領域から光を抽出するライトガイドとは反対の第１のクラッド領域の
側部上でクラッド領域に作動的に結合される、光抽出領域を備える。光抽出領域をクラッ
ド領域に又は光抽出機能部を領域に作動的に結合することは、光抽出領域上に入射するク
ラッド領域内を伝搬する光の一部がクラッド領域を出る又は臨界角よりも小さい角度に再
誘導されることになり、クラッド領域、コア領域、結合ライトガイド、ライトガイド、又
は内部全反射によってそれを通して伝搬する他の領域内には残らないように、限定ではな
しに、クラッド領域の表面上又はクラッド領域の体積内で材料を加えること、除去するこ
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と、又は変化させること、クラッド領域の表面上又はクラッド領域の体積内に材料を配置
すること、クラッド領域の表面上又はクラッド領域の体積内に材料を塗布すること、クラ
ッド領域の表面上又はクラッド領域の体積内に材料を印刷又は塗装すること、クラッド領
域の表面から又はクラッド領域の体積から材料を除去すること、クラッド領域の表面又は
クラッド領域の体積内の領域を改質すること、クラッド領域の表面又はクラッド領域の体
積内の領域をスタンピング又はエンボス加工すること、クラッド領域の表面又はクラッド
領域の体積内の領域を引っかく、サンディングする、アブレートする、又はスクライビン
グすること、クラッド領域の表面上又はクラッド領域の体積内に光抽出領域を形成するこ
と、クラッド領域の表面上又はクラッド領域の体積内に材料をボンディングすること、ク
ラッド領域の表面又はクラッド領域の体積内に材料を接着すること、クラッド領域の表面
又はクラッド領域の体積に光抽出領域を光学的に結合すること、光抽出領域とクラッド領
域との間に配置される中間面、層又は材料によってクラッド領域に光抽出領域を光学的に
結合する又は物理的に結合することを含む
【０３４１】
　一実施形態では、クラッド領域から光を抽出することによって、ディスプレイの光放出
領域におけるクラッド領域又はクラッド領域に光学的に結合される領域と接触する状態に
ある他の層又は物体（指又は粉塵のような）は、クラッドから光を減衰させ又は抽出して
低減した輝度コントラスト又は乏しいディスプレイ又は標識可視性をもたらさない。一実
施形態では、クラッドからの光を吸収する、若しくはクラッド内又はクラッドの外面（コ
ア領域とは反対の表面）上で直接又はクラッドの外面に光学的に結合されるフィルム又は
領域内又はこの外面上で間接的に光を散乱させることによって、クラッドから光が抽出さ
れる。クラッドから光を抽出する散乱法は、入射光の一部を、クラッド領域又はコア領域
とは反対のクラッド領域に光学的に結合される領域内で内部全反射しない角度に再誘導さ
れるように散乱させる。例えば、一実施形態では、クラッド領域の外面は、粗面にされ、
又はクラッドの中を伝搬する光を抽出する表面レリーフ機能部を備える。別の実施形態で
は、層又は領域は、光抽出領域を備えるクラッド領域に光学的に結合される。例えば、一
実施形態では、黒色ＰＥＴフィルムは、領域においてクラッドとして機能する感圧接着剤
を用いてライトガイドのコア領域に光学的に結合される。一実施形態では、内部全反射境
界面から第１の角度で結合ライトガイドの中を伝搬する光は、結合ライトガイドにおける
折畳部の後でより大きい角度で伝搬し、光抽出領域によって第１のクラッド領域から抽出
される。
【０３４２】
　光吸収又は散乱領域又は層
　一実施形態では、フィルムの１つ又は複数の表面上又は体積内のクラッド、接着剤、ラ
イトガイド又はライトガイド領域と発光デバイスの外側発光面との間に配置された層、パ
ターン形成された領域、印刷された領域、及び押出された領域からなる群から選択された
少なくとも１つは、第１の所定の波長範囲内の光の第１の部分を吸収する光吸収材料を含
む。一実施形態では、光吸収領域は、光混合領域においてライトガイドのコア層上のクラ
ッド層に接着剤を用いて光学的に結合される黒色ＰＥＴフィルムのようなクラッド層上に
被覆された黒色又は光吸収インク若しくは光吸収材料である。
【０３４３】
　一実施形態では、光吸収領域又は層は、結合ライトガイド領域、光混合領域、及び光放
出領域からなる群から選択された１つ又は複数の領域上でクラッド領域に光学的に結合さ
れる。この実施形態では、光吸収領域は、それに光学的に結合されるクラッド内の光の第
１の部分を吸収することができる。一実施形態では、吸収された光の第１の部分は、５％
、１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、６０％、７０％、８０％、９０％、及び９
５％からなる群から選択された１つよりも大きい。一実施形態では、クラッドの中を伝搬
する光は、光吸収領域によって実質的に吸収される。一実施形態では、光吸収領域は、光
が第１のクラッド領域から抽出され又は光を第１のクラッド領域、ライトガイドの反対の
表面の第２のクラッド領域、又はライトガイドのコア領域に関する臨界角よりも小さい角
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度で反射させるように、第１のクラッド領域内を伝搬する光の一部を或る角度に散乱させ
る光散乱材料をさらに備える。一実施形態では、光吸収領域は、光の小さい部分を吸収し
、それが吸収するよりも大きい光の部分を反射により散乱させる白色インク又は材料を含
む。別の実施形態では、光散乱領域又は層は、結合ライトガイド領域、光混合領域、ライ
トガイド領域、及び光放出領域からなる群から選択された１つ又は複数の領域におけるク
ラッドの領域の体積内にある、これに光学的に結合される、又はこの外面を形成する。こ
の実施形態では、クラッド内を伝搬する光は、光をクラッド領域の外に散乱させることに
よって実質的に光放出領域（又は光放出領域における関心ある領域）の前に抽出すること
ができる。クラッド内を伝搬する光の除去は、例えば、光源が光を放出するときにクラッ
ド内を伝搬する光に起因してクラッド又は外面の指紋、汚れ、油、残留物、粉塵、及び引
っかき傷が照らされる又は見える場合があるフロントライト用途で望まれる場合がある。
クラッドを通して伝搬する光は、コア領域とクラッド領域との境界面に関する臨界角より
も小さい角度でライトガイドを通して伝搬することができる。コア領域の中を臨界角で又
は臨界角を超える角度で伝搬する光は、エバネッセント領域においてクラッドの中に貫入
することができる。一実施形態では、クラッド領域境界面で内部全反射するライトガイド
の中を伝搬する光からのエバネッセント光の１０％未満が光吸収領域の中に延びる。光吸
収領域をコア領域とクラッド領域との間の境界面に近づけて（５００ｎｍ未満のような）
配置することで、光吸収領域の中へのエバネッセント貫入に起因して臨界角よりも大きい
角度でコア領域内を伝搬する光の大部分を吸収し、及び光放出領域に到達し及び発光デバ
イスを出る光束を減らすことができる。別の実施形態では、光吸収領域は、平均して、コ
ア領域とクラッド領域との間の境界面から遠ざかる方に０．５、１、１．５、２、２．５
、及び３ミクロンからなる群から選択された１つよりも大きい。
【０３４４】
　一実施形態では、第１の所定の波長範囲は、３００ｎｍから４００ｎｍまでの光を含み
、領域は、ライトガイド領域、層、又は他の領域又は層を劣化又は黄変させる可能性があ
るＵＶ光を吸収する。一実施形態では、ライトガイドを通して伝搬する光及びライトガイ
ド内を伝搬する光のエバネッセント部分が、ライトガイドから抽出されなければ吸収領域
を通過しないので、吸収領域に起因して吸収されないように、クラッド領域は、光吸収領
域とライトガイドとの間に配置される。別の実施形態では、光吸収領域又は層は、空間的
に変化する輝度又は色（色づけられたイメージ、グラフィック、ロゴ、又は印を提供する
ためにフィルムの層上にラミネートされ又は印刷される、色素が昇華された又は射出印刷
されたオーバーレイのような）をもつ発光デバイスを提供するために、光を所定のパター
ンで選択的に吸収する光吸収、蛍光発光（ｌｉｇｈｔ　ｆｌｕｏｒｅｓｃｉｎｇ）、又は
光反射領域及び吸収領域の構成である。別の実施形態では、光吸収領域は、特定の光抽出
機能部に起因して発光デバイスから放出された光が所定の色又は光度を有するように光抽
出領域に密接して配置される。例えば、二酸化チタン及び光吸収色素を含むインクは、該
領域におけるライトガイドの表面に到達する光の一部が色素を通過し、光抽出機能部に起
因して抽出され、又は光が光抽出機能部によって抽出され及び色素を通過するように、ラ
イトガイド領域上に配置することができる。
【０３４５】
　一実施形態では、発光デバイスは、内側ライトガイド層に両方とも光学的に結合される
クラッド層に両方とも光学的に結合される外側層にＵＶ光吸収材料が配置された、５層の
ライトガイド領域を備える。一実施形態では、５層のフィルムは、ライトガイド層に光学
的に結合される１ミクロンから１５０ミクロンまでの間の厚さの低屈折率クラッド層を伴
う中央ライトガイド層のポリカーボネート材料と、フィルムの外側層におけるＵＶ光吸収
材料とを含む。
【０３４６】
　別の実施形態では、光吸収材料は、デバイスから放出された光がより暗い背景に対して
空間的に明暗付けられる（ｃｏｎｔｒａｓｔｅｄ）ように、発光デバイスの１つの側部上
に配置される。一実施形態では、黒色ＰＥＴ層又は領域は、発光デバイスの１つの側部又
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は領域の近傍に配置される。別の実施形態では、白色反射領域は、白色反射領域の方向に
ライトガイドを抜ける光がライトガイドの方に戻るように反射されるように、光抽出領域
の近傍に配置される。一実施形態では、ライトガイドは、ライトガイド領域及びクラッド
領域を備え、クラッド領域上に光吸収層が配置される（ラミネートされる、被覆される、
同時に押し出されるなど）。別の実施形態では、光吸収材料は、クラッドの体積の中に昇
華する又はにじみ出る色素である。一実施形態では、レーザからの光が光吸収層における
領域を切断（又はアブレート）し、クラッド領域及び／又はライトガイド領域における光
抽出領域をもたらす。空隙をもつ白色ＰＥＴフィルムのような白色反射フィルムは、光吸
収領域の隣に配置される。白色フィルムは、空隙、接着剤、又は他の材料によってラミネ
ートされ又は離間されてもよい。この例では、レーザによって生成される光抽出領域にお
いて抽出された光の一部は、白色フィルムの方に誘導され、ライトガイドを通して戻るよ
うに反射され、この場合、この光の一部は反対側でライトガイドを抜け、領域の輝度を増
加させる。この例は、レーザが黒色フィルムに穴をあけ、且つ同時に光抽出機能部に穴を
あけたため、白色反射領域、黒色反射領域、及び光抽出領域の見当合わせが必要ではない
場合を例証する。この例はまた、白色反射領域が周辺光を反射させるため光源から光が放
出されない場合の、発光デバイスがオフ状態でイメージ、ロゴ、又は印を表示する能力を
例証する。これは、例えば、標識を照らするために周辺光を用いることができるので昼間
の間は電力を節減することができる場合の標識用途に有用である。光吸収領域又は層はま
た、赤色、緑色、青色、黄色、シアン、マゼンタなどのような黒色以外の色に色づいても
よい。
【０３４７】
　別の実施形態では、光吸収領域又は層は、発光デバイスの別の要素の一部である。一実
施形態では、光吸収領域は、接着剤を用いてクラッド領域に光学的に結合される入力カプ
ラの少なくとも一部を備える黒色ハウジングの一部である。
【０３４８】
　別の実施形態では、発光デバイスのライトガイドのクラッド、外面、又はその一部は、
それぞれ、クラッド領域内を伝搬する可視光の５０％、６０％、７０％、８０％、及び９
０％からなる群から選択された１つよりも多く吸収し又は散乱させる黒色ストライプ領域
のような光吸収領域又は光散乱領域を備える。一実施形態では、光吸収領域は、光入力カ
プラにおける結合ライトガイドの光入力面でクラッド領域の中に結合される光からクラッ
ド領域内を伝搬する光を吸収する。別の実施形態では、ライトガイドは、厚さ２００ミク
ロン未満であり、クラッドに光学的に結合された光吸収領域は、クラッド内を伝搬してラ
イトガイドを通過する光のうちの７０％よりも多くを吸収し、ライトガイド内を伝搬する
光の方向の光吸収領域の幅は、１０ミリメートル、５ミリメートル、３ミリメートル、２
ミリメートル、及び１ミリメートルからなる群から選択された１つ未満である。別の実施
形態では、光吸収領域は、０．５～３ミリメートル、０．５～６ミリメートル、０．５～
１２ミリメートル、及び０．０５～１０センチメートルからなる群から選択された１つの
間のライトガイド内の光の伝搬方向の幅を有する。別の実施形態では、コア領域とは反対
の側部上のクラッド領域の体積内にある、表面上にある、又はこれに光学的に結合される
光散乱領域は、０．５～３ミリメートル、０．５～６ミリメートル、０．５～１２ミリメ
ートル、及び０．０５～１０センチメートルからなる群から選択された１つの間のライト
ガイド内の光の伝搬方向の幅を有する。
【０３４９】
　一実施形態では、光吸収領域は、ラインにパターン形成される材料、形状又は形状の集
合体にパターン形成される材料、フィルム、クラッド、又はクラッドに光学的に結合され
る層の一方又は両方の側部上にパターン形成される材料、１つ又は複数のライトガイドカ
プラ上にパターン形成される材料、光混合領域の中にパターン形成される材料、ライトガ
イド中にパターン形成される材料、及びライトガイド領域中にパターン形成される材料か
らなる群から選択される少なくとも１つである。別の実施形態では、光吸収領域は、フィ
ルム、結合ライトガイドの切断ステップ、又は他の領域、層、又は要素の切断ステップ中
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にパターン形成される。別の実施形態では、光吸収領域は、１％、２％、５％、１０％、
２０％、及び４０％からなる群から選択された結合ライトガイドの表面積のうちの少なく
とも１つの割合をカバーする。
【０３５０】
　ライトガイド、フィルム、クラッド、又は他の層の接着特性
　一実施形態では、ライトガイド、光伝送フィルム、クラッド、及びフィルムの層と接触
した状態で配置される層からなる群から選択された少なくとも１つは、接着特性を有する
。一実施形態では、クラッドは、境界面を「ウェットアウト」しながら窓又は実質的に平
坦な表面からフィルムが除去されることを可能にする「低粘着性」接着剤である。本明細
書で用いられる場合のように境界面を「ウェットアウト」することによって、表面におけ
る境界面からのフレネル反射が２％未満であるように２つの表面が光学的に結合される。
接着剤層又は領域は、ポリアクリレート接着剤、動物性にかわ又は接着剤、接着剤として
の炭水化物ポリマー、天然ゴムベースの接着剤、ポリスルフィド接着剤、タンニンベース
の接着剤、リグニンベースの接着剤、フランベースの接着剤、尿素ホルムアルデヒド接着
剤、メラミンホルムアルデヒド接着剤、イソシアネート木材バインダ、ポリウレタン接着
剤、ポリビニル及びエチレン酢酸ビニル、ホットメルト接着剤、反応型アクリル系接着剤
、嫌気性接着剤、又はエポキシ樹脂接着剤を備えてもよい。
【０３５１】
　一実施形態では、接着剤層又は領域は、７７Ｎ／１００ｍｍ、５５Ｎ／１００ｍｍ、４
４Ｎ／１００ｍｍ、３３Ｎ／１００ｍｍ、２２Ｎ／１００ｍｍ、及び１１Ｎ／１００ｍｍ
からなる群から選択された１つ未満である標準窓ガラスに対するＡＳＴＭ　Ｄ９０３（７
２時間の滞留時間に修正された）剥離強度を有する。別の実施形態では、接着剤は、ガラ
スに接着されるときに、発光デバイスの重量を支持するであろう。
【０３５２】
　取り外し可能な保護層
　一実施形態では、発光デバイスは取り外し可能な保護層を備える。別の実施形態では、
光伝送フィルムは、発光デバイスの外面上に配置され、ライトガイドに対するＡＳＴＭ　
Ｄ９０３（７２時間の滞留時間に修正された）剥離強度は、７７Ｎ／１００ｍｍ、５５Ｎ
／１００ｍｍ、４４Ｎ／１００ｍｍ、３３Ｎ／１００ｍｍ、２２Ｎ／１００ｍｍ、及び１
１Ｎ／１００ｍｍからなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、発光デ
バイスの外面が引っかき傷をつけられる、損傷される、又は発光デバイスの光学性能を低
下させるときには、フィルムの外側層は除去されてもよい。さらなる実施形態では、保護
層のタグ又は延長された領域は、その上に配置される１つ又は複数の付加的な保護層をそ
の下に有してもよいライトガイドの一体性又は位置を維持しながら個々の層が除去される
ことを可能にする。一実施形態では、反射型ディスプレイのためのフロントライトとして
配置される薄いフィルムベースのライトガイドは、取り外し可能な保護層を備える。保護
層は、薄くてもよいし又は厚くてもよく、ディスプレイ画面プロテクタ、反射防止コーテ
ィング、アンチグレアコーティング又はアンチグレア面、硬質被覆、円形偏光子、又は米
国特許出願整理番号第１２／５３７９３０号で開示されたような指紋の可視性を低減させ
る表面構造として用いられるような材料を含んでもよい。
【０３５３】
　自動識別又はデータ取り込みを備える取り外し可能なコンポーネント
　一実施形態では、発光デバイスの取り外し可能なコンポーネント又はカートリッジは、
発光デバイスで読み出すことができる情報を提供するために、自動識別及びデータ取り込
み方法（印のような）又は情報搬送方法を含む。別の実施形態では、光入力カプラ、結合
ライトガイド、光混合領域、ライトガイド領域、ライトガイド、フィルム、クラッド領域
、光入力カプラのためのハウジング、及びデバイスの別個のコンポーネントからなる群か
ら選択された少なくとも１つは、発光デバイスに情報を提供する印又は情報搬送方法を備
える。印又は情報搬送方法によって提供される情報は、発光デバイスの光出力を第１の状
態から第２の状態に変化させることに関係する情報を含んでもよい。一実施形態では、印
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又は情報搬送方法は、オンにする、オフにする、全光出力強度を調節する、１つ又は複数
の領域（水に対応するロゴの青色領域を照らするために１つの領域において青色だけをオ
ンにする）又はライトガイド（清涼飲料ボトル広告の頂部上の照らされるべきライトガイ
ド内の点滅する「Ｓａｌｅ」ロゴのための１つのライトガイドをオンにする）における１
つ又は複数の光源からの光出力の相対強度を調節する（例えば、黄色みを帯びた白色から
青みを帯びた白色に、赤色から青色に色を変化させる、期待ＬＥＤ劣化速度（ｅｘｐｅｃ
ｔｅｄ　ＬＥＤ　ｄｅｇｒａｄａｔｉｏｎ　ｒａｔｅｓ）に基づいて経時的に、ＲＧＢに
基づく白色から白色ＬＥＤに基づく白色に色を変化させることなど）、平均色を変化させ
る、オン及びオフの時間を変化させる、ライトガイドフィルム又は光源の交換時期の識別
光を変化させる、警報又は特別にオンにする時間を変化させる、偽造防止のためのコンポ
ーネントの信頼性に関係するディスプレイ情報を変化させる、場所特有の情報を変化させ
る、及びコンポーネント寿命情報を変化させる（発光デバイスは、例えば、「フィルムの
交換時期」又は「バッテリ寿命が低い」又は「サービス呼出し番号（Ｃａｌｌ　ｆｏｒ　
ｓｅｒｖｉｃｅ）（５５５）５５５－５５５５」に関係する情報を表示することができる
）からなる群から選択された少なくとも１つのために発光デバイスを誘導する情報を発光
デバイスに提供する。別の実施形態では、取り外し可能なコンポーネントは、複数のライ
トガイド層と、どのライトガイド又はライトガイドの組合せが発光デバイス内の時計の日
付又は時刻情報に関連してオンにされるべきかを規定する情報及び情報搬送方法とを備え
る。例えば、ライトガイドのスタックは、発光ウィンドウディスプレイのために年の適切
な所定の時期に来ることになるクリスマス、感謝祭、聖パトリック祭、ハロウィンなどに
関するイメージに対応するイメージをもつライトガイドを備えることができる。
【０３５４】
　一実施形態では、印は、発光デバイスのコンポーネント上のインク、光抽出表面又は体
積機能部、又は他の光学的に検出可能なパターン又は印のパターン、テキスト、又は配置
の形態の情報を含む。コンポーネントは、新しい情報又は新しいコンポーネントに特有の
構成をデバイスによって読み出すことができ、且つこれを適切に構成することができるよ
うに、取り外し可能なフィールドとなるように設計されてもよい。一実施形態では、印は
、フィルム、ライトガイド、ライトガイド領域、ライトガイド、ハウジング、又は取り外
し可能なコンポーネントの、コンポーネントの表面上のドット、文字、キャラクタ、又は
印のパターンである。ドット、キャラクタ、文字、又は印のパターンは、サイズ、形状、
間隔、色（例えば、赤色、緑色、青色、黒色、及び白色ドット）、又は反射率の割合が変
化してもよい。一実施形態では、印は、バーコードの場合のような１Ｄバー、又は２Ｄマ
トリクス又は２Ｄバーコードの構成である。
【０３５５】
　別の実施形態では、情報搬送方法は、コンポーネントの物理的突出部又はノッチ、コン
ポーネントの物理的スイッチ、刻み目、又は溝、能動、受動、又はバッテリ支援無線周波
数識別（ＲＦＩＤ）タグ又はラベル、高周波ＲＦＩＤ又はＨＦＩＤ／ＨｉｇｈＦＩＤ、Ｕ
ｌｔｒａ－ＨｉｇｈＦＩＤ又はＵＨＦＩＤ、磁気ストライプ、スマートカードコンポーネ
ント、光学ＲＦＩＤ（又はＯＰＩＤ）から選択されたものである。一実施形態では、ＲＦ
ＩＤタグは、結合ライトガイド、ライトガイド領域、光混合領域、又はライトガイドとし
て用いられる表面又はフィルム内の層の表面上に印刷される。別の実施形態では、ＲＦＩ
Ｄタグは、カートリッジのコンポーネントに接着され、リーダはベースユニット内にある
。一実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、光混合領域、又はライトガイド上
に印刷されたパターン又は配置された光抽出機能部パターンを照らするために、発光デバ
イス内で少なくとも１つの光源が用いられる。別の実施形態では、ライトガイド、ライト
ガイド領域、光混合領域、又は結合ライトガイドは、複数の光源によって照らされるとき
に情報を提供するために配置される複数の光吸収又は散乱領域を備える。例えば、一実施
形態では、各ベースユニットは、検出器又は送信器として用いられる可視光源及びＩＲ　
ＬＥＤを備える。カートリッジが挿入されるとき（又はリセット又は電源投入、又はライ
トガイドの交換のような状態の変化のような幾つかの他のイベントで）、種々の光源は、
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パターン（例えば、順次に、又は上の３つの光源モジュール、次いでサイドモジュールを
方向転換する）を通じてサイクルしてもよい。各ＩＲ　ＬＥＤは、検出器又は送信器とし
て用いられてもよく、２つの状態の間で切り換えるように電気的に構成されてもよい。光
吸収又は光反射領域の場所が、光を放出しないＩＲ発光ダイオードによって検出される相
対強度を決定するであろう。この実施形態では、光吸収（ＩＲ吸収色素のような）又は光
反射領域は、ライトガイドフィルム又はカートリッジに特有の情報を提供するためにコー
ド化させることができる。別の実施形態では、可視ＬＥＤが用いられ、少なくとも１つの
ＬＥＤは、ライトガイドが他のＬＥＤによって照らされるときにライトガイド内の特定の
波長範囲内の光を検出するように構成される。可視ＬＥＤは、サイクルしてもよく、検出
器として用いられる可視光ＬＥＤに到達する強度に基づいてコード化された情報を提供し
てもよい。発光デバイスによって複数のＬＥＤが照らされるときに検出される相対強度は
、コード化された情報を提供することができる。１つよりも多いＬＥＤを検出器オンリー
モード、検出器及び照明器モード、又は照明オンリーモードで用いることができる。
【０３５６】
　さらなる実施形態では、発光デバイスの各モジュールは、検出器モード又は照明モード
のうちの少なくとも１つで作動するように設計される赤外線（ＩＲ）ＬＥＤを備え、発光
デバイスは、ＩＲ　ＬＥＤを照らするために独立して各モジュールを通して電子的にサイ
クルすることができる。ＩＲ光散乱又は反射領域又はＩＲ光吸収領域を、結合ライトガイ
ド、光混合領域、ライトガイド領域、及びライトガイドからなる群から選択された少なく
とも１つに組み込むことによって、複数のモジュールにおけるＩＲ光の相対強度は、ＩＲ
光吸収又は光反射又は光散乱領域によって提供されエンコードされた情報をデコードする
ために用いることができる。別の実施形態では、領域において７００ｎｍを超える光の一
部を吸収する色素を用いることができ、照明源として７００ｎｍを超える波長で光の一部
を放出する白色ＬＥＤを用いることができ、検出器としてＩＲ　ＬＥＤを用いることがで
き、リバースモードで構成された他のＩＲ　ＬＥＤに到達する光に基づいて情報を提供す
る。この実施形態では、例えば、検出器として用いられるときにＩＲ　ＬＥＤに相対強度
情報を提供するために、少なくとも１つの結合ライトガイド上でＩＲ散乱フレーク、粉体
、又は材料、若しくはＩＲ吸収色素が用いられてもよい。
【０３５７】
　一実施形態では、パターンは、デバイスにおける１つよりも多い光源によって順次に又
は同時に照らされる有色印の配置である。一実施形態では、パターンは、複数の印からの
光の反射強度が光源の色に応じて変化する有色印のアレイである。例えば、印パターンは
、赤色ドット、青色ドット、紫色ドット、及び橙色ドットを備えるアレイとすることがで
きる。カラーフィルタ有り又は無しの光起電力セルの直線アレイ、フォトダイオード、Ｃ
ＭＯＳイメージャ、ＣＣＤイメージャなどのような光学読出しデバイスは、照明波長スペ
クトルに応じて異なる相対反射強度を検出するであろう。例えば、青色ＬＥＤがオンにさ
れるときに、青色ドットは高い反射光強度を有することになり、紫色ドットは中程度又は
高い反射光強度を有することになり、赤色ドットは低いレベルの反射強度を有することに
なる。異なるドットの異なる照明スペクトルの相対反射率は、エンコードされた情報を提
供することができる。
【０３５８】
　一実施形態の発光デバイスの読出しデバイスは、複数の検出器又は単一の検出器のアレ
イである。検出器のアレイの場合には、検出デバイスは、印のアレイを光検出アレイ要素
上に投射するためにレンズ、マイクロレンズアレイ、又は他の光学要素をもつＣＣＤ又は
ＣＭＯＳイメージングデバイスとすることができる。
【０３５９】
　別の実施形態では、発光デバイス上の検出器は、発光デバイスから取り外し可能なコン
ポーネントが取り付けられる（又は除去される）ときにシリアルに読み出されるべき情報
を提供する検出要素である。例えば、結合ライトガイドのアレイのための保持デバイスは
、発光デバイスによって読み出される磁気ストライプを有することができ、結合ライトガ
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イドのアレイのための保持デバイスは、光源を備える主要ベース発光デバイスユニットの
中におかれる。別の実施形態では、取り外し可能なコンポーネント又はカートリッジは、
情報がベースユニットにリレーして戻されるように送信器（例えば無線周波数）又は光源
に動力を与えるライトガイドに結合された光起電要素を備える。
【０３６０】
　さらなる実施形態では、カートリッジは、カートリッジが発光デバイスのベースユニッ
トに取り付けられるときに発光デバイスに情報を提供する機械的穴、突出部、又はスイッ
チ、若しくはそのアレイ又はマトリクスを備える。
【０３６１】
　別の実施形態では、結合ライトガイドは、低屈折率領域、結合ライトガイドのライトガ
イド領域、若しくは結合ライトガイドの表面上又は間に配置される別の層上に印刷された
領域を備える。一実施形態では、結合ライトガイドに入力される光の一部は、結合ライト
ガイドの外に散乱し、ＣＣＤ又はＣＭＯＳイメージャ又は光起電力セル又は発光ダイオー
ドのような光学検出器によって検出される。
【０３６２】
　回路又は電気コンポーネントを備えるライトガイド
　一実施形態では、少なくとも１つの電気コンポーネントが、ライトガイド又はライトガ
イドに物理的に結合される層上に物理的に配置される。ライトガイドフィルム上に電気コ
ンポーネントを組み込むことによって、１つ又は複数の電気コンポーネントのための別個
の基板は必要とされず（したがって、より低い体積及びコンポーネント費用）、ライトガ
イドフィルム上の電気コンポーネントを製造する又は配置するために可撓性のロール－ツ
ー－ロール（ｒｏｌｌ－ｔｏ－ｒｏｌｌ）処理を採用することができる。別の実施形態で
は、ライトガイドは、クラッド領域、クラッド層、若しくはコア材料又はクラッド材料に
物理的に結合される層又は領域に物理的に結合される少なくとも１つの電気コンポーネン
トを備える。別の実施形態では、発光デバイスは、複数の電気コンポーネントを備える可
撓性の層を備え、層は、可撓性のライトガイドフィルムに物理的に結合される。一実施形
態では、ライトガイドは、少なくとも１つの電気コンポーネント又はその上に配置される
電気コンポーネントと共に用いられるコンポーネントを備え、少なくとも１つのコンポー
ネントは、能動電気コンポーネント、受動電気コンポーネント、トランジスタ、薄膜トラ
ンジスタ、ダイオード、レジスタ、端末、コネクタ、ソケット、コード、リード、スイッ
チ、キーパッド、継電器、リードスイッチ、サーモスタット、回路遮断器、リミットスイ
ッチ、水銀スイッチ、遠心スイッチ、レジスタ、トリマー、ポテンショメータ、ヒータ、
抵抗線、サーミスタ、バリスタ、ヒューズ、リセット可能ヒューズ、金属酸化物バリスタ
、突入電流リミッタ、ガス放電管、回路遮断器、火花ギャップ、フィラメント灯、コンデ
ンサ、可変コンデンサ、インダクタ、可変インダクタ、可飽和インダクタ、変圧器、磁気
増幅器、フェライトインピーダンス、モータ、発電機、ソレノイド、スピーカ、マイクロ
フォン、ＲＣ回路、ＬＣ回路、結晶、セラミック発振子、セラミックフィルタ、弾性表面
波フィルタ、変換器、超音波モータ、電源、バッテリ、燃料電池、電源、光起電デバイス
、熱電発電機、電気発電機、センサ、ブザー、線形可変差動変圧器、ロータリエンコーダ
、インクリノメータ、動きセンサ、フローメータ、歪みゲージ、加速度計、熱電対、サー
モパイル、サーミスタ、測温抵抗体、ボロメータ、熱的カットオフ、磁力計、湿度計、フ
ォトレジスタ、ソリッドステートコンポーネント、標準ダイオード、整流器、ブリッジ整
流器、ショットキーダイオード、ホットキャリアダイオード、ツェナーダイオード、過渡
電圧抑制ダイオード、バラクタ、チューニングダイオード、バリキャップ、可変容量ダイ
オード、発光ダイオード、レーザ、フォトダイオード、太陽電池、光起電力セル、光起電
アレイ、アバランシェフォトダイオード、交流用ダイオード、ＤＩＡＣ、トリガダイオー
ド、ＳＩＤＡＣ、電流源ダイオード、ペルチェ冷却器、トランジスタ、バイポーラトラン
ジスタ、バイポーラ接合形トランジスタ、フォトトランジスタ、ダーリントントランジス
タ（ＮＰＮ又はＰＮＰ）、Ｓｚｉｋｌａｉ　ｐａｉｒ、電界効果トランジスタ、接合型電
界効果トランジスタ、金属酸化物半導体ＦＥＴ、金属半導体ＦＥＴ、高電子移動度トラン
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ジスタ、サイリスタ、ユニジャンクショントランジスタ、プログラム可能ユニジャンクシ
ョントランジスタ、シリコン制御整流器、静電誘導トランジスタ／サイリスタ、交流用三
極管、複合トランジスタ、絶縁ゲート型バイポーラトランジスタ、ハイブリッド回路、光
電子回路、光遮断器、オプトカプラ、フォトカプラ、フォトダイオード、ＢＪＴ、ＪＦＥ
Ｔ、ＳＣＲ、トライアック、オープンコレクタＩＣ、ＣＭＯＳ　ＩＣ、ソリッドステート
継電器、オプトスイッチ、オプトインタラプタ、オプティカルスイッチ、オプティカルイ
ンタラプタ、フォトスイッチ、フォトインタラプタ、ｌｅｄディスプレイ、真空蛍光ディ
スプレイ、陰極線管、液晶ディスプレイ（前もって形成された（ｐｒｅｆｏｒｍｅｄ）キ
ャラクタ、ドットマトリクス、パッシブマトリクス、アクティブマトリクスＴＦＴ、フレ
キシブルディスプレイ、有機ＬＣＤ、モノクロＬＣＤ、色ＬＣＤ）、ダイオード、三極管
、四極管、五極管、六極管、七極管、八極管、バレッタ、ヌビスタ、コンパクトロン、マ
イクロ波、クライストロン、マグネトロン、それ自体が部品として用いられるデバイスに
組み立てられた複数の電子部品、発振器、ディスプレイデバイス、フィルタ、アンテナ、
エレメント双極子（ｅｌｅｍｅｎｔａｌ　ｄｉｐｏｌｅ）、バイコニカル、八木、フェー
ズドアレイ、磁気双極子（ループ）、ワイヤーラップ、ブレッドボード、包囲体、ヒート
シンク、ヒートシンクペースト＆パッド、ファン、プリント回路基板、ランプ、メモリス
タ、集積回路、プロセッサ、メモリ、ドライバ、並びに導線及びインターコネクトからな
る群から選択される。
【０３６３】
　別の実施形態では、電気コンポーネントは有機コンポーネントを備える。一実施形態で
は、少なくとも１つの電気コンポーネントは、ロール－ツー－ロール処理を用いてライト
ガイド上、ライトガイドのコンポーネント上、又はライトガイド材料に物理的に結合され
る層上に形成される。さらなる実施形態では、可撓性のライトガイドフィルム材料は、結
果として得られるライトガイドが可撓性であって、光放出領域が１００ミリメートル、７
５ミリメートル、５０ミリメートル、２５ミリメートル、１０ミリメートル、及び５ミリ
メートルからなる群から選択された１つ未満である曲率半径に屈曲されるときに、一時的
又は恒久的に見ることができる分界部（ｄｅｍａｒｃａｔｉｏｎ）、ひだ、輝度不均一性
、ＭＵＲＡ、又は傷なしに光を放出することができるように、少なくとも１つの可撓性の
電気コンポーネント又は電気コンポーネントの集合体に物理的に結合される。
【０３６４】
　ライトガイドからの光を再誘導するために配置される光再誘導要素
　一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイド上に又はライトガイド内に配置される
光再誘導要素及び１つ又は複数の光再誘導要素に対して所定の関係性をもって配置された
光抽出機能部を伴うライトガイドを備える。別の実施形態では、光再誘導要素の第１の部
分は、発光面、ライトガイド、又はライトガイド領域に実質的に垂直な方向に光抽出機能
部よりも上に配置される。さらなる実施形態では、光再誘導要素は、光再誘導要素を出る
光が、実質的に平坦な表面をもつ類似のライトガイドよりもさらに平行化され、第１の光
出力平面内の６０度、５０度、４０度、３０度、２０度、１０度、又は５度未満の角度半
値全幅強度を有し、第１の光出力平面及び第１の出力平面と直交する第２の光出力平面内
の６０度、５０度、４０度、３０度、２０度、１０度、又は５度未満の角度半値全幅強度
を有し、発光デバイスの光軸に平行なすべての平面内の６０度、５０度、４０度、３０度
、２０度、１０度、又は５度未満の角度半値全幅強度を有することからなる群から選択さ
れた状態であるように、光抽出機能部から再誘導された光を再誘導するために配置される
。
【０３６５】
　一実施形態では、ライトガイドは、光抽出機能部の実質的に直線のアレイとは反対の少
なくとも１つの表面上に配置されるレンチキュラの実質的に直線のアレイを備え、光再誘
導要素は、光抽出機能部によってライトガイドから抽出された光の第１の部分を平行化す
る。さらなる実施形態では、発光デバイスは、結合ライトガイドをさらに備えるレンチキ
ュラレンズフィルムライトガイドを備え、結合ライトガイドは、ライトガイド領域又は光
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混合領域においてレンチキュラに実質的に平行に配置され、レンチキュラレンズフィルム
は、レンチキュラレンズフィルムライトガイドの反対の表面上のレンチキュラとは実質的
に反対に配置された光反射インク光抽出機能部の直線領域をさらに備え、発光デバイスを
出る光は平行化される。さらなる実施形態では、光抽出機能部は、第１のと直交する平面
から入射する光よりも著しく多く１つの平面内に入射する光を再誘導する光再誘導機能部
（ＴＩＲ溝又は直線回折格子のような）である。一実施形態では、レンチキュラレンズフ
ィルムは、レンチキュラに対して０度を超える第１の角度に配向されるレンチキュラの反
対の表面上に溝を備える。
【０３６６】
　別の実施形態では、発光デバイスは、１つの表面上にマイクロレンズのアレイを有する
マイクロレンズアレイフィルムライトガイドを備え、フィルムは、レンチキュラレンズフ
ィルムライトガイドの反対の表面上のマイクロレンズとは実質的に反対に配置された反射
インク光抽出機能部の領域をさらに備え、発光デバイスを出る光は実質的に平行化され、
又は６０度未満の角度ＦＷＨＭ光度を有する。マイクロレンズアレイフィルムは、例えば
、光抽出機能部からの光を半径方向に対称な方向に平行化することができる。一実施形態
では、マイクロレンズアレイフィルムは、空隙によってライトガイドから分離される。
【０３６７】
　光抽出機能部の幅（上述のレンチキュラレンズライトガイドフィルムの実施形態におけ
るインクの反射ライン）は、発光デバイスを出る光の平行化度に寄与するであろう。一実
施形態では、光再誘導要素は、光抽出機能部とは実質的に反対側に配置され、第１の方向
の光再誘導要素の平均幅で割った第１の方向の光抽出機能部の平均幅は、１、０．９、０
．７、０．５、０．４、０．３、０．２、及び０．１からなる群から選択された１つ未満
である。さらなる実施形態では、光抽出機能部を備える表面から反対方向の光再誘導要素
上に入射する平行化された可視光の焦点は、光抽出機能部から光再誘導要素の幅の５％、
１０％、２０％、３０％、４０％、５０％、及び６０％からなる群から選択された多くと
も１つ内である。別の実施形態では、ライトガイドとは反対の方向からの平行化された光
によって照らされるときの少なくとも１つの光再誘導要素の焦点距離又は光再誘導要素の
平均焦点距離は、１ミリメートル、５００ミクロン、３００ミクロン、２００ミクロン、
１００ミクロン、７５ミクロン、５０ミクロン、及び２５ミクロンからなる群から選択さ
れた１つ未満である。
【０３６８】
　一実施形態では、光再誘導要素の幅で割った光再誘導要素の焦点距離は、３、２、１．
５、１、０．８、及び０．６からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態で
は、光再誘導要素のｆ／＃は、３、２、１．５、１、０．８、及び０．６からなる群から
選択された１つ未満である。別の実施形態では、光再誘導要素は、屈折フレネル構造体の
断面をもつ直線フレネルレンズアレイである。別の実施形態では、光再誘導要素は、屈折
フレネル構造体及び内部全反射構造体の断面をもつ直線フレネル－ＴＩＲハイブリッドレ
ンズアレイである。
【０３６９】
　さらなる実施形態では、光再誘導要素は、光再誘導要素を出る光の一部が光放出領域、
ライトガイド領域、ライトガイド、又は発光面に垂直な方向から０度を超える角度をなす
光軸をもつように再誘導されるように、光抽出機能部から再誘導された光を再誘導するた
めに配置される。別の実施形態では、光再誘導要素は、光再誘導要素を出る光が光放出領
域、ライトガイド領域、ライトガイド、又は発光面に垂直な方向に実質的に平行な光軸に
再誘導されるように、光抽出機能部から再誘導された光を再誘導するために配置される。
さらなる実施形態では、光再誘導要素は、光再誘導要素の領域に入射する光の角度半値全
幅強度を減少させ、第１の角度で光再誘導要素の領域に入射する光の光軸を第１の角度と
は異なる第２の角度に再誘導する。
【０３７０】
　別の実施形態では、光抽出機能部によって再誘導される光の角度の広がり（ａｎｇｕｌ
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ａｒ　ｓｐｒｅａｄ）は、光制御因子を最適化するために制御される。１つの光制御因子
は、光を望ましくない角度に再誘導する可能性がある隣接する光再誘導要素に到達する光
の割合である。これは、望ましくない領域へのサイドローブ又は光出力を引き起こす可能
性がある。例えば、レンチキュラレンズアレイにおけるレンチキュラの真下に配置された
強く拡散反射散乱させる光抽出機能部は、平行化された光出力が望まれる用途では望まし
くないより高い角度の強度での光のサイドローブが存在するように、光を隣接するレンチ
キュラの中に散乱させる場合がある。同様に、比較的小さい曲率半径をもつ半球体ドーム
のような大きい角度範囲に光を再誘導する光抽出機能部はまた、隣接するレンチキュラの
中に光を再誘導し、サイドローブを生じる場合がある。一実施形態では、光抽出機能部の
双方向散乱分布関数（ＢＳＤＦ）は、第１の角度範囲内の入射光の第１の部分を第２の角
度範囲に光再誘導要素の中に誘導して、所定の第３の角度範囲の発光デバイスを出る光を
もたらすように制御される。
【０３７１】
　軸外光再誘導
　さらなる実施形態では、少なくとも１つの光抽出機能部は、光再誘導要素の軸から軸外
の第１の平面内を中心とする。この実施形態では、光抽出機能部の一部は、光抽出機能部
の光軸と交差してもよく、又はこれは、光抽出機能部の光軸と交差しない光軸から十分に
遠くに配置されてもよい。別の実施形態では、第１の平面内の光抽出機能部の中心と対応
する光再誘導要素との間の距離は、光再誘導要素のアレイ又は配置にわたって変化する。
【０３７２】
　一実施形態では、対応する光再誘導要素の場所に対する光抽出機能部の場所は、少なく
とも第１の平面内で変化し、発光面の異なる領域から放出された光の光軸は、光再誘導要
素の配向に対して変化する。この実施形態では、例えば、平坦な発光面の２つの異なる領
域からの光を２つの異なる方向に誘導することができる。この実施形態の別の例では、下
向き凸形の湾曲発光面をもつ照明器具の２つの異なる領域（例えば、底部領域及び側部領
域）からの光は、同じ方向に誘導される（各領域の光軸は天底の方に下向きに誘導され、
底部領域における光再誘導要素の光軸は天底に実質的に平行であり、側部領域における光
再誘導要素の光軸は天底から４５度のような角度である）。別の実施形態では、光抽出機
能部の場所は、光抽出領域が実質的に軸上にある中央領域よりもレンチキュラに垂直な方
向に発光面の外側領域における対応する光再誘導要素の光軸からさらに遠くにあり、発光
デバイスから放出された光はさらに平行化される。同様に、光抽出機能部が、発光面の第
１の縁からレンチキュラと直交する方向に光再誘導要素の光軸からさらに遠くに位置付け
られる場合、発光面から放出された光を実質的に軸外に誘導することができる。光再誘導
要素の光軸からの光抽出機能部の距離を非線形の様態で変化させること、第１の方向に軸
の近くに、次いで軸から遠くに、次いで軸の近くに動かすこと、第１の方向に軸から遠く
に、次いで軸の近くに、次いで軸の遠くに動かすこと、実質的に軸上の光抽出機能部を有
する正弦曲線状断面（波状）プロフィールをもつ発光面の湾曲した領域の上側頂点及び下
側頂点、及び光再誘導要素の光軸から遠い光抽出機能部を有するプロフィールの壁、光再
誘導要素の光軸からの光抽出機能部の分離距離の規則的な又は不規則な変動などを含む、
光再誘導要素に対する光抽出機能部の場所の他の組合せを容易に想起することができる。
【０３７３】
　角度の幅の制御
　一実施形態では、光再誘導要素の対応する幅に対する光抽出機能部の幅は、少なくとも
第１の平面内で変化し、光再誘導要素から放出された光の角度半値全幅強度は少なくとも
第１の平面内で変化する。例えば、一実施形態では、発光デバイスは、レンチキュラレン
ズアレイライトガイドフィルムを備え、レンチキュラに垂直な方向の発光面の中央領域は
、レンチキュラの平均幅のおよそ２０％の平均幅を有する光抽出機能部を備え、レンチキ
ュラに垂直な方向の発光面の外側領域は、レンチキュラの平均幅のおよそ５％の平均幅を
もつ光抽出機能部を備え、中央領域から放出された光の角度半値全幅強度は、外側領域か
らの強度よりも大きい。
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【０３７４】
　軸外及び角度の幅の制御
　一実施形態では、光再誘導要素のそれぞれ対応する場所及び幅に対する光抽出機能部の
場所及び幅は少なくとも第１の平面内で変化し、光再誘導要素から放出された光の角度半
値全幅強度及び発光面の異なる領域から放出された光の光軸は少なくとも第１の平面内で
変化する。光抽出機能部の相対的な幅及び場所を制御することによって、所望の光出力プ
ロフィールを達成するために発光デバイスから放出された光の方向及び角度の幅を変化さ
せ及び制御することができる。
【０３７５】
　光再誘導要素
本明細書で用いられる場合の光再誘導要素は、第１の角度範囲内で入射する第１の波長範
囲内の光の一部を第１の角度範囲とは異なる第２の角度範囲に再誘導する光学要素である
。一実施形態では、光再誘導要素は、屈折型機能部、内部全反射機能部、反射表面、プリ
ズム表面、マイクロレンズ表面、回折型機能部、ホログラフィック機能部、回折格子、表
面機能部、体積機能部、及びレンズからなる群から選択された少なくとも１つの要素を備
える。さらなる実施形態では、光再誘導要素は複数の上述の要素を備える。複数の要素は
、２－Ｄアレイ（マイクロレンズのグリッド又はマイクロレンズの最密アレイのような）
、一次元アレイ（レンチキュラレンズアレイのような）、ランダム構成、所定の規則的で
ない間隔、半ランダム構成、又は他の所定の構成の形態であってもよい。要素は、異なる
表面又は体積機能部又は境界面と共に異なる機能部を備えてもよく、光再誘導要素、ライ
トガイド、又はライトガイド領域の体積内に異なる厚さで配置されてもよい。個々の要素
は、高さ、幅、厚さ、位置、角度、曲率半径、ピッチ、配向、間隔、断面プロフィール、
及びｘ軸、ｙ軸、又はｚ軸における場所からなる群から選択された少なくとも１つによっ
てｘ方向、ｙ方向、又はｚ方向に変化してもよい。
【０３７６】
　一実施形態では、光再誘導要素は、少なくとも１つの領域においてライトガイドに光学
的に結合される。別の実施形態では、光再誘導要素、光再誘導要素を備えるフィルム又は
層は、空隙によってライトガイド、ライトガイド領域、又はライトガイドの発光面に垂直
な方向に分離される。さらなる実施形態では、ライトガイド、ライトガイド領域、又はラ
イトガイドの発光面は、実質的に２つ以上の光再誘導要素の間に配置される。別の実施形
態では、クラッド層又は領域は、ライトガイド又はライトガイド領域と光再誘導要素との
間に配置される。別の実施形態では、ライトガイド又はライトガイド領域は、２つの光再
誘導要素の間に配置され、光は、ライトガイド又はライトガイド領域の両側から抽出され
、光再誘導要素によって再誘導される。この実施形態では、バックライトは、２つのディ
スプレイを照らするために反対方向に光を放出するように設計されてもよく、又は発光デ
バイスは、ライトガイドの外に放出された光を反対方向にライトガイドに戻す及び他の側
部を出るように反射させるために反射要素を付加することによって、ライトガイドの１つ
の側部から光を放出するように設計することができる。
【０３７７】
　別の実施形態では、光再誘導要素の少なくとも１つの出力平面内の光再誘導要素の、要
素の平均又は最大寸法は、空間光変調器又はディスプレイの画素又はサブ画素の平均又は
最大寸法の１００％、９０％、８０％、７０％、６０％、５０％、４０％、３０％、２０
％、及び１０％からなる群から選択された１つに等しい又はこれよりも小さい。別の実施
形態では、バックライトは、光を３０度以内のＦＷＨＭでディスプレイの方に再誘導する
光再誘導要素を備え、ディスプレイの各画素又はサブ画素は、２つ以上の光再誘導要素か
ら受光する。
【０３７８】
　さらなる実施形態では、光再誘導要素は、電気光学要素から光を受光するために配置さ
れ、光学特性は、デバイスに電圧又は電流を印加することによって１つ又は複数の領域に
おいて選択的に又は全体として変化してもよい。一実施形態では、光抽出機能部は、高分
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子分散型液晶材料の領域であり、ライトガイドからの拡散状態での光散乱は、光再誘導要
素によって再誘導される。別の実施形態では、光抽出機能部は、光再誘導要素と併せて用
いられるときにディスプレイを電気光学領域又は材料からの電圧又は電流の印加又は除去
を通じて狭い視野角のディスプレイからより広い視野角のディスプレイに変えることがで
きるように、実質的にクリアから実質的に透過型拡散（前方散乱）に変えるために配置さ
れる小さい受動領域及びより大きい能動領域を有する。例えば、溝付き光抽出機能部のラ
インは、電極の両端間の電圧の印加時に実質的にクリアから実質的に拡散に変えるために
配置されるより広いラインの高分子分散型液晶（ＰＤＬＣ）材料を含むフィルムに隣接し
て（ｘ、ｙ、又はｚ方向）配置される。電圧、電流、又は電磁場の印加を通じてそれらの
光学特性を変化させることができる電気泳動、エレクトロ・ウェッティング、エレクトロ
クロミック、液晶、電気活性、ＭＥＭＳデバイス、スマートマテリアル、及び他の材料の
ような他の電気光学材料もまた用いられてもよい。
【０３７９】
　別の実施形態では、光再誘導要素は、光を空間光変調器の方に屈折させ及び内部全反射
させために配置されるプリズムの集合体である。一実施形態では、プリズムの集合体は、
５０度から７０度までの間の頂角をもつプリズムの直線アレイである。別の実施形態では
、プリズムの集合体は、それに光伝送材料が塗布される又はこれらの領域においてフィル
ムが効果的に平坦化されるように該領域内でプリズムとライトガイド又はライトガイド領
域との間に配置される、５０度から７０度までの間の頂角をもつプリズムの直線アレイで
あり、プリズムの集合体は、このとき、プリズムの２次元に変化する構成である（したが
って表面上はもはや直線アレイのように見えない）。他の形態の光再誘導要素、逆プリズ
ム、ハイブリッド要素、屈折又は内部全反射機能部をもつ、又はこれらの組合せが実施形
態で用いられてもよい。波のような変化、ｘ方向、ｙ方向、又はｚ方向のサイズ、寸法、
形状、間隔、ピッチ、湾曲、配向、及び構造体の変化、湾曲した区域と直線区域とを組み
合わせることなどのような要素の修正は当該技術分野では公知である。こうした要素は、
ディスプレイのためのバックライト及び光学フィルムの分野では公知であり、「Ｏｐｔｉ
ｃａｌ　ｆｉｌｍ　ｔｏ　ｅｎｈａｎｃｅ　ｃｏｓｍｅｔｉｃ　ａｐｐｅａｒａｎｃｅ　
ａｎｄ　ｂｒｉｇｈｔｎｅｓｓ　ｉｎ　ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｄｉｓｐｌａｙ
ｓ」、Ｌｅｅ　ｅｔ　ａｌ．、ＯＰＴＩＣＳ　ＥＸＰＲＥＳＳ、２００７年７月９日、Ｖ
ｏｌ．１５、Ｎｏ．１４、ｐｐ．８６０９～８６１８；「Ｈｙｂｒｉｄ　ｎｏｒｍａｌ－
ｒｅｖｅｒｓｅ　ｐｒｉｓｍ　ｃｏｕｐｌｅｒ　ｆｏｒ　ｌｉｇｈｔ－ｅｍｉｔｔｉｎｇ
　ｄｉｏｄｅ　ｂａｃｋｌｉｇｈｔ　ｓｙｓｔｅｍｓ」、Ａｏｙａｍａ他、ＡＰＰＬＩＥ
Ｄ　ＯＰＴＩＣＳ、２００６年１０月１日、Ｖｏｌ．４５、Ｎｏ．２８、ｐｐ．７２７３
～７２７８；日本特許出願第２００１１９０８７６号、「Ｏｐｔｉｃａｌ　Ｓｈｅｅｔ」
、Ｋａｍｉｋｉｔａ　Ｍａｓａｋａｚｕ；米国特許出願整理番号第１１／７４３，１５９
号、米国特許第７，０８５，０６０号、第６，５４５，８２７号、第５，５９４，８３０
号、第６，１５１，１６９号、第６，７４６，１３０号、及び第５，１２６，８８２号で
開示されたものを含む。
【０３８０】
　バックライト又はフロントライト
光学活性画素をもつディスプレイは、限定ではなしに、液晶ディスプレイ、電気泳動ディ
スプレイ、ＭＥＭｓベースのディスプレイ、及びエレクトロウエッティングディスプレイ
を含む。光学活性画素をもたないディスプレイは、限定ではなしに、印刷された標識、ネ
オンサイン、経路識別文字（ｃｈａｎｎｅｌ　ｌｅｔｔｅｒ）標識、照らされる標識を含
む。光学活性画素をもたないディスプレイでは、ライトガイドは、要素の後ろ（バックラ
イト）又は前（フロントライト）に配置されてもよく、印又はグラフィックスが光伝送要
素を通して見られるように、これが光伝送要素を通して見られる又は光を提供することが
できるように、直接見ることができてもよく、及び／又は要素に照明を提供してもよい。
１つよりも多い要素をもつ実施形態では、ライトガイドは、バックライト型ライトガイド
及びフロントライト型ライトガイドとして機能することができる。一実施形態では、照ら
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される要素又はそれを通して光が伝送される要素は、印、グラフィックス、又はパターン
を提供するために、限定ではなしに、印刷された標識、グラフィックス、ポスター、パッ
ケージ、ラベル、ディスプレイ材料、標識コンポーネント、ラベル、広告材料、カード、
透明性、又は標識、グラフィックス、広告、マーケティング、及びディスプレイ産業では
公知の他の材料を含む。別の実施形態では、要素は、照らされるときに高輝度均一性を有
するように実質的に一様である。
【０３８１】
　例えば、一実施形態では、１つの側部上に印刷された白色インク光散乱抽出パターンを
もつライトガイドは、バックライトとして機能し、光伝送要素で見ているときに抽出パタ
ーンを印又はパターンの形態で見ることができるように光伝送要素の後ろ（視る側とは反
対の側部上）に配置される。別の実施形態では、１つの側部上に印刷された白色インク光
散乱抽出パターンをもつライトガイドは、バックライトとして機能し、光伝送要素で見て
いるときに抽出パターンを印、パターン、イメージなどの形態で見ることができるように
２つの光伝送要素の間に配置される。一実施形態では、１つの側部上に印刷された白色イ
ンク光散乱抽出パターンをもつライトガイドは、バックライトとして機能し、抽出パター
ンが光伝送要素上にイメージ、印、又はグラフィックスを備えてもよい光伝送要素の照明
を提供するように２つの光伝送要素の間に配置される。
【０３８２】
　別の実施形態では、１つの側部上に印刷された白色インク光散乱抽出パターンをもつラ
イトガイドは、フロントライトとして機能し、照らされるときにライトガイドを直接見て
いるときに抽出パターンを印又はパターンの形態で見ることができるように要素の前（視
る側）に配置される。この実施形態では、ライトガイドが照らされないときに、抽出パタ
ーンは、例えば、低い拡散反射率を有してもよく、かろうじて見ることができる又は見分
けることができてもよく、又は小さい光抽出機能部を有してもよい。
【０３８３】
　さらなる実施形態では、１つの側部上に印刷された白色インク光散乱抽出パターンをも
つライトガイドは、フロントライトとして機能し、ライトガイドからの光が要素を照らし
、光が要素から反射し、ライトガイドを通して戻ってライトガイドで見ている観察者によ
って見られることになるように要素の前（視る側）に配置される。さらなる実施形態では
、１つの側部上に印刷された白色インク光散乱抽出パターンをもつライトガイドは、フロ
ントライトとして機能し、ライトガイドからの光が要素を照らし、光が要素から反射し、
ライトガイドを通して戻ってライトガイドで見ている観察者によって見られることになる
ように要素の前（視る側）に配置され、ライトガイド上の光散乱パターンからの光は、要
素からの反射なしに直接見ることができる。この例では、ライトガイドは、可視抽出パタ
ーンをもつ発光デバイスであり、より高い輝度を有する（及び例えばライトガイドを通し
て暗い又は低い光レベルの周囲環境で見ることができる）ように物体を照らす。
【０３８４】
　さらなる実施形態では、１つの側部上に印刷された白色インク光散乱抽出パターンをも
つライトガイドは、フロントライト及びバックライトとして機能し、ライトガイドからの
光が要素を照らし、光が要素から反射し、ライトガイドを通して戻ってライトガイドで見
ている観察者によって見られることになるように光伝送要素の１つの側部上に配置され、
ライトガイドからの光のうちの幾らかは、光伝送要素を通過し、抽出パターンは、光伝送
要素の反対の側部から見ることができる。
【０３８５】
　一実施形態では、要素は、一方又は両方の側部上に印刷された印又はグラフィックスを
有し、ライトガイドは、直接見ることができるディスプレイ、光がライトガイドを通して
戻るように反射されるように要素を照らすフロントライト、バックライトの反対の側部上
で見ることができるように反対の側部上の印又はグラフィックスを照らするためにのバッ
クライトからなる群から選択された１つ又は複数として機能し、若しくは印又はグラフィ
ックスは、要素を通して見ているときに見ることができる。
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【０３８６】
　自動又はユーザ制御される色彩調整
　一実施形態では、発光デバイスは、モノクロモード（青色オンリーモードのような）で
作動することができる。別の実施形態では、発光デバイスのユーザは、ディスプレイ又は
発光デバイスから放出された光の色を選択的に選ぶことができる。別の実施形態では、ユ
ーザは、モード及び１つ又は複数の光源からの相対的な光出力強度を変えることを選ぶこ
とができる。例えば、一実施形態では、ユーザは、フロントライトだけを用いてフルカラ
ー２Ｄディスプレイモードから立体３Ｄディスプレイモードに切り替えることができる。
一実施形態では、ユーザは、フィルムベースのライトガイドと白色ＬＥＤに対する赤色Ｌ
ＥＤの光出力を調整することによって赤色ＬＥＤ及び白色ＬＥＤからの光をライトガイド
の結合ライトガイドの中に結合するために配置される光入力カプラとを備えるディスプレ
イの白色点の色温度を調整することができる。別の実施形態では、ユーザは、「寒色」蛍
光照明及び白熱電球からの「暖色」照明のような種々の環境周辺光スペクトル条件でのデ
ィスプレイの白色点の色温度を維持するために、反射型ディスプレイを固定の白色点色温
度フロントライトオンリーモードから白色ＬＥＤに対する赤色ＬＥＤからの光出力（又は
青色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び赤色ＬＥＤなどの相対強度）を自動調整する自動白色色温
度調整フロントライト及び周辺光モードに切り替えることができる。別の実施形態では、
ユーザは、フルカラーＲＧＢディスプレイモードから赤色光出力の少ないＮＶＩＳ適合デ
ィスプレイモードに変えることを選択することができる。別の実施形態では、ユーザは、
赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤからの光を伴うＲＧＢ照明から白色ＬＥＤから
の光を伴うモノクロモードに変えることを選択することができる。
【０３８７】
　さらなる実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、実質的に白色光源及び赤色
光源からの光を受光するために配置される。例えば、白色ＬＥＤ及び赤色ＬＥＤからの光
を結合することによって、ディスプレイの色温度を調整することができる。これは、例え
ば、ユーザによって（例えば色の好みで）又は自動的に変えることができる。例えば、一
実施形態では、発光デバイスは、反射型ディスプレイと、１つ又は複数の波長帯域幅内の
光の色又はスペクトル強度を検出し、及び輝度を増加又は減少させる及び／又は反射型デ
ィスプレイから放出された光の組み合わされた色を調整するためにフロントライト（又は
単一のフロントライトの中に光を結合するために配置されるＬＥＤ）の全光出力強度及び
／又は相対光出力強度を調整する光センサ（カラーフィルタ又はリバースで作動されるＬ
ＥＤを伴う１つ又は複数のフォトダイオードのような）を備える。別の実施形態では、１
つ又は複数の波長帯域幅内の光の色又はスペクトル強度を検出するのに用いられる光検出
器（又は光センサ）はまた、周辺光の相対輝度を判定し、フロントライトからの光の強度
は、所定の設定又はユーザが調整した設定に基づいて増加又は減少される。一実施形態で
は、光センサは、リバースモードで用いられるＬＥＤのような１つ又は複数の光センサを
備える。一実施形態では、光センサは、ディスプレイの後ろ、フロントライトの後ろ、デ
ィスプレイの光放出領域とディスプレイのベベル、ベゼル、又はフレームとの間、ディス
プレイのフレーム内、ディスプレイ又は発光デバイスのハウジング若しくはハウジング又
はケーシングの光伝送窓の後ろ、及びディスプレイ領域から分離した発光デバイスの領域
の中からなる群から選択された１つ又は複数の場所に配置される。別の実施形態では、光
センサは、周辺光の赤色、緑色、及び青色スペクトル成分の相対強度を検出するためにリ
バースで駆動される赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤを備える。別の実施形態で
は、光センサは、１つ又は複数の光源からフィルムベースのライトガイドの光放出領域に
又はフィルムベースのライトガイドから延びる出力結合ライトガイドの出力面で光を伝送
するために配置される結合ライトガイドの配置の入力面に配置される。この実施形態では
、光センサは、ディスプレイ及びフィルムベースのライトガイドのフロントライト上に入
射する光の平均強度を効果的に収集することができ、これは、デバイスにおける光源から
の光の相対的な出力と比べることができる。この実施形態では、光入力結合機能部が周辺
光の一部をライトガイドの中への導波管の状態で光センサの方に結合する際にリバースモ
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ードで効果的に作用する光抽出機能部を備えるより大きい空間域に起因して光収集領域が
より大きいため、光センサは、あまり影に影響されない。
【０３８８】
　発光デバイスの１つ又は複数のモードは、イベントに応答して自動的にオンになるよう
に構成されてもよい。イベントは、携帯電話がビデオモードで用いられるときに高色域モ
ードをオンにすることのようなユーザ指向、又は煙検出システム（デバイスの内部又は外
部）に電気的に結合されたフィルムベースの非常用照明器具が煙が検出されるときにオン
になることのような環境条件に応答したもの、又は高い周辺光レベルが検出されるときに
高輝度ディスプレイモードが自動的にオンになるものであってもよい。
【０３８９】
　別の実施形態では、ディスプレイモードは、より低い輝度のより高い色域モード（ディ
スプレイ照明のための赤色、緑色、及び青色ＬＥＤを用いるモードのような）からより高
い輝度のより低い色域モード（照明のための白色ＬＥＤを用いることのような）に変えら
れてもよい。別の実施形態では、ディスプレイは、より高い色域モード（赤色ＬＥＤ、緑
色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤからの光を放出する発光デバイスのような）からより低い色域
モード（白色蛍光体ベースのＬＥＤを用いるモードのような）に切り替えてもよい（自動
的に又はユーザ制御によって）。別の実施形態では、ディスプレイは、等しいディスプレ
イ輝度のために高電力モード（赤色ＬＥＤ、緑色ＬＥＤ、及び青色ＬＥＤからの光を放出
する発光デバイスのような）から比較的低い電力モード（実質的に白色ＬＥＤのみを用い
るモードのような）に自動的に又はユーザ制御によって切り替える。
【０３９０】
　さらなる実施形態では、ディスプレイは、色順次又はフィールド順次カラーモードフロ
ントライト又はバックライト照明モードからオフにする若しくはフロントライト又はバッ
クライトからの光出力を実質的に低減させる周辺光照明モードに自動的に又はユーザ制御
によって切り替え、周辺光は、ディスプレイを出る光束の５０％よりも多くに寄与する。
【０３９１】
　一実施形態では、ディスプレイは、赤色、緑色、青色、シアン、マゼンタ、及び黄色か
らなる群から選択された１つ又は複数の色をもつ光を放出する１つ又は複数の光源からの
光を受光するために配置される光入力カプラを伴うフィルムベースのライトガイドを備え
る。例えば、一実施形態では、ディスプレイは、赤色、緑色、青色、シアン、及び黄色Ｌ
ＥＤからの光を受光するために配置される１つ又は複数の光入力カプラを備えるフィルム
ベースのライトガイドを備える。この実施形態では、ディスプレイの色域は、赤色、緑色
、及び青色照明ＬＥＤのみを備えるディスプレイよりも著しく増加させることができる。
一実施形態では、ＬＥＤは、１つの光入力カプラ内に配置される。別の実施形態では、２
つの異なる色の２つ以上のＬＥＤは、結合ライトガイドの配置に光を入力するために配置
される。別の実施形態では、第１の光入力カプラは、フィルムベースのライトガイドに入
る光の第１のスペクトル出力プロフィールを有する１つ又は複数のＬＥＤを備え、第２の
光入力カプラは、第１のスペクトル出力プロフィールとは異なるフィルムベースのライト
ガイドに入る光の第２のスペクトル出力プロフィールを有し、第１の又は第２の光入力カ
プラにおける結合ライトガイドは、第１のピーク波長及び１００ｎｍ未満の出力波長帯域
幅をもつＬＥＤから入力面で光を受光するために配置され、他の光入力カプラにおける結
合ライトガイドは、実質的に同様のピーク波長及び実質的に同様の出力波長帯域幅をもつ
ＬＥＤから入力面で光を受光するために配置されない。別の実施形態では、発光デバイス
は、異なる有色ＬＥＤの異なる構成を備える２つ以上の光入力カプラを備える。別の実施
形態では、発光デバイスは、異なる有色ＬＥＤの実質的に同じ構成を備える２つ以上の光
入力カプラを備える。
【０３９２】
　立体ディスプレイ
　別の実施形態では、立体ディスプレイは、バックライト又はフロントライトを備え、少
なくとも１つのライトガイド又は光抽出領域は、フィルムベースのライトガイド内に又は
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この頂部に配置され、光放出領域の少なくとも２つの組は、立体ディスプレイと併せてイ
メージの少なくとも２つの組をもたらす。３Ｄディスプレイは、空間的に分離された光放
出領域を角度的に分離された光領域に効果的に変換するために光再誘導要素、パララック
スバリア、レンズ状要素、又は他の光学部品をさらに備えてもよい。
【０３９３】
　一実施形態では、発光ディスプレイは、イメージ、ビデオ、情報、又は印の立体ディス
プレイのための２つ以上の観察ゾーンの中に光を誘導するために配置されるレンチキュラ
レンズを備え、レンチキュラレンズは、フィルムベースのライトガイドであり、又はフィ
ルムベースのライトガイド基板を備える。この実施形態では、立体ディスプレイの厚さは
、フィルムベースのライトガイドをレンチキュラレンズフィルムの中に組み込むことによ
って減らすことができる。一実施形態では、光散乱抽出領域は、レンチキュラフィルムに
おけるレンチキュラの焦点に実質的に位置する平面内に配置される。
【０３９４】
　光起電充電のための光収集
　一実施形態では、発光デバイスは、入射光の一部を光入力カプラに配置された１つ又は
複数の光源からフィルムベースのライトガイドの外に抽出する光抽出機能部を備えるフィ
ルムベースのライトガイドを備え、光抽出機能部は、ディスプレイの外部の周辺光の第１
の部分をライトガイドの中にライトガイド条件で再誘導する。一実施形態では、光抽出機
能部（光入力結合機能部としても機能する）によってフィルムベースのライトガイドの中
に誘導される周辺光の一部は、フィルムベースのライトガイドのための光入力カプラにお
ける結合ライトガイドの入力面で光源に隣接又は近接して配置された又はフィルムベース
のライトガイドのための光出力カプラにおける結合ライトガイドの出力面に隣接又は近接
して配置された光起電力セルに伝搬する。一実施形態では、発光デバイスは、ディスプレ
イがオフにされ（すぐに又は短い時間の後で）、光起電力セルに到達する光がバッテリ、
コンデンサ、又は他のエネルギー蓄積装置を充電するように、充電モードに切換えられて
もよい。別の実施形態では、発光デバイスは、周辺光が十分に明るいとき、発光デバイス
がオンにされるとき、又は発光デバイスがオン又はオフにされるときにエネルギー蓄積装
置を充電するモードを充電する又は備える。別の実施形態では、光起電力セルから発生し
た電力は、電力が閾値電圧又は電流又はこれらの組合せに到達するときにエネルギー蓄積
装置を通過することなくディスプレイ又はデバイスに電力を与えるために誘導される。別
の実施形態では、バックライト又はフロントライト強度調節のための周辺光強度を検出す
る光センサはまた、周辺光レベルが光センサからの電圧、電流、又はこれらの組合せによ
って測定される閾値レベルを上回るときに、電荷蓄積器を充電するための充電機構をオン
にするために光起電力セルを用いて信号を送信する。
【０３９５】
　可撓性の発光デバイス、バックライト、又はフロントライト
　別の実施形態では、ディスプレイのような発光デバイスは、光源、光入力カプラ、及び
ライトガイドを備えるフィルムベースの発光デバイスを備え、ライトガイド、ライトガイ
ド領域、又は結合ライトガイドは、ライトガイド又はライトガイド領域の厚さの７５倍未
満の曲率半径に屈曲し又は折り畳むことができ、同様に屈曲されていない類似のライトガ
イド又はライトガイド領域と同様に機能する。別の実施形態では、ライトガイド、結合ラ
イトガイド、又はライトガイド領域は、ライトガイド又はライトガイド領域の厚さの１０
倍を超える曲率半径に屈曲し又は折り畳むことができ、同様に屈曲されていない類似のラ
イトガイド又はライトガイド領域と同様に機能する。別の実施形態では、ディスプレイは
、光源、光入力カプラ、及びライトガイドを備えるフィルムベースの発光デバイスを備え
、ディスプレイは、ディスプレイ又はライトガイド領域の厚さの７５倍未満の曲率半径に
屈曲し又は折り畳むことができ、同様に屈曲されていない類似のディスプレイと同様に機
能する。別の実施形態では、ディスプレイは、ライトガイド又はライトガイド領域の厚さ
の１０倍を超える曲率半径に屈曲され又は折り畳まれることが可能であり、同様に屈曲さ
れていない類似のディスプレイと同様に機能する。
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【０３９６】
　一実施形態では、発光デバイス又は発光デバイスを組み入れたディスプレイは、実質的
に平面的でない発光デバイス又は発光デバイスを組み入れたディスプレイに屈曲される。
一実施形態では、発光デバイス又は発光デバイスを組み入れたディスプレイは、シリンダ
、球、ピラミッド、トーラス、円錐、弓形面、折り畳まれた面、及び屈曲面からなる群か
ら選択された少なくとも１つの形状の又は形状の一部を実質的に備える発光面積を有する
。光放出領域の後ろに及び発光デバイス又はディスプレイの湾曲した又は屈曲した領域の
内部に入力カプラを折り畳むことによって、入力カプラは、視界から効果的に「隠れる」
ことができ、実質的にシームレスのディスプレイをもたらすことができる。別の実施形態
では、発光デバイスにおける光放出領域の２つ以上の領域は、長方形固体の２つ以上の側
部の周りを包む円筒形ディスプレイ又はディスプレイの場合のような連続する光放出領域
が存在するように、厚さ方向に互いに重なる。
【０３９７】
　別の実施形態では、バックライト又はフロントライトは、携帯電話、スマートフォン、
ｐｄａ、ラップトップ、タブレット型コンピュータ、パッド型コンピュータ（Ａｐｐｌｅ
　Ｉｎｃ．からのもののような）、電子書籍、ｅ－リーダ、又は他のコンピューティング
・デバイスのような携帯型デバイスの中に組み込まれる。
【０３９８】
　購買時点広告ディスプレイ
　一実施形態では、発光購買時点広告（ＰＯＰ）ディスプレイは、フィルムベースのライ
トガイド、結合ライトガイド、及び光入力カプラを備える。別の実施形態では、購買時点
広告ディスプレイは、タグ、インジケータ、印、グラフィックス、又は他の媒体を伴う棚
システムである。別の実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、動きセンサに電気的に接続
される発光デバイスを備える。一実施形態では、発光デバイスは、ＰＯＰディスプレイの
１つ又は複数の領域が光放出印（ロゴ、グラフィック、テキスト、記号、又はピクチャの
ような）を有するようにＰＯＰディスプレイの中に一体化される。別の実施形態では、ラ
イトガイドは、１つ又は複数の実質的に透明な領域を有し、購買時点広告ディスプレイの
領域の前に配置される。例えば、一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、その上に実質
的に透明なライトガイドが配置された状態で、印刷されたボール紙領域を備える。この実
施形態では、赤色印刷されたボール紙領域は、発光デバイスが光を放出しないときにライ
トガイドを通して見ることができ、発光デバイスが光を放出するときにライトガイドの非
光放出領域において見ることができる。一実施形態では、ライトガイドは、ディスプレイ
のテキスト領域、グラフィック領域、一様な有色領域（例えば赤色又は白色背景）、又は
他の印刷された又は印刷されていない領域の上に配置される。一実施形態では、光放出領
域は、印刷された領域を強調するために用いられる。例えば、一実施形態では、光放出領
域は、「ＳＡＬＥ」という綴りの印の形態の赤色光を放出し、「ＳＡＬＥ」という綴りの
ＰＯＰディスプレイの類似のサイズ及び形状に印刷された領域の上に配置される。別の実
施形態では、光放出領域は、縁を強調すること、形状又は印刷された印を縁取ること、及
びＰＯＰディスプレイ内の特定の製品又はＰＯＰディスプレイの領域を示すことからなる
群から選択された少なくとも１つのために光を放出する。別の実施形態では、第１の出力
領域におけるライトガイドの光放出領域は、６０％、５０％、４０％、３０％、２０％、
１０％、及び５％からなる群から選択された１つ未満である拡散反射率を有するディスプ
レイ又は標識の印刷された領域よりも上に配置される。例えば、一実施形態では、発光デ
バイスは、光放出領域の輝度コントラスト比が高いように黒色印刷された領域よりも上の
ライトガイド上に白色光放出領域を備える。
【０３９９】
　別の実施形態では、ＰＯＰディスプレイは発光デバイスを備え、ライトガイドの光放出
領域は、ディスプレイの領域の後ろに配置される。一実施形態では、光放出領域は、印刷
されたグラフィック、ロゴ、ディスプレイの一様な、パターン形成された、又は他の可視
領域の後ろに配置され、光放出領域の印又はパターンは、高い輝度コントラスト比、高い
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色のコントラスト、及び高い輝度コントラスト比と高い色のコントラストとの両方からな
る群から選択された少なくとも１つを有する。ライトガイドがＰＯＰディスプレイの層を
通して見えるようにするために、層は、光放出領域が十分に高い輝度コントラスト比又は
色のコントラストを有するように、光を層を通して伝送するのに十分な透過率を有してい
なければならない。一実施形態では、発光デバイスを備えるＰＯＰディスプレイの層又は
領域は、光放出領域からの光を受光し、光の一部を層又は領域を通して伝送するために配
置され、層又は領域は、２％、５％、１０％、２０％、及び５０％からなる群から選択さ
れた１つよりも大きいＡＳＴＭ　Ｄ１００３光線透過率を有する。別の実施形態では、Ｐ
ＯＰディスプレイの上述の層又は領域は、２％、５％、１０％、２０％、及び５０％から
なる群から選択された１つよりも大きい、光放出領域から放出された光の波長に対する平
均透過率を有する。
【０４００】
　一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、バッテリ、燃料電池、ＡＣコードからの配線
ＡＣ電源、ドライバからのＤＣ電源、又は光起電力セルからの光起電力からなる群から選
択された１つ又は複数を備え、これによって動力を与えられる。この発明の別の実施形態
では、ＰＯＰディスプレイは、ＰＯＰディスプレイの中に挿入されるデバイスを読み出す
デジタルデバイスリーダを備える。別の実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、デジタル
デバイスリーダによってデジタルデバイスから導出された情報を用いて、製品の信頼性、
ＰＯＰディスプレイの信頼性、ユーザの信頼性、ディスプレイのための照明色を判定する
、ディスプレイの１つ又は複数の色のオン／オフサイクルを判定する、光源がオン／オフ
にされる時間の持続時間（例えばセール品の持続時間又は店が開いている昼間の時間）を
判定する、ＰＯＰディスプレイの発光特性及び機能性に関連した他のユーザ又は製造業者
情報を判定することからなる群から選択された１つ又は複数を判定する。一実施形態では
、デジタルデバイスは、マイクロチップ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、
集積回路、コンピュータ回路、メモリ（フラッシュメモリ、例えば）、コンピュータ、デ
ジタル記憶装置（メモリ、フラッシュメモリ、ハードドライブ、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤ　Ｄ
ＲＯＭなど）、無線周波数タグ、及び電子情報搬送装置からなる群から選択された１つ又
は複数を備える。例えば、一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、無線周波数リーダを
備え、ＲＦタグは、ＰＯＰディスプレイがＲＦタグからの情報を読み出し、光出力が適切
に修正されるように、リーダの付近に配置される。この実施形態では、製品の製造業者は
、ディスプレイの別の領域（例えば「１０％ＯＦＦ」を読み出す領域）ではなくディスプ
レイの或る部分（例えば「２０％ｏｆｆ」を読み出す印を備えるディスプレイの領域）を
照らするために適切なＲＦ　ＩＤタグを送信することができる。別の実施形態では、ＰＯ
Ｐディスプレイは、ディスプレイの光出力を判定するためにディスプレイが遠隔サーバと
通信することを可能にする無線周波数トランシーバを備える。例えば、一実施形態では、
ＰＯＰディスプレイは、特定の場所及び時刻での特定の製品の正しい光出力を判定するた
めにサーバと通信するマイクロコントローラ及びＩＥＥＥ８０２．１１無線ラジを備える
。
【０４０１】
　ＰＯＰディスプレイは製品照明を提供する
　一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは発光デバイスを備え、ライトガイドは、製品を
保持するように設計される１つ又は複数の領域に照明を提供するために、光入力カプラか
らの光を分散させる。別の実施形態では、ＰＯＰディスプレイは発光デバイスを備え、ラ
イトガイドは、ＰＯＰディスプレイ内の１つ又は複数の製品に照明を提供するために光入
力カプラからの光を分散させる。例えば、一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、光入
力カプラを備える発光デバイスを備え、ＬＥＤからの光は、結合ライトガイドのアレイの
入力端の中に誘導される。光は、結合ライトガイド内を伝搬して、ライトガイド領域の中
に入る。ライトガイド領域は、製品の近傍（光放出領域が光を製品の方に下に誘導する、
製品の上の棚の下側のような）に配置された光放出領域を備える。一実施形態では、ライ
トガイドは、１つよりも多い製品又は領域を照らするためにの１つ又は複数の光放出領域
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を備える。別の実施形態では、ライトガイド領域は、製品の直線アレイを照らするために
配置された実質的に直線の領域を備える。例えば、光放出領域は、製品の水平アレイの方
に下向きに光を放出する棚の下側の光の細長い長方形「ライン」の形状とすることができ
る。この実施形態では、棚は、通常のＰＯＰディスプレイを見る状況の下で光のラインが
直接見えないように実質的に不透明であってもよい。別の実施形態では、発光ＰＯＰディ
スプレイのフィルムベースのライトガイドのライトガイド領域の光放出領域は、細長い長
方形の光放出領域からの光の「ライン」が製品の垂直アレイの外側前面を照らすようにＰ
ＯＰディスプレイの垂直構造体に沿って垂直方向に配置される。一実施形態では、ＰＯＰ
ディスプレイは、光放出印、製品又は製品の付近の領域の照明、及び製品への光の分配か
らなる群から選択された少なくとも１つのための光を提供するべく１、２、３、又はそれ
以上の別個の発光デバイスを備える。例えば、一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、
製品を照らするためにの発光デバイス及び光放出印又はグラフィックスを提供するための
付加的な発光デバイスを備える。別の例では、発光デバイスは、光源と、それぞれ製品照
明及び光放出印を提供する第１の及び第２のライトガイド領域に光を伝送する結合ライト
ガイドのアレイとを備える。別の実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、１つ又は複数の
製品の存在又は欠如を検出するセンサを備える。フォトセル又は機械的スイッチのような
センサを用いることによって、製品が存在しないときに電力を低減させ及び節約すること
ができる。例えば、一実施形態では、ＰＯＰディスプレイは、僅かに角度のついた棚を伴
うディスプレイの後ろに機械的スイッチを備える。ディスプレイにおけるあらゆる製品は
、後ろにスライドしてスイッチを押すことになり、したがって発光ＰＯＰディスプレイの
ための光源がオンにされることを示す。別の実施形態では、ＰＯＰディスプレイの後ろの
光検出器は、影が検出されるときに発光ＰＯＰディスプレイのための光源をオンにするよ
うに設計され、製品が周囲又は内部光源と光検出器との間に配置されることを示す。
【０４０２】
　一実施形態では、発光デバイスは、コンテナの物体又は領域（冷却器の購買時点広告デ
ィスプレイのような）の視る側に配置され、棚の上縁、下縁、側縁、若しくは頂部、底部
、又は側部に沿って配置されたその幅（ストリップと類似した）よりも実質的に長い領域
を出る光を通じて照明を提供する。例えば、一実施形態では、発光デバイスは、透明な冷
却器（コンビニエンスストアで飲料をディスプレイするのに用いられるような）のドアの
間のサイドフレーム領域に沿って配置された実質的に長方形の発光ストリップを有する。
この実施形態では、細いストリップの形態である薄いライトガイドは、ストリップからの
光が冷却器の外側から見えることなく冷却器の中の物体の照明を提供する。この実施形態
では、例えば、発光デバイスは、ドアの中に組み込むことができる。別の実施形態では、
例えば、発光ストリップは、棚の下側に沿って配置され、棚の下の製品の照明を提供する
。さらなる実施形態では、発光ストリップは、棚の頂部側に配置される（又は頂面の下に
配置され、透明領域をもつ棚を通して頂面の外に光を放出する）。上述の実施形態では、
発光ストリップは、製品の横列を（棚に平行に）照らすように棚に平行に配置されてもよ
く、又はこれは、製品の縦列を照らすように棚、ドア、又は観察領域からおよそ９０度の
角度で配向されてもよい。例えば、一実施形態では、発光デバイスは、透明プラスチック
ボトルの赤色に着色された炭酸飲料の縦列を照らす光伝送アクリルシートの下の棚上の冷
却器の中に配置される赤色光を放出するストリップを備える。赤色光は、この実施形態で
は、ボトルの鮮やかな赤色照明を提供する。
【０４０３】
　製品から放出された光を分配する発光デバイス
　一実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラからの光を受光し、及び光をライトガ
イドを通して光放出領域に伝送する光分配システムを備え、光放出領域に近接しておかれ
る製品は、光放出領域から光を受光し、パッケージ又は製品の所定の場所に光を放出する
。一実施形態では、製品は、棚システム、ラック、ディスプレイ、プラットフォーム、又
は購買時点広告ディスプレイ上におかれる。例えば、一実施形態では、ＰＯＰディスプレ
イは、が光源からの光をライトガイドからの延長部である結合ライトガイドの中に誘導す
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る光入力カプラを備える。ライトガイドは、ディスプレイの垂直壁に沿って配置された第
１の光放出領域を備える。第１の光放出領域は、ＰＯＰディスプレイにおいて垂直にスタ
ックされた製品の受光入力面に対応する領域において光を放出するために配置される。一
実施形態では、製品は、第１の光放出領域からの光を受光し、ライトガイドを通して光を
伝送し、及び光抽出機能部を備えるライトガイドの光放出領域においてライトガイドから
出するために配置された結合ライトガイドを伴うライトガイドを備える。例えば、前の例
の発光デバイスがオンにされ、製品がＰＯＰディスプレイにおいて垂直にスタックされる
ときに、光は、第１の光放出領域を出て、製品の中に伝搬し、第２の光放出領域から放出
されて、例えばテキスト「新改良」を照らす。製品が棚から除去されたときに、製品の光
放出領域は、光を放出するのを止める。したがって、この例では、各製品は、各製品内に
光源、電子装置、バッテリなどを必要とすることなく照らされることが可能である。別の
実施形態では、製品は、ライトガイドを使用し、結合ライトガイドを備えない。例えば、
製品の受光領域は、ＰＯＰディスプレイの光放出領域からの光の一部がライトガイドを通
過して、ライトガイドの後ろ側で散乱領域に到達し、反射によりライトガイドの中に導波
管の状態で散乱され、パッケージの第２の側部上に配置される光放出領域に伝搬して、光
放出印又はグラフィックスの形態の光が放出されるように、光伝送ライトガイドの後ろに
配置された光散乱領域を備えてもよい。
【０４０４】
　一実施形態では、光放出領域は、ＰＯＰディスプレイから製品が除去されるときに低い
輝度コントラスト比又は低い色のコントラストを有する。例えば、１つ又は複数の方向に
１００ミクロン未満のサイズであり且つ約１００ミクロンよりも多く離間された透明ライ
トガイドへのマイクロ刻み目（ｍｉｃｒｏ－ｉｎｄｅｎｔａｔｉｏｎｓ）の表面レリーフ
光抽出機能部を備える光放出領域は、幾つかの照明条件の下ででは直ちに見分けることが
できない場合があり、周辺光を用いる光放出領域（ライトガイドを通して見る）の下のプ
リント又はパッケージは、直ちに見分けることができる又は十分に一様である。この例で
は、光が製品のライトガイドの中に入力されるときに、イメージ、ロゴ、印、グラフィッ
ク、又は他のパターンを見ることができるように、光の一部は光放出領域を出ることにな
り、ＰＯＰディスプレイから製品が除去されるときに、これは消える。別の実施形態では
、光放出領域における光抽出機能部の色は、機能部の下の領域と実質的に同じである。例
えば、パッケージの赤色領域の前に配置された光放出領域におけるライトガイドの製品側
に配置される赤色インク光抽出機能部は、ＰＯＰディスプレイから除去されたときに周辺
光で照らされるときに赤色の外観を維持するであろう。
【０４０５】
　別の実施形態では、棚（食料雑貨店の棚のような）は、製品が光放出領域の頂部に配置
されるときに製品が「ライトアップされる」（光放出領域を有する）若しくは光放出印又
はグラフィック領域を有するように、棚の頂部側に光放出領域を備える。製品が棚から除
去されるときに、製品は第１の光放出領域から光を受光せず、製品からの発光は低減され
又はなくされる。別の実施形態では、周辺光の一部は、光放出領域におけるパッケージか
ら反射され、又は周辺光は、印又はグラフィックスに照明を提供するために製品における
ライトガイドを通して伝送される。
【０４０６】
　一実施形態では、製品は、入射光の一部が第２の製品の中に伝搬することを可能にする
ために配置される光出力窓をさらに備える。例えば、上記の例では、別の製品上にスタッ
クされた製品は、下の棚上の光放出領域から直接に光を受光しないであろう。別の実施形
態では、製品は、第２の製品が第１の製品上に配置され及び位置合わせされるときに第２
の製品が第２の光放出領域又は印を通して光を放出するように、製品の１つの受光領域か
ら製品の光伝送領域に光を通す又は誘導するライトガイド、結合ライトガイド、キャビテ
ィ、穴、又は光伝送光学要素からなる群から選択された少なくとも１つを備える。
【０４０７】
　分配照明システム
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　一実施形態では、分配照明システムは、光伝送領域における分配ライトガイドに光学的
に結合される少なくとも１つの光出力カプラを備える発光デバイスを備える。一実施形態
では、光出力カプラは、ライトガイド、光学要素、光放出領域、及び結合ライトガイドか
らなる群から選択される１つ又は複数である。例えば、一実施形態では、分配照明システ
ムは、細長いストリップフィルムベースの分配ライトガイドの延長部である、結合ライト
ガイドのアレイの中に光を結合するために配置される光源を備える。光は、ライトガイド
フィルムの長さに沿って伝搬し、光伝送領域においてライトガイドの外に結合され、この
場合、フィルムは、光出力カプラライトガイドフィルムの受光領域に光学的に結合される
。光は、光出力カプラライトガイドフィルムを通して伝搬し、光出力カプラライトガイド
フィルムの光放出領域における光抽出機能部によって抽出される。
【０４０８】
　光出力カプラ
ライトガイドに沿った種々の場所でライトガイドの外に光を結合するために１つよりも多
い光出力カプラが用いられてもよい。一実施形態では、光出力カプラ上に入射する光の第
１の部分は、次の境界面で光出力カプラを出ないように鏡面反射され又は伝送される。光
の第１の部分を鏡面反射させ又は伝送することによって、該光は、受光領域内で又はこの
付近で抽出されることなく光出力カプラ内を伝搬し続けてもよい。例えば、一実施形態で
は、光出力カプラは、受光領域においてライトガイドから光の第１の部分を受光し、これ
を受光領域から光出力カプラにさらに沿って第２の領域において光抽出機能部に伝送する
ために配置されるフィルムベースのライトガイドである。一実施形態では、光出力カプラ
は、ライトガイドの光伝送領域から遠ざかる方に光を誘導し、光出力カプラの光放出領域
は光伝送領域よりも大きい。したがって、この例では、光出力カプラは、ライトガイドか
ら光の一部を抽出し、光出力カプラがライトガイドと接触している面積よりも大きい発光
面積で光を放出することができる。別の実施形態では、ライトガイド内の断面光束密度（
ライトガイド内を伝搬する光の光軸に垂直に測定される単位ルーメン／ｍｍ２の）は、光
抽出機能部を備える光放出領域の面積の光束密度よりも大きい。別の実施形態では、ライ
トガイドの光束密度と光放出領域の光束密度との比は、１、２、５、１０、２０、４０、
及び１００からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０４０９】
　取り外し可能なクラッド領域
　一実施形態では、分配照明システムは、取り外し可能又は再配置可能であってもよいラ
イトガイドに光学的に結合されるクラッド領域を備える。別の実施形態では、クラッドは
、光伝送領域においてライトガイドから分離されてもよく、光出力カプラは、光伝送領域
内に光学的に接触する状態で配置されてもよい。例えば、一実施形態では、分配照明シス
テムは、細長いストリップフィルムベースのライトガイドの延長部である、結合ライトガ
イドのアレイの中に光を結合するために配置される光源を備える。光は、分配ライトガイ
ドフィルムの長さに沿って伝搬し、クラッド領域の下の領域においてライトガイドの中に
実質的にとどまる。クラッド領域が除去されて、コア領域の光伝送領域が露出される。光
出力カプラは、ライトガイド内の光の一部がライトガイドの外に光伝送領域の中に結合さ
れるように、光伝送領域においてライトガイドに光学的に結合される。この実施形態では
、光は、光出力カプラライトガイドフィルムを通して伝搬し、光出力カプラライトガイド
フィルムの光放出領域において光抽出機能部によって抽出される。別の実施形態では、ク
ラッド領域は、光出力カプラがライトガイドに光学的に結合されてもよいように分配照明
システムに物理的に結合されたままの状態でこれがライトガイドから遠ざかる方に容易に
引っぱられることを可能にするタブを備えるフラップである。例えば、光出力カプラは、
粘着性フィルムベースの光出力カプラをライトガイドフィルムのコア領域上に１本指で押
すことによってライトガイドに光学的に結合することができる）。さらなる実施形態では
、フラップは、分配ライトガイド上の光伝送領域に光学的に結合された後で光出力カプラ
上に落ち着く。光出力カプラを交換する又は変える要望があるときに、光出力カプラは除
去されてもよく、古い又は新しいクラッド領域が再適用され、接着され、又は他の方法で
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ライトガイドに光学的に結合されてもよい。
【０４１０】
　別の実施形態では、ライトガイドは、シリコーンフィルムのような粘着性フィルムであ
り、クラッド層は、分配照明システムに物理的に結合されないようにライトガイドから離
れる方に剥離される。粘着性フィルムは、この実施形態では、クラッド領域を保持（ｈｏ
ｌｄ　ｏｎ）する一助となり、光出力カプラの除去の後でライトガイド若しくは新しい又
は同じクラッド領域への光出力カプラの接着を促進する。
【０４１１】
　標識及び窓ディスプレイ
　別の実施形態では、発光デバイスは、照らすことができる印を伴うオーバーレイとして
用いられる。一実施形態では、ライトガイド領域は、オフ状態では低い度合いの可視性を
有し、オン状態では照らされた印として明瞭に見ることができる。例えば、ライトガイド
領域は、「Ｗａｒｎｉｎｇ（警告）」、「Ｅｘｉｔ（出口）」、「Ｓａｌｅ（セール）」
、「Ｅｎｅｍｙ　Ａｉｒｃｒａｆｔ　Ｄｅｔｅｃｔｅｄ（敵機発見）」、「Ｏｐｅｎ（オ
ープン）」、「Ｃｌｏｓｅｄ（クローズ）」、「Ｍｅｒｒｙ　Ｃｈｒｉｓｔｍａｓ（メリ
ークリスマス）」などのような印を照らす及び表示するために光散乱ドットで印刷されて
もよい。ライトガイド領域は、ディスプレイ（例えば液晶ディスプレイ、プラズマディス
プレイ、投写型ディスプレイなど）の視る側上に配置されてもよく、又は、店舗又は家庭
の窓上、テーブル表面上、道路標識、車両又は航空機／船舶／上陸用舟艇（ｌａｎｄ　ｃ
ｒａｆｔ）の外装又は窓、透明な、半透明な、又は不透明な物体の上又は内部、ドア上、
階段、廊下に、又は玄関マット内などにおかれてもよい。印はまた、サンタクロースのマ
ンガのような図面、ナイキの「Ｓｗｏｏｓｈ」のような商標ロゴ、浜辺の情景の写真、人
の顔のディザ処理された写真（ｄｉｔｈｅｒｅｄ　ｐｈｏｔｏ）などのようなアイコン、
ロゴ、イメージ、又は他の表現であってもよい。印は、フルカラー、モノクロ、有色領域
とモノクロ領域との混合構成であってもよく、レイヤされてもよく、又は色を達成するた
めに蛍光体、色素、インク、又は顔料を採用してもよい。
【０４１２】
　オフ状態では実質的に見えないライトガイドフィルムを用いることによって、ディスプ
レイ、標識、又は発光デバイスは、その上にこれが配置される物体の外観を実質的に邪魔
することなく、より多くの場所に採用することができる。別の実施形態では、発光デバイ
スは、スペースの照明を提供し、オン状態で光を放出する領域は、オフ状態では直ちに見
分けることができない。これは、例えば、実質的にオン状態でのみ見える薄い照明器具又
は照明デバイスを提供することができる。例えば、車両尾灯、季節ごとの窓フィルムディ
スプレイ、天井設置型照明器具、ランプ、クローズド標識、道路障害標識、危険／警告標
識などは、オフ状態では実質的に見えなくてもよい。幾つかの状況では、これは、標識が
掲示され、必要なときにだけオンにされることを可能にし、所要の設置時間に起因して被
る遅延を減らすことができる。別の実施形態では、発光デバイスは、オフ状態ではその上
におかれる背景面の色に見える照明器具である。別の実施形態では、照明器具の光放出領
域は、オフ状態では実質的に黒色である又は光を吸収する。こうしたディスプレイは、Ｎ
ＶＩＳ照明条件下の潜水艦又は他の航空機において有用である。
【０４１３】
　さらなる実施形態では、ライトガイドフィルムは、コア層と光吸収層との間に配置され
たクラッド領域を備える。例えば、光抽出機能部によってコア層とクラッド層との間の臨
界角よりも小さい角度に再誘導される光は、ライトガイドが窓に光学的に結合されるとき
に窓と空気との境界面のライトガイド条件内にとどまる角度をなしてもよい。この例では
、光は、ライトガイドの外に吸収され又は再誘導されるまでは、窓及びライトガイドフィ
ルム内に捕捉されたままであろう。窓上の引っかき傷、指紋、及び他の欠陥が、この光に
よって照らされ、光が窓の外に再誘導されて可視アーチファクトを生じる場合がある。一
実施形態では、光吸収コーティング、層、又は領域は、クラッド層と窓との間に配置され
、複数のＴＩＲ反射を通して光を実質的に吸収し、このアーチファクトの可視性を低減さ
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せる。別の実施形態では、光吸収領域、コーティング、又は層は、８５％、８０％、７５
％、７０％、及び６５％からなる群から選択された１つ未満である発光デバイスの少なく
とも１つの光源の波長範囲にわたる平均正光透過率（鏡面反射を含む）を有する。一実施
形態では、コア領域とは反対のクラッド領域の側部上に光吸収領域をおくことで（クラッ
ド領域の内部に光吸収材料を配置しないことによって）、クラッド層を通過する光だけが
光吸収領域に到達するであろう。前の実施形態では、ライトガイドが窓に光学的に結合さ
れるときに、窓を出ることになる光は光吸収層を一度だけ通過し、一方、ガラス内に捕捉
された光は、多数回通過することになり、窓上に光抽出アーチファクト（引っかき傷、指
紋など）が到達する前に強度が著しく低減するより大きい機会を有することになる。別の
実施形態では、ライトガイドは、８５％、８０％、７５％、７０％、及び６５％からなる
群から選択された１つ未満である発光デバイスの少なくとも１つの光源の波長範囲にわた
る平均正光透過率（鏡面反射を含む）を有する。
【０４１４】
　窓の中への光の光学的結合
　一実施形態では、光が窓の中に結合され、窓内を内部全反射条件で伝搬するように、ラ
イトガイド又は光出力結合要素がガラス又はプラスチック窓に光学的に結合される。光を
窓の中に結合することによって、１つには、曇りガラス又はエッチング加工されたガラス
、窓上に配置されるフィルム、若しくは窓上のロゴ又は装飾のようなエンボス加工された
プラスチックパターンを照らすことができる。一実施形態では、窓の中に結合された光は
、雨又は天候の指示又は美的発光効果を提供するためにレンズを効果的に形成する雨、水
、又は窓上の結露によって抽出される。別の実施形態では、光源からの光は、窓に光学的
に結合された光出力カプラ又はライトガイドから窓の中に結合され、光抽出領域又はフィ
ルムは、光が光抽出領域の領域における窓を抜けるように窓に光学的に結合される。前の
実施形態では、窓は、ライトガイドのコア領域として機能する。一実施形態では、窓は、
波長依存の吸収特性（青色光よりも多く赤色光を吸収することのような）を有し、ライト
ガイド又は光出力カプラからの光の出力は、白色のような所望の色を達成するために吸収
を補償する。例えば、一実施形態では、ライトガイドからの光は、ソーダ－石灰ガラス窓
における緑色吸収を補償するために青色光出力よりも多い赤色光出力を有する。
【０４１５】
　窓に隣接するライトガイド
　一実施形態では、ライトガイドフィルムは、空隙によって窓から実質的に分離される。
別の実施形態では、ライトガイドフィルムにおける光抽出機能部は、窓の臨界角よりも大
きい窓内の角度に光を再誘導しない（典型的に表面法線から約４２度よりも大きい角度）
。一実施形態では、ライトガイドフィルムは、スタンドオフによって定位置に保持され、
又はライトガイド、光入力カプラ、ハウジング、又は発光デバイスの他の要素を窓枠又は
窓に近接して配置された他の要素に物理的に結合する。別の実施形態では、ライトガイド
は、窓に近接して配置され、スタンド、壁又は天井への吊り下げ機構、及び壁又は天井へ
のマウントからなる群から選択された１つ又は複数によって支持される。
【０４１６】
　一実施形態では、発光デバイスは、光源、結合ライトガイド、光放出領域を備えるライ
トガイドを備え、ライトガイドを窓又は窓枠に物理的に結合するための方法を含む。例え
ば、ライトガイドは、発光デバイスが発光デバイスがその自重を支えるように窓にラミネ
ートされてもよいように（例えば、手で又はローラ及び／又は塗布流体の支援により）、
ライトガイドのコア領域の１つの側部上に配置される接着剤材料（例えば「静電気でくっ
つく」ＰＶＣフィルム又はシリコーンゴムフィルム）を備えてもよい。この実施形態では
、光を放出しないライトガイドの領域は実質的に透明であってもよく、光放出領域は、光
源がオフにされるときに実質的に透明、半透明、又は部分的に透明であってもよい。一実
施形態では、光入力カプラは、力がライトガイドを窓から遠ざかる方に実質的に引っ張ら
ないようにライトガイドの下端に配置される。別の実施形態では、接着層はコア層よりも
低い屈折率をもつクラッド層であり、ライトガイドは、コア層の反対の側部上にクラッド
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層をさらに備える。別の実施形態では、発光デバイスは、窓に物理的に結合され又はこの
付近に配置されるライトガイドと共に窓敷居又は他の支持構造体上に配置されてもよい。
別の実施形態では、ライトガイドの１つ又は複数のクラッド層は、硬質被覆のような保護
コーティングを備え、保護コーティングの鉛筆硬度は、８Ｈ、７Ｈ、６Ｈ、５Ｈ、４Ｈ、
３Ｈ、及び２Ｈからなる群から選択された１つよりも大きい。さらなる実施形態では、ラ
イトガイドは、コーティングが１％水酸化アンモニウム又は３％イソプロピルアルコール
への露出５時間後のクレージング又は白色化の証拠を示さないように、アンモニア耐久性
コーティングを備える。さらなる実施形態では、ライトガイドは、引っぱられるときに窓
からライトガイドを物理的に脱結合するタブ領域又は他の延長された領域を備える。
【０４１７】
　一実施形態では、ライトガイドは、窓（ガラス又はプラスチック）に物理的に及び光学
的に結合され、ライトガイドの実質的に非光放出領域を通した透過率は、７０％、８０％
、８６％、８８％、９０％、及び９２％からなる群から選択された１つよりも大きい。ラ
イトガイドを窓に光学的に結合することは、内側ライトガイドと空気及び空気窓との境界
面からの表面反射を減らす又は実質的になくすことができる。これは、ライトガイドフィ
ルムとその光抽出機能部の全体的な可視性を低減させる（光結合に必要とされる近接性も
また外部の複数の反射を減らす）。
【０４１８】
　別の実施形態では、発光デバイスは、デバイスを実質的に非多孔性表面に物理的に結合
する１つ又は複数の吸着カップを備える。例えば、一実施形態では、ライトガイドのより
低い縁上に配置される光入力カプラは、光入力カプラを窓に接着する吸着カップを備え、
ライトガイドフィルムは、ライトガイドフィルムを窓のような非多孔性表面に物理的に結
合するために配置される低い剥離強度の接着剤、材料、又は領域を有する。別の実施形態
では、ライトガイドフィルムは、ライトガイドフィルムが垂直方向に支持されるように吸
着カップ又はフック又はその延長部の一部がそれを貫通してもよい穴を備える。ラッチ、
ファスナ、フック・ループ型ファスナのような他の機械的手段（例えばフックをガラスに
及びループを光入力カプラに付着させるために接着剤を用いる）が、発光デバイス又はそ
のコンポーネント（ライトガイドのような）を窓又は実質的に非多孔性表面に締結し又は
結合するために用いられてもよい。
【０４１９】
　別の実施形態では、キットは、ライトガイドをガラス窓に物理的に及び光学的に結合さ
せることになる接着剤フィルム又は水溶性の接着剤と共に発光デバイスを備える。さらな
る実施形態では、キットは、ライトガイドと窓との間で塗布液体を動かし、したがって気
泡を除去し及び接着剤を拡散させるのに適したローラを備える。
【０４２０】
発光デバイスの他の用途及び機能性
本実施形態は、薄膜の中への低価格な結合を可能にするので、多くの全般照明及びバック
ライト用途が存在する。第１の例は、壁又は天井のロールアウトフィルムを用いる全般家
庭及びオフィス照明である。その他に、フィルムは、全般照明のための平面的でない形状
に形状設定するために屈曲（屈曲）することができる。加えて、これは、開発されている
又は開発中の多くの薄いディスプレイにおけるバックライト又はフロントライトとして用
いることができる。例えば、ＬＣＤ及び電子インク薄膜ディスプレイは、薄いバックライ
トフィルム又は薄いフロントフィルムを用いて改善されてもよく、可撓性の及び巻くこと
ができる（ｓｃｒｏｌｌａｂｌｅ）ディスプレイをもつ手持ち式デバイスが開発中であり
、それらはバックライトフィルムの中に光を採り入れるために効率的な低コストの方法を
必要とする。一実施形態では、発光デバイスは、光入力カプラ、ライトガイド、及びステ
ンドガラス窓又は標識若しくは購買時点広告ディスプレイのようなディスプレイといった
半透明の物体又はフィルムのための照明を提供する光源を備える。一実施形態では、薄い
フィルムは、フィルムの面に垂直に伝搬する光をそれらが全体として無視できるほど小さ
く散乱させるように光抽出機能部が印刷されることを可能にする。この実施形態では、フ
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ィルムが照らされないときに、物体を、フィルムを通して顕著なヘイズ（ｈａｚｅ）なし
に明瞭に見ることができる。透明又は部分的に透明なステンドガラス窓の後ろにおかれる
ときに、組立体全体が、所望であれば組立体を通した光の低散乱の伝送を可能にする。さ
らに、フィルムは、屈曲することができ且つ種々のステンドガラス窓形状、サイズ、及び
トポロジーに適応することができるので、フィルムの可撓性は、伝統的なプレートライト
ガイドバックライトよりもはるかに大きい位置的許容誤差及び設計自由度を可能にする。
この実施形態では、照らされないときに、ステンドガラスは、規則的な照らされないステ
ンドガラス窓として現れる。照らされるときに、ステンドガラス窓は輝く。
【０４２１】
　付加的な実施形態は、ステンドガラス窓があくまで審美的であって、これを通して物体
を見ることを必要としない（例えば、キャビネットのステンドガラス窓又は芸術のディス
プレイ）発光デバイスを含み、バックライトの全体的な透過明瞭性（ｓｅｅ－ｔｈｒｏｕ
ｇｈ　ｃｌｅａｒａｎｃｅ）は、達成される必要がない。この実施形態では、ステンドガ
ラス窓から離れる方向にフィルムの外を照らす光を取り込むために拡散又は鏡面リフレク
タをフィルムの後ろにおくことができる。拡散フィルム、光再誘導フィルム、逆プリズム
フィルム、ディフューザフィルム（体積レリーフ、表面レリーフ、又はこれらの組合せ）
が、ライトガイドと照らされるべき物体との間に配置されてもよい。ＬＣＤバックライト
内で用いられるのに適することが知られている他の光学フィルムのような他のフィルムが
用いられてもよい。
【０４２２】
　一実施形態の発光デバイスは、パッシブディスプレイにおけるバックライト又はフロン
トライトの目的で、例えば、照らされる広告ポスターのためのバックライト又はフロント
ライトとして、並びにＬＣＤディスプレイのようなアクティブ（変化する）ディスプレイ
のために用いることができる。適切なディスプレイは、移動電話ディスプレイ、モバイル
デバイス、航空機ディスプレイ、船舶ディスプレイ、テレビ、モニタ、ラップトップ、時
計（バンドが時計又は時計バンド内のＬＥＤによって所定のパターンで照らす又は「点灯
する」ことができる可撓性ライトガイドを備えるものを含む）、標識、広告ディスプレイ
、ウィンドウサイン、透明ディスプレイ、自動車ディスプレイ、電子装置ディスプレイ、
及びＬＣＤディスプレイが用いられることが知られている他のデバイスを含むがこれらに
限定されない。
【０４２３】
　幾つかの用途は、一般に、照らされる領域にわたって一貫した輝度及び色の小型の低コ
ストの白色光照明を必要とする。この目的のために赤色ＬＥＤ、青色ＬＥＤ、及び緑色Ｌ
ＥＤからの光を混合するのが費用効果が高く且つエネルギー効率が良いが、色混合はしば
しば問題がある。一実施形態では、赤色光源、青色光源、及び緑色光源からの光は、各結
合ライトガイドのスタック／入力領域の中に誘導され、十分に混合されて、ライトガイド
のライトガイド領域を出るときに白色光として現れる。光源は、ライトガイド領域にわた
る一様な強度及び色をより良好に提供するために幾何学的に位置付け、且つ強度を調節す
ることができる。同様の配置は、シートにおける色が組み合わされて白色光を提供するス
タックされたシート（より詳細にはスタックされたシート本体又はライトガイド）を提供
することによって得ることができる。幾つかのディスプレイ、例えば、印刷されたページ
上の「電子インク」薄膜ディスプレイは可撓性基板上に提供されるので、シートは、ディ
スプレイの媒体の可撓性を維持しながらバックライトを可能にするための手段を提供する
。
【０４２４】
　幾つかの実施形態では、発光デバイスは、ＬＥＤの複数の色を単一のライトガイドの中
に混合することを含む新規なＬＣＤバックライト・ソリューションである。一実施形態で
は、ストリップの長さ及び幾何学的形状は、縁の周りに位置する多大な光混合領域がなく
ても光をフィルムライトガイドのライトガイド領域の中に一様に混合する。色の強化され
た均一性は、静止ディスプレイ又は色順次ＬＣＤ及びＢＬＵシステムのために用いること
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ができる。色順次システムのための１つの方法は、ＬＣＤスクリーンパルシングと同期し
た（ｓｙｎｃｅｄ）状態での赤色、緑色、及び青色バックライト色の間のパルシングに基
づいている。さらに、組み合わされて白色光を作り出す赤色、緑色、及び青色照光フィル
ムの階層化されたバージョンが提示される。画素ベースのディスプレイ領域は、赤色、緑
色、又は青色となるように設計される複数の画素を有することができる。これの後ろには
、それぞれがそれらに結合された光の別個の色を有する３つの別個のフィルムライトガイ
ドがある。ライトガイドのそれぞれは、画素ベースのディスプレイの対応する色と整合（
ｍａｔｃｈ　ｕｐ）する光抽出機能部を有する。例えば、赤色光は、結合ライトガイドの
中に結合され、次いで、ライトガイド又はライトガイド領域の中に結合され、機能部から
赤色画素の中に抽出される。フィルムライトガイドは、所与の色からの幾何学的に高い割
合の光がその対応する画素の組の中に進むように画素の幅よりもかなり薄い。理想的には
、画素内でカラーフィルタが用いられる必要はないが、画素間のクロストークが存在する
場合には、それらは用いられるべきである。
【０４２５】
本発明は、「リバースで」作動されるときに有用性を有することも注目に値する、すなわ
ち、シートの発光面（単数又は複数）を光コレクタとして用いることができ、この場合、
シートは、光を集めて、これを結合ライトガイドを通して感光性要素に伝送する。例とし
て、本発明に係るシートは、太陽エネルギーを収集する目的で、入ってくる光を集め、こ
れを内部反射させて、これを光起電デバイスに誘導する。こうした配置はまた、シートが
広い領域にわたって光を検出し及び集めることができ、結合ライトガイドにおける検出器
（単数又は複数）が領域全体を代表する測定値を提供することになるという点で、環境監
視検出の目的で有用である可能性がある。シートは、光の放出に加えてこの性質の光収集
を行うことができる。例えば、照明用途では、シートは、周辺光を監視してもよく、次い
で、薄明り又は暗闇が検出されると、光を放出するためにアクティブ化されてもよい。有
効には、ＬＥＤはまた「リバースで流れる」ことができる、すなわち、それらは、シート
が光放出のために用いられるときにＬＥＤが照明源として用いられる場合に光に露出され
たときに出力電流／電圧を提供することができることが１５知られているので、それらは
また、シートが光収集のために用いられるときに検出器として用いることができる。一実
施形態では、ライトガイドは、入射光の一部を取り込み、これを検出器に誘導し、この場
合、検出器は、特定の波長を検出するように設計される（リバースで用いたときに特定の
バンドギャップをもつ帯域通過フィルタ、ナローバンドフィルタ、又はダイオードを含む
ことなどによって）。これらの光検出デバイスは、広い領域にわたる光の割合を収集し、
及びフィルム／シート／ライトガイド／デバイスが実質的に透明なままの状態で特定の波
長の光がフィルムの方に誘導されることを検出する利点を有する。これらは、１つにはレ
ーザ又は光源（照準器、狙いを定めるための装置、レーザベースの兵器、ＬＩＤＡＲ又は
レーザベースの測距デバイス、目標指示、目標測距、レーザ逆探検出、指向性エネルギー
兵器検出、目を標的とした（ｅｙｅ－ｔａｒｇｅｔｅｄ）又はダズラ（ｄａｚｚｌｅｒ）
レーザ検出で用いられるような）、又は赤外線照明器（暗視ゴーグルと共に用いられる可
能性がある）を検出することに関心がある軍事活動において有用である可能性がある。
【０４２６】
　別の実施形態では、発光デバイスは、光源、光入力カプラ、及びフィルムベースのライ
トガイドを備え、発光デバイスは、建築物に設置された標識、自立型の標識、屋内標識、
壁標識、看板標識、日よけ（ａｗｎｉｎｇ）標識、突き出た標識、標識バンド、屋根標識
、パラペット標識、窓標識、天蓋（ｃａｎｏｐｙ）標識、パイロン標識、共同テナント（
ｊｏｉｎｔ　ｔｅｎａｎｔ）標識、記念碑（ｍｏｎｕｍｅｎｔ）標識、ポール標識、高層
ポール（ｈｉｇｈ－ｒｉｓｅ　ｐｏｌｅ）標識、方向案内標識、電子メッセージセンター
標識、ビデオ標識、電子標識、ビルボード、電子ビルボード、屋内方向案内標識、屋内デ
ィレクトリ標識、屋内規制標識、屋内モール標識、及び屋内ＰＯＰ標識からなる群から選
択された１つである。
【０４２７】
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　シートはまた、照らされる標識、グラフィックス、及び他のディスプレイに用いるのに
非常に有用である。例えば、フィルムは、壁又は窓の外観を著しく変化させることなく壁
又は窓におかれてもよい。しかしながら、標識が照らされるときに、フィルムライトガイ
ドにエッチングされたイメージが見えるようになるであろう。本発明はまた、断熱材とし
て幾つかの食料雑貨店の冷凍庫の前にあるフィルムの中に光を結合するのに有用である可
能性がある。ホッケーリンクでの氷の中のような限られたスペースが存在する照明用途も
また、プラスチックフィルム照明を必要とする場合がある。光源（単数又は複数）がアク
ティブ化されるときに光放出領域（単数又は複数）が見えるようになってくる状態で、シ
ートを、その外観を著しく変化させることなく壁又は窓に設置することができるので、本
発明は、典型的なディスプレイが美観上容認されないであろう領域（例えば、窓上）にデ
ィスプレイが位置付けられることを可能にする。シートはまた、スペースの考慮事項が最
重要視される状況で、例えば、（本発明と共に用いることができる他の特徴及び用途も説
明する米国特許第７，２３７，３９６号で論じられるように）スケートリンクの氷の中で
の照明が望まれるときに用いられてもよい。シートの可撓性は、それらが、１５の気候の
閉じ込めのために時々用いられるカーテン、例えば、食料雑貨店の冷凍庫の前でそれらの
内部温度をより良好に維持するために時々用いられるフィルムカーテンの代わりに用いら
れることを可能にする。シートの可撓性はまた、動くディスプレイ、例えば、風にそよい
で動く可能性がある発光フラグにおけるそれらの使用を可能にする。
【０４２８】
　ライトガイドはまた音を発するデバイスである
　一実施形態では、ライトガイドはまた、音を発するために変換器によって振動されても
よい、米国特許第６，７２０，７０８号及び第７，４５３，１８６号並びに米国特許出願
整理番号第０９／７５５８９５号で開示されたような薄い可撓性のダイヤフラムである。
一実施形態では、ライトガイドは、反射型ディスプレイを点灯するためのフロントライト
であり、ライトガイドはまた、音響を発するスピーカである。一実施形態では、ライトガ
イドは、ライトガイドフィルムの剛性を増加させ、且つ改善された音響性能を提供する、
ポリマーの複数の層（コアライトガイド及び２つのクラッド層のような）を備える。一実
施形態では、ライトガイドは、ライトガイド又はダイヤフラムの可視性が減少されるよう
に高い光透過性、低いヘイズ、高い透明度、及び低い拡散反射率からなる群から選択され
た少なくとも１つの特性を有する。
【０４２９】
　ライトガイドはまたタッチスクリーンである
　一実施形態では、発光デバイスはタッチスクリーンを備え、又はライトガイドは、触覚
フィードバック、接触、近接、又は指又は手書き入力用のペン又は他のデバイスによるユ
ーザ入力の場所を検出するためのタッチスクリーンである。一実施形態では、ライトガイ
ドは、入力並びにフロントライト、バックライト、音響、又は他の機能性を提供すること
によって修正される照明又は光のうちの少なくとも１つを搬送する。一実施形態では、ラ
イトガイドは、光学タッチスクリーンである。光学ベースのタッチスクリーンは、当該技
術分野では公知であり、一実施形態では、光学ベースのタッチスクリーンは、米国特許出
願整理番号第１１／８２６，０７９号、第１２／５６８，９３１号、又は１２／２５０，
１０８号で開示されたものである。別の実施形態では、ライトガイドは、米国特許第５，
７８４，０５４号、第６，５０４，５３０号、又は米国特許出願整理番号第１２／３１５
，６９０号で開示されたような弾性表面波ベースのタッチスクリーンである。
【０４３０】
　バックライト、フロントライト、又は発光デバイスの輝度均一性
　さらなる実施形態では、発光デバイスの輝度は、光源が光を放出し且つ発光デバイスが
暗い環境にあるときに第１の角度（光放出領域でのフィルム表面の法線のような）で１０
、２０、３０、４０、５０、７５、１００、２００、及び３００ｃｄ／ｍ２からなる群か
ら選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、光抽出機能部の輝度は、光源が光を
放出し且つ発光デバイスが暗い環境にあるときに第１の角度（フィルムの法線のような）
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で１０、２０、３０、４０、５０、７５、１００、２００、及び３００ｃｄ／ｍ２からな
る群から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、光入力カプラによって照らさ
れるときの光抽出機能部の輝度は、光源が光を放出し且つ発光デバイスが暗い環境にある
ときに光放出領域又は光抽出機能部を備える領域におけるフィルムの表面の法線から０～
１０、０～２０、０～３０、０～４０、０～５０、及び０～６０度からなる群から選択さ
れた第１の角度範囲内で５、１０、２０、３０、４０、５０、７５、１００、２００、３
００、４００、５００、７５０、１０００、１５００、２０００、４０００、６０００、
８０００、１００００、及び１５０００ｃｄ／ｍ２からなる群から選択された１つよりも
大きい。
【０４３１】
　一実施形態では、発光デバイスは、光源、光入力カプラ、及びフィルムベースのライト
ガイドを備え、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージョン２．０、２０
０１年６月１日に従って測定した発光デバイスの発光面の９スポット空間的輝度均一性は
、６０％、７０％、８０％、９０％、及び９５％からなる群から選択された１つよりも大
きい。別の実施形態では、ディスプレイは、空間光変調器と、光源、光入力カプラ、及び
フィルムベースのライトガイドを備える発光デバイスとを備え、空間光変調器に到達する
光の９スポット空間的輝度均一性（ライトガイドからの光を受光するために空間光変調器
が位置することになる場所にＬａｂｓｐｈｅｒｅ　Ｉｎｃ．によるＳｐｅｃｔｒａｌｏｎ
のような白色反射率標準面を配置し、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バ
ージョン２．０、２００１年６月１日に従って９スポットの標準表面からの光反射を測定
することによって測定した）は、６０％、７０％、８０％、９０％、及び９５％からなる
群から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、ディスプレイは、空間光変調器
と、光源、光入力カプラ、及びフィルムベースのライトガイドを備える発光デバイスとを
備え、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージョン２．０、２００１年６
月１日）に従って測定したディスプレイの９スポット空間的輝度均一性は、６０％、７０
％、８０％、９０％、及び９５％からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０４３２】
　光放出領域の輝度コントラスト比
　光放出領域の輝度コントラスト比は、光放出印又は領域の可視性を確かめるために特定
の光条件の下で測定されてもよい。光放出領域の所望の可視性（オン状態で光を放出する
又はオフ状態で光を放出しないのいずれにしても）は、発光デバイスの用途及び所望の外
観に応じて変化してもよい。異なる周辺光条件の下で知覚される光放出領域の可視性は、
輝度コントラスト比によって測定することができる。輝度コントラスト比は、特定の周辺
光レベルの下での光放出領域の輝度と隣接する領域の輝度との比である。高い周辺光レベ
ルに関して、光放出領域及び隣接する領域のピーク照度は、１００ルクスよりも大きい。
低い周辺光レベルに関して、光放出領域及び隣接する領域のピーク照度は、１００ルクス
未満である。スポット測定面積に関して、測定スポットサイズは、１ｍｍ２から１０ｃｍ
２までであってもよく、典型的なのは１ｃｍ２円形スポット測定である。小さい文字フォ
ントサイズを備える光放出領域に関して、例えば、光放出領域の測定スポットサイズは１
ｍｍ２であってもよい。連続する発光パターンをもつ大きい光放出領域に関して、光放出
領域の測定スポットサイズは、例えば、１０ｃｍ２又は１ｃｍ２スポットサイズの９ポイ
ント平均であってもよい。一実施形態では、光放出領域は、テキスト、グラフィックス、
ロゴ、一様なパターンなどを表わす連続する光放出領域として視覚的に知覚され、近くで
よく見なければ直ちに見分けることができないより小さい光抽出機能部からなる。この例
では、輝度コントラスト比は、ロゴ又は知覚されるパターンを表す知覚できる特徴的な領
域で測定されてもよい。例えば、ＰＯＰディスプレイの前に立っているときに、テキスト
「ＳＡＬＥ」は知覚されてもよく、より近くでよく見ると、「Ｓ」の中央領域の屈曲は、
光を抽出しない領域の間で光を抽出する光抽出機能部の集合体を備える。この実施形態で
は、光放出領域の輝度測定は、「Ｓ」の中央領域の屈曲のサイズよりも小さく且つ少なく
とも約４又はそれ以上の光抽出機能部を包含するのに十分なだけ大きいスポットサイズを
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有するべきである。この例での輝度コントラスト比は、「Ｓ」の中央領域の輝度を「Ｓ」
の付近の実質的に非光放出領域の輝度で割ったものである。
【０４３３】
　標識、グラフィック、ロゴ、又は光放出領域が隣接する領域又は領域にわたって知覚さ
れるべきであるときには、高輝度コントラスト比が望まれる。例えば、出口標識は、標識
がすぐに見えるように、テキスト「出口」を形成する光放出印で光を放出するときに知覚
されるべきである。幾つかの用途では、光放出領域が光を放出しないときに、光放出領域
は低輝度コントラスト比を有することが望ましい。例えば、１つには、冷却器ドア標識は
、照らされるときにはよく見えるが、照らされないときには実質的に透明であることが望
まれる場合がある。別の実施形態では、周辺光中の光放出領域の輝度は、光抽出機能部の
タイプ、光抽出機能部の反射率、光抽出機能部のサイズ、光抽出機能部の形状、光抽出機
能部の密度、光抽出機能部の厚さ、光放出領域の前に配置された他のフィルム又はコンポ
ーネント、光放出領域の後ろに配置された他のフィルム又はコンポーネント、光放出領域
の前からの周辺光照度、及び光放出領域の後ろからの周辺光照度からなる群から選択され
た１つ又は複数の特性に依存する。別の実施形態では、光放出領域は、普通は低い周辺光
環境で用いられるので、高い周辺光環境での高輝度コントラスト比を要求しない。例えば
、低い周辺光レベルのレストランでの標識又はディスプレイは、高い周辺光環境で高いコ
ントラスト比を必ずしも必要としない。別の実施形態では、光放出領域は、低い周辺光レ
ベル環境にあるとき、主として光放出印を表示するように設計される。例えば、赤色に塗
装された外部標識は、日中は直ちに見ることができるが、夜に直ちに見えるようになるに
は補助照明（赤色塗料の）又は光放出印（同じ印を表示する）を必要とする場合がある。
【０４３４】
　別の実施形態では、例えば、ＰＯＰディスプレイの白色領域の前に配置された実質的に
透明なライトガイドの低輝度白色光光放出印領域は、明るい周辺光環境ではよく見えない
場合があるが、非常に低い周辺光環境ではより見えるようになるであろう。この実施形態
では、光放出領域を備えるポップの領域は、高い周辺光でのオン状態で低輝度コントラス
ト比、及び低い周辺光でのオン状態で高輝度コントラスト比を有する。別の実施形態では
、光放出領域は、低い及び高い周辺光レベルでのオフ状態で低輝度コントラスト比を有し
、低い及び高い周辺光レベルでのオン状態で高輝度コントラスト比を有する。
【０４３５】
　特定のタスク（標識又はディスプレイを見ることのような）に必要とされる輝度コント
ラスト比は、周囲環境、標識を見る個人、並びに光放出領域及び隣接する領域の色に依存
する場合がある。一実施形態では、低い周辺光レベル、高い周辺光レベル、又はこの両方
に対するオン（領域において光を放出する）状態での光放出領域の輝度コントラスト比は
、１、２、５、１０、及び２０からなる群から選択された１つよりも大きい。別の実施形
態では、低い周辺光レベル、高い周辺光レベル、又はこの両方に対するオフ状態（領域に
おいて光を放出しない）での光放出領域の輝度コントラスト比は、２、５、１０、及び２
０からなる群から選択された１つよりも大きい。
【０４３６】
　幾つかの用途では、光放出領域の輝度コントラスト比は、高くなる必要はない場合があ
る。例えば、光放出領域が、印刷された印のアウトライン又は特徴を強調する又は補足す
るためにのみ役立つ場合、これは前又は後ろにおかれる。さらなる実施形態では、低い周
辺光レベル、高い周辺光レベル、又はこの両方に対するオン（領域において光を放出する
）状態での光放出領域の輝度コントラスト比は、２、５、１０、及び２０からなる群から
選択された１つ未満である。別の実施形態では、低い周辺光レベル、高い周辺光レベル、
又はこの両方に対するオフ（領域において光を放出しない）状態での光放出領域の輝度コ
ントラスト比は、２、５、１０、及び２０からなる群から選択された１つ未満である。
【０４３７】
　光放出領域の色のコントラスト
　標識、ディスプレイ、又は発光ディスプレイのコントラストはまた、光放出領域及び隣
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接する領域の色に依存する。例えば、透明ライトガイド上の赤色光放出印は、標準Ａ光源
の照明の下で緑色背景と同じ輝度を有してもよいが、色のコントラストは、著しくより大
きい。本明細書で定義される場合の光放出領域の色のコントラストΔｕ’ｖ’は、標準Ａ
光源によって照らされるときに１９７６ｕ’、ｖ’　ＣＩＥ均等色度図で測定した光放出
領域の色と隣接する領域の色の間のラインの長さである。色のコントラストに関する測定
スポットサイズは、輝度コントラスト比に関して上記で説明されたのと同じ方法で確認さ
れてもよい。色のコントラストは、輝度コントラスト比に関して上記で説明されたように
高い及び低い周辺光レベルの下で測定されてもよい。互いに隣接する２つの色を知覚する
のに必要な典型的な色のコントラスト、Δｕ’ｖ’は、０．００４である。しかしながら
、幾つかの用途に対して、コントラスト比は、背景に対して増加した可視性及び知覚を提
供するためにより高くなることが望まれる。色のコントラストは、オフ状態では低く又は
高く、且つオン状態ではこれと反対であってもよい。例えば、光放出領域は、ＰＯＰディ
スプレイの白色領域の上におかれるときに透明ライトガイド上の白色インク光抽出機能部
を用いることによって背景と同じ色となるように設計されてもよい。この例では、光放出
領域が赤色ＬＥＤから光を放出するときに、光放出領域の色のコントラストは、光放出領
域が白色光を放出するときよりも著しく高い。
【０４３８】
　幾つかの用途では、例えば、色のコントラストは、光放出印が背景と整合するようにオ
ン状態又はオフ状態で低くなることが望まれる場合がある。例えば、ＰＯＰディスプレイ
は、赤色光光放出印がオン状態でディスプレイの色と整合する場合にオンのときに整合す
る色のコントラストを有し、且つ光放出印がオフにされるときに印の下の黒色背景が高い
色のコントラストを提供するように設計されてもよい。輝度コントラスト比と同様に、色
のコントラストは、照明条件の下のいずれかの状態で用途及び所望の可視性に応じて低い
又は高い周辺光レベルの下で高い又は低いように設計されてもよい。
【０４３９】
　一実施形態では、低い周辺光レベル、高い周辺光レベル、又はこの両方に対するオン状
態（領域において光を放出する）での光放出領域の色のコントラストは、０．００４、０
．０１、０．０４、及び０．１からなる群から選択された１つよりも大きい。別の実施形
態では、低い周辺光レベル、高い周辺光レベル、又はこの両方に対するオフ状態（領域に
おいて光を放出しない）での光放出領域の色のコントラストは、０．００４、０．０１、
０．０４、及び０．１からなる群から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、
低い周辺光レベル、高い周辺光レベル、又はこの両方に対するオン状態（領域において光
を放出する）での光放出領域の色のコントラストは、０．００４、０．０１、０．０４、
及び０．１からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、低い周辺光レ
ベル、高い周辺光レベル、又はこの両方に対するオフ状態（領域において光を放出しない
）での光放出領域の色のコントラストは、０．００４、０．０１、０．０４、及び０．１
からなる群から選択された１つ未満である。
【０４４０】
　バックライト、フロントライト、又は発光デバイスの色均一性
　一実施形態では、発光デバイスは、光源、光入力カプラ、及びフィルムベースのライト
ガイドを備え、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージョン２．０、２０
０１年６月１日（付録２０１、頁２４９）で説明される場合の１９７６ｕ’，ｖ’均等色
度図で測定した発光デバイスの発光面の９スポットサンプリングされた空間的色不均一性
、Δｕ’ｖ’は、分光計ベースのスポットカラーメータを用いて測定したときに０．２、
０．１、０．０５、０．０１、及び０．００４からなる群から選択された１つ未満である
。別の実施形態では、ディスプレイは、空間光変調器と、光源、光入力カプラ、及びフィ
ルムベースのライトガイドを備える発光デバイスとを備え、空間光変調器に到達する光の
９スポットサンプリングされた空間的色不均一性、Δｕ’ｖ’（ライトガイドからの光を
受光するために空間光変調器が位置することになる場所にＳｐｅｃｔｒａｌｏｎのような
白色反射率標準表面を配置し、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージョ
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ン２．０、２００１年６月１日（付録２０１、頁２４９）で説明される場合の１９７６ｕ
’，ｖ’均等色度図上の標準表面の色を測定することによって測定される）は、分光計ベ
ースのスポットカラーメータを用いて測定したときに０．２、０．１、０．０５、０．０
１、及び０．００４からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、ディ
スプレイは、空間光変調器と、光源、光入力カプラ、及びフィルムベースのライトガイド
を備える発光デバイスとを備え、ＶＥＳＡフラットパネル・ディスプレイ測定規格バージ
ョン２．０、２００１年６月１日（付録２０１、頁２４９）で説明される場合の１９７６
ｕ’，ｖ’均等色度図で測定したディスプレイの９スポットサンプリングされた空間的色
不均一性、Δｕ’ｖ’は、分光計ベースのスポットカラーメータを用いて測定したときに
０．２、０．１、０．０５、０．０１、及び０．００４からなる群から選択された１つ未
満である。
【０４４１】
　発光デバイスからの発光の角度のプロフィール
　一実施形態では、発光デバイスの少なくとも１つの表面からの発光は、１２０度、１０
０度、８０度、６０度、４０度、２０度、及び１０度からなる群から選択された１つ未満
である角度半値全幅強度（ＦＷＨＭ）を有する。別の実施形態では、発光デバイス、光放
出領域、又は光抽出機能部の少なくとも１つの表面からの発光は、１２０度、１００度、
８０度、６０度、４０度、２０度、及び１０度からなる群から選択された１つよりも大き
い角度半値全幅強度（ＦＷＨＭ）を有する。別の実施形態では、発光デバイスの少なくと
も１つの表面からの発光は、発光面の法線から０～１０度、２０～３０度、３０～４０度
、４０～５０度、６０～７０度、７０～８０度、８０～９０度、４０～６０度、３０～６
０度、及び０～８０度からなる群から選択された少なくとも１つの角度範囲内の強度の少
なくとも１つの角度のピークを有する。別の実施形態では、発光デバイスの少なくとも１
つの表面からの発光は、上述の角度範囲のうちの１つ又は複数内の２つのピークを有し、
光出力は、所定の角度範囲にわたって一様な照度を提供するために照明産業では公知の「
コウモリ翼（ｂａｔ－ｗｉｎｇ）」型プロフィールに似ている。別の実施形態では、発光
デバイスは、上述の角度範囲のうちの１つ又は複数内で２つの反対の表面から光を放出し
、発光デバイスは、バックライトのいずれかの側部上の２つのディスプレイを照らすバッ
クライト、アップライト、及びダウンライトを提供する照明器具、４０度、５０度、又は
６０度よりも大きい輝度のピーク角度をもつ反射型空間光変調器の変調コンポーネントか
ら反射されていなかったフロントライトの視る側での光出力を有する、ディスプレイを照
らすフロントライトからなる群から選択された１つである。別の実施形態では、発光デバ
イスの光軸は、発光面の法線から０～２０、２０～４０、４０～６０、６０～８０、８０
～１００、１００～１２０、１２０～１４０、１４０～１６０、１６０～１８０、３５～
１４５、４５～１３５、５５～１２５、６５～１１５、７５～１０５、及び８５～９５度
からなる群から選択された角度範囲内である。さらなる実施形態では、ライトガイドの形
状は実質的に管状であり、光は、管のより長い（長さ）寸法に平行な方向に管を通して実
質的に伝搬し、光は管を出て、出力光束の少なくとも７０％は、発光面から３５度～１４
５度の角度範囲内で収容される。さらなる実施形態では、発光デバイスは、第１の表面及
び第１の表面とは反対の第２の表面から光を放出し、それぞれ第１及び第２の表面を出る
光束は、５～１５％及び８５～９５％、１５～２５％及び７５～８５％、２５～３５％及
び６５～７５％、３５～４５％及び６５～７５％、４５～５５％及び４５～５５％からな
る群から選ばれる。別の実施形態では、第１の発光面は、実質的に下向き方向に光を放出
し、第２の発光面は、実質的に上向き方向に光を放出する。別の実施形態では、第１の発
光面は、実質的に上向き方向に光を放出し、第２の発光面は、実質的に下向き方向に光を
放出する。
【０４４２】
　光学冗長性
　一実施形態では、発光デバイスは、システムに光学冗長性を提供する結合ライトガイド
を備える。光学冗長性は、少なくとも１つの領域において重なる異なる光源からの複数の
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光路を通して容認可能な照度均一性、輝度均一性、又は色均一性レベルで機能する能力を
デバイスに提供する。光学冗長性は、ライトガイドをスタックすること、１つよりも多い
光源からの光を光入力カプラの中に結合すること、又は同じライトガイドフィルムのため
の光入力カプラをライトガイドの複数の側部上（ライトガイドの対向する側部上のような
）に配置することを通じて達成されてもよい。光学冗長性を達成する１つよりも多い方法
は、例えば、それぞれが複数の光源からの光を受光するために配置される光入力カプラを
それぞれが備える２つ以上のライトガイドをスタックすることによって採用されてもよい
。
【０４４３】
　光学冗長性は、空間的又は角度の均一性（輝度、照度、又は色）を増加させる、角度の
又は空間光出力プロフィール（例えば、１つのライトガイドからの低い角度の出力と第２
のライトガイドからの高い角度の出力）の組合せを提供する、増加した輝度レベルを提供
する、コンポーネントの故障が第１のライトガイドからの光を重なる領域における仕様（
色均一性、輝度均一性、又は輝度のような）よりも下に落とすときにバックアップ光放出
領域を提供する、色域を増加させる（例えば白色及び赤色ＬＥＤからの光出力を組み合わ
せる）、又は色混合を提供する（例えば赤色、緑色、及び青色ＬＥＤからの出力を組み合
わせる）ために用いられてもよい。
【０４４４】
　一実施形態では、光源の故障又はコンポーネントの故障（ＬＥＤドライバ又ははんだ接
合部の故障のような）の望ましくない影響を維持し又は減らするために光学冗長性が用い
られる。例えば、２つのライトガイドは、それぞれ、別個の光源と共に別個の光入力カプ
ラに結合されてもよく、ライトガイドは、光出力方向にスタックされ、光放出領域におけ
る一様な出力を提供するために光抽出機能部をもつようにそれぞれ独立して設計されても
よい。第１の光入力カプラにおいてＬＥＤが故障する場合、第２の光入力カプラは、依然
として動作し、一様な光出力を提供してもよい。同様に、第１の光入力カプラ内の第１の
ＬＥＤの色が温度又は劣化に起因して変化する場合に、スタックされたシステムの光学冗
長性に起因して影響（オフホワイトのような色変化）が少なくなるであろう。
【０４４５】
　別の実施形態では、２つ以上の光源からの光出力が、光学冗長性をもつ発光デバイスの
光入力カプラの中に結合され、光学冗長性は、ＬＥＤの色又は輝度ビニング（ｂｉｎｎｉ
ｎｇ）要件を低減させる。この実施形態では、光学冗長性は、各光源からの色が、各光源
から光を受光し、これをライトガイド又は光混合領域の中に誘導する各結合ライトガイド
と共に空間的に平均化されるように、領域内の（結合ライトガイド内のような）複数の光
源からの光の混合を提供する。
【０４４６】
　別の実施形態では、発光デバイスは、少なくとも２つの光源からの光を受光するために
配置される少なくとも１つの結合ライトガイドを備え、少なくとも２つの光源からの光は
、少なくとも１つの結合ライトガイドの第１の領域内で混合され、第１の領域は、発光デ
バイスの光放出領域から発光デバイス出力面又は光放出領域の最大寸法の１００％、７０
％、５０％、４０％、３０％、２０％、１０％、及び５％からなる群から選択された１つ
未満である距離内に収容される。
【０４４７】
　さらなる実施形態では、発光デバイスは、少なくとも２つの光源からの光を受光するた
めに配置される少なくとも１つの結合ライトガイドを備え、少なくとも２つの光源からの
光は、少なくとも１つの結合ライトガイド及び光混合領域の長さにわたって混合され、結
合ライトガイドを出る光の伝搬方向の組み合わされた少なくとも１つの結合ライトガイド
及び光混合領域の長さは、発光デバイス出力面又は光放出領域の最大寸法の１００％、７
０％、５０％、４０％、３０％、２０％、１０％、及び５％からなる群から選択された１
つよりも大きい。
【０４４８】
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　さらなる実施形態では、複数の光源を備える発光デバイスは光学冗長性をもち、デバイ
スは、１つ又は複数のＬＥＤの出力駆動パターンを実質的に一定のままにした状態で１つ
又は複数のＬＥＤの光出力を調節することによって薄暗くされてもよい。例えば、電気的
に直列に接続され、光をそれぞれ光入力カプラＬＩＣ１、ＬＩＣ２、及びＬＩＣ３の中に
光学的に結合するＬＥＤ　Ｌ１、Ｌ２、及びＬ３の第１の文字列を備え、且つ電気的に直
列に接続され、光をそれぞれ光入力カプラＬＩＣ１、ＬＩＣ２、及びＬＩＣ３の中に光学
的に結合するＬＥＤ　Ｌ４、Ｌ５、及びＬ６の第２の文字列をさらに備える発光デバイス
は、ＬＥＤの第２の文字列への電流を調節することによって、例えば５０％～１００％の
出力輝度から一様に薄暗くする（例えば発光面の空間的輝度均一性を維持しながら薄暗く
する）ことができる。同様に、第２の文字列の光出力の色が第１の文字列の色出力とは異
なるときに第２の文字列への電流を増加又は減少させることによって、光出力の色を一様
に調節することができ、同様に、光学冗長性若しくは輝度又は色の一様な調整を提供する
ために、３つ以上の文字列が独立して制御されてもよい。空間的色均一性を提供しながら
出力色を変化させるために、異なる色（例えば、赤色、緑色、及び青色）をもつ３つ以上
のグループが独立して調節されてもよい。
【０４４９】
　均一性維持
　一実施形態では、光入力カプラの中に光を結合するために配置される２つの光源の第１
の色差Δｕ’ｖ’１は、光入力カプラ、発光デバイスの光出力面からの光及び結合ライト
ガイドを出る光を受光するために配置される光放出領域の９スポットサンプリングされた
色不均一性からなる群から選択された少なくとも１つの空間的色不均一性Δｕ’ｖ’２よ
りも大きい。
【０４５０】
　別の実施形態では、発光デバイスは、少なくとも１つの光源を備える光源の第１の群と
、少なくとも１つの光源を備える光源の第２の群とを備え、第１の群からの少なくとも１
つの光源及び第２の群からの少なくとも１つの光源は、同じ光入力カプラの中に光を結合
し、光源の第１の群と光源の第２の群との両方から光を受光するときの光放出領域又は光
出力面の９スポット空間的色不均一性は、分光計ベースのスポットカラーメータを用いて
測定したときに０．２、０．１、０．０５、０．０１、及び０．００４からなる群から選
択された１つ未満であり、光源の第１の群のみから光を受光するときの光放出領域又は光
出力面の９スポット空間的色不均一性は、０．２、０．１、０．０５、０．０１、及び０
．００４からなる群から選択された１つ未満である。別の実施形態では、光源の第１の群
と光源の第２の群との両方から光を受光するときの光放出領域又は光出力面の９スポット
空間的色不均一性は０．０５未満であり、光源の第１の群のみから光を受光するときの光
放出領域又は光出力面の９スポット空間的色不均一性は０．０５未満である。さらなる実
施形態では、光源の第１の群と光源の第２の群との両方から光を受光するときの光放出領
域又は光出力面の９スポット空間的色不均一性は０．０５未満であり、光源の第１の群の
みから光を受光するときの光放出領域又は光出力面の９スポット空間的色不均一性は０．
１未満である。
【０４５１】
　別の実施形態では、発光デバイスは、少なくとも１つの光源を備える光源の第１の群及
び少なくとも１つの光源を備える光源の第２の群を備え、第１の群からの少なくとも１つ
の光源及び第２の群からの少なくとも１つの光源は、同じ光入力カプラの中に光を結合し
、光源の第１の群と光源の第２の群との両方から光を受光するときの光放出領域又は光出
力面の９スポット空間的輝度均一性は、５０％、６０％、７０％、８０％、及び９０％か
らなる群から選択された１つよりも大きく、光源の第１の群のみから光を受光するときの
光放出領域又は光出力面の９スポット空間的輝度均一性は、５０％、６０％、７０％、８
０％、及び９０％からなる群から選択された１つよりも大きい。別の実施形態では、光源
の第１の群と光源の第２の群との両方から光を受光するときの光放出領域又は光出力面の
９スポット空間的輝度均一性は、７０％よりも大きく、光源の第１の群のみから光を受光
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するときの光放出領域又は光出力面の９スポット空間的輝度均一性は、７０％よりも大き
い。さらなる実施形態では、光源の第１の群と光源の第２の群との両方から光を受光する
ときの光放出領域又は光出力面の９スポット空間的輝度均一性は、８０％よりも大きく、
光源の第１の群のみから光を受光するときの光放出領域又は光出力面の９スポット空間的
輝度均一性は、７０％よりも大きい。
【０４５２】
　スタックされたライトガイド
　一実施形態では、発光デバイスは、第２のライトガイドからの光が輝度均一性を改善し
、照度均一性を改善し、色均一性を改善し、光放出領域の輝度を増加させ、又はコンポー
ネントの故障が第１のライトガイドからの光を重なる領域における仕様（色均一性、輝度
均一性、又は輝度のような）以下に落とすときのバックアップ光放出領域を提供するよう
に、第２のフィルムライトガイド又はライトガイド領域からの光を受光し及び伝送するた
めに配置される少なくとも１つのフィルムライトガイド又はライトガイド領域を備える。
【０４５３】
　光入力カプラの中に結合される複数の光源
　別の実施形態では、光出力が組み合わされるように複数の光源からの光の一部が少なく
とも１つの結合ライトガイドの中に結合されるように光を光入力カプラの中に結合するた
めに複数の光源が配置される。結合ライトガイド内の複数の光源からの光出力を組み合わ
せることによって、光が結合ライトガイド内で「混合される」、出力は色、輝度、又はこ
の両方においてより一様である。例えば、光入力カプラ内の結合ライトガイドの集合体の
光入力面に隣接して配置された２つの白色ＬＥＤは、光源のうちの１つが故障する場合に
光放出領域において実質的に同じ空間的輝度又は色均一性を有することができる。別の実
施形態では、２つの異なる色の光を放出する光源が、同じ光入力カプラの中に光を結合す
るために配置される。光入力カプラは、結合ライトガイド内での混合を提供してもよく、
さらに、結合ライトガイドは、１つの光源が故障する場合に光学冗長性を提供する。光学
冗長性は、２つ以上の色の光源が同じ光入力カプラの中に結合されるときに、色均一性を
改善することができる。例えば、それぞれが異なる色温度をもつ３つの白色ＬＥＤは、同
じ光入力カプラの中に結合されてもよく、光ＬＥＤのうちの１つが故障する場合、他の２
つのＬＥＤからの光出力は依然として混合され、２つの隣接する光入力カプラに結合され
る異なる色出力をもつ単一のＬＥＤよりも高い均一性を提供する。一実施形態では、光源
は、単一の光入力カプラの中に光を結合するためにアレイ又は配置に配置される３、５、
１０、１５、２０、２５、及び３０個のＬＥＤチップからなる群から選択された少なくと
も１つを備える。一実施形態では、光源は、１つよりも多い光入力カプラの中に光を結合
するためにアレイ又は配置に配置される３、５、１０、１５、２０、２５、及び３０個の
ＬＥＤチップからなる群から選択された少なくとも１つを備える。さらなる実施形態では
、光入力カプラの中に光を結合するために配置される光源は、０．２５ミリメートル、０
．３ミリメートル、０．５ミリメートル、０．７ミリメートル、１ミリメートル、１．２
５ミリメートル、１．５ミリメートル、２ミリメートル、及び３ミリメートルからなる群
から選択された１つ未満である発光寸法をもつ発光面積をもつ複数のＬＥＤチップを備え
る。
【０４５４】
　ライトガイドの異なる側部上の光入力カプラ
　別の実施形態では、複数の光入力カプラは、ライトガイドの２つ以上の縁領域に配置さ
れ、結合ライトガイドを出る光の光軸は、互いに対して０度を超える角度で配向される。
さらなる実施形態では、光入力カプラは、ライトガイドの対向する又は隣接する縁又は側
部上に配置される。一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイドの２つ以上の縁領域
上に配置された複数の光入力カプラを備え、第１の光入力カプラの光出力が第２の光入力
カプラの光出力に対して増加又は減少されるときに、光放出領域の輝度又は色均一性は実
質的に同じである。一実施形態では、光抽出機能部は、第１の光入力カプラのみから光を
受光するとき、並びに第１の光入力カプラ及び第２の光入力カプラから光を受光するとき
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に空間的輝度均一性が７０％よりも高くなるように光放出領域内に配置される。別の実施
形態では、光抽出機能部は、第１の光入力カプラのみから光を受光するとき、並びに第１
の光入力カプラ及び第２の光入力カプラから光を受光するときに９スポット空間的色不均
一性が０．０１未満であるように光放出領域内に配置される。
【０４５５】
　発光デバイスの安全機能部
　一実施形態では、発光デバイスは、ライトガイド、光入力カプラ、カートリッジ、ハウ
ジング、交換可能又は取り外し可能なコンポーネント、光抽出領域、ハウジング、位置合
わせガイド、相対位置維持要素、電気コンポーネント、光源モジュール、光学要素、熱伝
達要素、及び結合ライトガイドからなる群から選択された１つ又は複数のコンポーネント
上に配置される安全機能部を備える。別の実施形態では、安全要素は、１つ又は複数のコ
ンポーネントの信頼性に関する検証情報を提供する。一実施形態では、安全機能部は、要
素上に印刷されたパターンである。例えば、ライトガイドは、光出力（色、時間、オン／
オフ、パルス周波数／持続時間、ライトガイドが認可されるのにかかる時間の長さなど）
に関するライトガイドの信頼性及び照明情報を提供する、検出器で読み出すことができる
特定のパターンで配置された非常に小さいドットを備えてもよい。別の実施形態では、安
全機能部は、マイクロチップ、マイクロプロセッサ、マイクロコントローラ、集積回路、
コンピュータ回路、メモリ（例えばフラッシュメモリ）、コンピュータ、デジタル記憶装
置（メモリ、フラッシュメモリ、ハードドライブ、ＣＤＲＯＭ、ＤＶＤ　ＤＲＯＭなど）
、無線周波数タグ、及び電子情報搬送装置からなる群から選択された１つ又は複数を備え
るデジタルデバイスである。
【０４５６】
　波長変換材料
　さらなる実施形態では、安全機能部は、第１の波長で発光デバイスにおける光源からの
光を受光し、且つ第１の波長とは異なる第２の波長で光を放出するために配置される波長
変換材料を含む層又はコーティングを備える。例えば、一実施形態では、ライトガイドは
、インドトリカルボシアニン色素を含むインクパターンをもつ領域を備え、光入力カプラ
は、光入力カプラにおける赤色可視発光ＬＥＤからの励起に起因して色素から放出された
ＩＲ光を受光するために光検出器として構成された赤外線ＬＥＤを備える。一実施形態で
は、赤色ＬＥＤから放出された赤色光の一部は、光が結合ライトガイドの中で入力面に戻
るように伝搬し、赤外線光検出器として構成されたＩＲ　ＬＥＤに到達するように、結合
ライトガイドを通して伝搬し、色素に到達し、蛍光を発する。別の実施形態では、色素は
、少なくとも１つの結合ライトガイドのコア領域又はクラッド領域の一部上に配置され、
赤外光吸収色素、インク、又は顔料は、色素を備える領域と光放出領域との間の光路内で
結合ライトガイドのコア又はクラッド領域上に配置される。この実施形態では、色素を励
起させる可能性がある可視光、又は外部からライトガイドによって受光される赤外光は、
ＩＲ　ＬＥＤに到達する前に実質的に吸収されるであろう。一実施形態では、周囲ＩＲ光
を吸収するために可視光に対して実質的に透明なＢＡＳＦ　Ｌｕｍｏｇｅｎ　ＩＲ７６５
のようなＩＲ吸収色素が用いられる。別の実施形態では、ＩＲ蛍光色素は、結合ライトガ
イドのクラッド上に配置され、結合ライトガイド又はライトガイドは、ＩＲ蛍光色素と、
色素のピーク励起波長での光の少なくとも５０％又は光検出器として構成されたＩＲ　Ｌ
ＥＤのピーク感度での光の少なくとも５０％を吸収する光吸収領域との間に光放出領域を
備える。例えば、前の実施形態では、ＩＲ　ＬＥＤの感度のピーク波長での可視光及びＩ
Ｒ光の５０％以上を吸収する光吸収インクは、結合ライトガイドの後及び光放出領域の前
のハウジング内のライトガイド上の直線バンドに印刷されてもよい。この例では、光吸収
インクはまた、ライトガイドのクラッド層における指紋又は引っかき傷に起因して抽出さ
れることがあり、且つ望ましくない発光パターン又はノイズを引き起こす、結合ライトガ
イドのクラッド領域の中に結合される望ましくない光を吸収する。
【０４５７】
　別の実施形態では、波長変換材料は、横方向縁、光入力縁、光入力面、クラッド領域、
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コア領域、結合ライトガイド、光混合領域、光放出領域、光抽出機能部、ライトガイドの
２つの領域の間のコーティング又は領域、タブ領域、位置合わせ領域、相対位置維持要素
、ハウジング、光源、光入力カプラ、位置合わせガイド、キャビティ領域、光方向転換光
学要素、光平行化光学要素、光結合光学要素、ガイドデバイス、取り外し可能又は交換可
能なカートリッジ又はコンポーネント、光抽出領域、低接触面積のカバー、熱伝達要素、
他の光学フィルム、接着剤、及び光吸収領域又は層からなる群から選択された発光デバイ
スの領域又はコンポーネント上に又は内に配置される。
【０４５８】
　別の実施形態では、発光デバイスは、デバイス起動、規則的なインターバルの間（例え
ば毎分）、不規則なインターバル（例えばランダムな時間に日に３回）、光源がオンにさ
れるとき、カートリッジ又はライトガイドが挿入されるとき、及び交換可能又は取り外し
可能な要素が再挿入されるときからなる群から選択された１つ又は複数の間にＩＲ蛍光色
素の存在を検出するためにＩＲ光検出器を用いる。さらなる実施形態では、発光デバイス
は、約４２０ｎｍ未満又は約６８０ｎｍを超える波長をもつ光源と、光を検出するために
配置される光検出器とを備える。例えば、一実施形態では、光入力カプラはＩＲ　ＬＥＤ
を備え、結合ライトガイドの領域はＩＲ反射顔料を含み、ＩＲ反射顔料と光放出領域との
間にＩＲ光吸収領域が配置される。この実施形態では、ＩＲ　ＬＥＤは、特定の時点でパ
ルスし、結合ライトガイドを通して伝搬する光の一部がＩＲ光反射顔料に到達し、光入力
カプラの方に戻るように反射され、ＩＲ光の光検出器に到達するようにプログラムするこ
とができる。ＩＲ光検出器に到達するＩＲ光の強さは、ライトガイドが認可されるように
特定のレベル（ＩＲ反射顔料からライトガイド内から十分な光が反射されることを示す）
を上回ることが要求される場合がある。別の実施形態では、ＩＲ光検出器によって受光さ
れた光が背景のＩＲ光の強さと比較され（ＩＲ　ＬＥＤがオフにされ、構成に応じて１つ
、なし（ｎｏｎｅ）、又は１つよりも多い可視光ＬＥＤがオンにされるときに）、強度比
が特定の数（２、５、１０、２０などのような）を上回る場合に、フィルムは認可される
と考えられる。
【０４５９】
　光入力／出力カプラの製造方法
　一実施形態では、ライトガイド及び光入力又は出力カプラは、結合ライトガイドに対応
するフィルムのセグメントをもたらし、平行移動させ、及び複数のセグメントが重なるよ
うにセグメントを屈曲させることによって、光伝送フィルムから形成される。さらなる実
施形態では、結合ライトガイドの入力面は、少なくとも１つの屈曲又は折り畳みをもたら
す結合ライトガイドの平行移動によって集合的な光入力面をもたらすように構成される。
【０４６０】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのアレイにおける各結合ライトガイドに連続的に
結合されたライトガイド領域をもつ光伝送フィルムを備え、前記結合ライトガイドのアレ
イが第１の直線折り畳み領域及び第２の直線折り畳み領域を備える、ライトガイド及び光
入力カプラの製造方法は、（ａ）結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域と
第２の直線折り畳み領域との間の距離を第１の直線折り畳み領域での光伝送フィルム表面
に垂直な方向に増加させるステップと、（ｂ）結合ライトガイドのアレイの第１の直線折
り畳み領域と第２の直線折り畳み領域との間の距離を第１の直線折り畳み領域に実質的に
垂直であり且つ第１の直線折り畳み領域での光伝送フィルム表面に平行な方向に減少させ
るステップと、（ｃ）結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域と第２の直線
折り畳み領域との間の距離を第１の直線折り畳み領域に実質的に平行であり且つ第１の直
線折り畳み領域での光伝送フィルム表面に平行な方向に増加させること、結合ライトガイ
ドのアレイの第１の直線折り畳み領域と第２の直線折り畳み領域との間の距離を第１の直
線折り畳み領域での光伝送フィルム表面に垂直な方向に減少させるステップと、（ｄ）こ
れにより、結合ライトガイドが屈曲され、実質的に積み重ねて配置され、互いに実質的に
平行に位置合わせされることを含む。これらのステップ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（
ｄ）は、アルファベット順に行われる必要はなく、直線折り畳み領域は実質的に平行であ
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ってもよい。
【０４６１】
　一実施形態では、組立方法は、結合ライトガイドが順序付けられた順次配置で配置され
るように結合ライトガイド（セグメント）のアレイの第１及び第２直線折り畳み領域を相
対方向に平行移動させることを含み、複数の結合ライトガイドは湾曲した屈曲を備える。
結合ライトガイドは重なることができ、結合ライトガイドの集合体をもたらするために互
いに対して位置合わせすることができる。結合ライトガイドの集合体第１の直線折り畳み
領域は、光入力面をもたらするためにさらに屈曲され、湾曲され、又は折り畳まれ、糊づ
けされ、クランプされ、切断され、又は他の方法で修正されてもよく、表面積は、光源か
らの光を受光し及び結合ライトガイドの中に伝送するのに適する。直線折り畳み領域は、
結合ライトガイドが少なくとも１つの方向に屈曲された後で折畳部を備える光伝送フィル
ムの領域である。直線折り畳み領域は、結合ライトガイドの少なくとも１つの屈曲を少な
くとも備える幅を有することができ、相対位置維持要素に物理的に、光学的に、又は機械
的に結合されたフィルムの領域をさらに含んでもよい。直線折り畳み領域は、領域内のフ
ィルムの表面と実質的に同一平面上にあり、直線折り畳み領域は、直線折り畳み領域がフ
ィルムの平面に平行な長さ方向の配向方向を有するように幅方向よりも実質的に大きい長
さ方向を有する。一実施形態では、結合ライトガイドのアレイは、第１の直線折り畳み領
域に対して０度よりも大きく９０度よりも小さい角度で配向される。
【０４６２】
　本明細書で用いられる場合の第１の直線折り畳み領域又は第２の直線折り畳み領域は、
結合ライトガイドの入力又は出力端の付近に配置され、又はこれを含んでもよい。デバイ
スが光を集めるのに用いられる実施形態では、入力端は、光混合領域、ライトガイド領域
、又はライトガイドの近くにあってもよく、出力端は、結合ライトガイドがライトガイド
又はライトガイド領域から受光した光を光起電力セル上に光を誘導するために配置される
発光面の中に結合する場合などでは、結合ライトガイドの発光縁の近くにあってもよい。
本明細書で開示される実施形態及び構成では、第１の直線折り畳み領域又は第２の直線折
り畳み領域は、光の伝搬方向が実質的に逆にされる構成に関するさらなる実施形態をもた
らするために入れ換えられてもよい。
【０４６３】
　一実施形態では、結合ライトガイドのアレイは第１の直線折り畳み領域及び第２の直線
折り畳み領域を有し、光入力カプラの製造方法は、第１及び第２直線折り畳み領域内の結
合ライトガイドの相対位置を実質的に維持しながら重なり及び屈曲をもたらす平行移動さ
せるステップを含む。一実施形態では、結合ライトガイドの相対位置を維持することは、
順序付けられた屈曲及び位置合わせを支援し、結合ライトガイドの順序の異なる又は混乱
した配置をもたらすことなく結合ライトガイドを折り畳む及び重ねることができるように
する。これは、組み立て及び位置合わせを著しく改善し、且つ特に非常に薄いフィルム又
は結合ライトガイド及び／又は非常に細い結合光ストリップ幅のために要求される体積を
減らすことができる。
【０４６４】
　一実施形態では、ライトガイド及びライトガイド領域をもつ光伝送フィルムを備える光
入力カプラの製造方法のための上述のステップは、ステップ（ａ）及び（ｂ）のうちの少
なくとも少なくとも１つが実質的に同時に起こり、ステップ（ｃ）及び（ｄ）が実質的に
同時に起こり、ステップ（ａ）及び（ｂ）に続いてステップ（ｃ）及び（ｄ）が起こるよ
うに行われる。別の実施形態では、ライトガイド及びライトガイド領域をもつ光伝送フィ
ルムを備える光入力カプラの製造方法のための上述のステップは、ステップ（ａ）、（ｂ
）、及び（ｃ）が実質的に同時に起こるように行われる。結合ライトガイドの第１の直線
折り畳み領域及び第２の直線折り畳み領域の相対平行移動は、直線折り畳み領域を静止状
態で保持し、他の直線折り畳み領域を平行移動させることによって達成されてもよい。さ
らなる実施形態では、第２の直線折り畳み領域における第２の相対位置維持要素が平行移
動されている間、第１の折り畳み領域に配置された相対位置維持要素は実質的に静止した
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ままである。平行移動は、１つ又は複数の平面内の円弧状パターンで、又はｘ、ｙ、又は
ｚ軸に平行な方向に又はこれと角度をなして起こってもよい。
【０４６５】
　別の実施形態では、上述のステップは、第１の直線折り畳み領域に平行な方向の互いに
対する第１の直線折り畳み領域内の結合ライトガイドのアレイの相対位置を実質的に維持
し、且つ第１の直線折り畳み領域に平行な方向の互いに対する第２の直線折り畳み領域内
の結合ライトガイドのアレイの相対位置を実質的に維持する状態で行われる。
【０４６６】
　さらなる実施形態では、結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域と第２の
直線折り畳み領域との間の距離は、第１の直線折り畳み領域に実質的に平行な方向の結合
ライトガイドのアレイの全幅Ｗｔである少なくとも距離Ｄだけ増加する。
【０４６７】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのアレイは、第１の直線折り畳み領域に平行な方
向の実質的に同じ幅Ｗｓを有する数Ｎの結合ライトガイドを備え、Ｄ＝Ｎ×Ｗｓである。
【０４６８】
　相対位置維持要素
　一実施形態では、少なくとも１つの相対位置維持要素は、第１の直線折り畳み領域、第
２の直線折り畳み領域、又は第１及び第２の直線折り畳み領域の両方の領域における結合
ライトガイドの相対位置を実質的に維持する。一実施形態では、相対位置維持要素と結合
ライトガイドとの組合せが、結合ライトガイドの重なる集合体及び結合ライトガイドにお
ける屈曲をもたらするために、第２の直線折り畳み領域に対する第１の直線折り畳み領域
の並進運動中に、第１の直線折り畳み領域内の結合ライトガイドの相対位置を実質的に維
持するのに十分な安定性又は剛性を提供するように、相対位置維持要素は結合ライトガイ
ドのアレイの第１の直線折り畳み領域に隣接して配置される。相対位置維持要素は、直線
折り畳み領域に接着され、クランプされ、これと接触する状態で配置され、これに対して
配置され、直線折り畳み領域とライトガイド領域との間に配置されてもよい。相対位置維
持要素は、少なくとも平行移動ステップのうちの１つの間に結合ライトガイドの表面、光
混合領域、ライトガイド領域、又はフィルムに接着され又はこれに対して保持される、ポ
リマー又は金属コンポーネントであってもよい。一実施形態では、相対位置維持要素は、
結合ライトガイドの第１の直線折り畳み領域、第２の直線折り畳み領域、又は第１の及び
第２の直線折り畳み領域の両方の付近のフィルムのいずれかの側部に接着される平坦な又
は鋸歯状の歯をもつポリマーストリップである。鋸歯状の歯を用いることによって、歯は
、角度のついたガイドを提供することによって屈曲を促進し又は容易にすることができる
。別の実施形態では、相対位置維持要素は、第１の直線折り畳み領域に平行なクランプに
平行な方向の相対位置で結合ライトガイドを折り畳み、第１の直線折り畳み領域及び第２
の直線折り畳み領域が互いに関して平行移動されて重なる結合ライトガイド及び結合ライ
トガイドにおける屈曲をもたらすように互いに対するクランプの位置を平行移動する、第
１のクランプ及び第２のクランプをもつ機械的デバイスである。別の実施形態では、相対
位置維持要素は、第１の直線折り畳み領域、第２の直線折り畳み領域、又は第１及び第２
直線折り畳み領域の両方における結合ライトガイドの相対位置を維持し、それらを少なく
とも１つの方向に平行移動させるために結合ライトガイドの端に対して力を及ぼす機構を
提供する。
【０４６９】
　別の実施形態では、相対位置維持要素は、少なくとも１つの結合ライトガイドの屈曲時
に力を再分配する又は少なくとも１つの結合ライトガイドが屈曲され又は折り畳まれた後
で力の均等な再分配を維持する、角度の歯又は領域を備える。別の実施形態では、相対位
置維持要素は、１つ又は複数の結合ライトガイドを角部点から実質的に角度のついたガイ
ドの長さに屈曲させること及び引っ張ることからの力を再分配する。別の実施形態では、
角度のついたガイドの縁は丸みをつけられる。
【０４７０】
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　別の実施形態では、相対位置維持要素は、屈曲動作中に屈曲からの力を再分配し、結合
ライトガイドの低いプロフィール（厚さ方向の短い寸法）を維持するのに必要な力を維持
するために抵抗を提供する。一実施形態では、相対位置維持要素は、低接触面積の材料、
カバー、又は領域として動作する低接触面積の領域、材料、又は表面レリーフ領域を備え
、１つ又は複数の表面レリーフ機能部は、折り畳み動作中及び／又は発光デバイスの使用
中にライトガイドの領域と物理的に接触する状態にある。一実施形態では、相対位置維持
要素上の低接触面積の表面レリーフ機能部は、結合ライトガイド、ライトガイド、光混合
領域、ライトガイド領域、又は光放出領域からの光の脱結合を減らす。
【０４７１】
　さらなる実施形態では、相対位置維持要素はまた、熱伝達要素。一実施形態では、相対
位置維持要素は、ＬＥＤ光源に熱的に結合される角度のついたガイド又歯をもつアルミニ
ウムコンポーネントである。
【０４７２】
　さらなる実施形態では、結合ライトガイドのアレイの入力端及び出力端は、それぞれ、
上述のステップ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）の間に相対位置維持要素と物理的に
接触する状態で配置される。
【０４７３】
　一実施形態では、結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域の近位に配置さ
れた相対位置維持要素は、実質的に直線であり且つ第１の直線折り畳み領域に平行である
光伝送フィルムに平行な平面内に入力断面縁を有し、結合ライトガイドのアレイの第２の
直線折り畳み領域で結合ライトガイドのアレイの第２の直線折り畳み領域の近位に配置さ
れた相対位置維持要素は、実質的に直線であり且つ直線折り畳み領域に平行である第２の
直線折り畳み領域で光伝送フィルムに平行な平面内に断面縁を有する。
【０４７４】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域の近位に配置
された相対位置維持要素の断面縁は、ステップ（ａ）、（ｂ）、（ｃ）、及び（ｄ）の間
に結合ライトガイドのアレイの第２の直線折り畳み領域の近位に配置された相対位置維持
要素の断面縁に実質的に平行なままである。
【０４７５】
　さらなる実施形態では、第１の直線折り畳み領域の近位に配置された相対位置維持要素
は、少なくとも１つの結合ライトガイドの第１の直線折り畳み領域に対して１０度を超え
る角度で配向された実質的に直線の区域を備える、第１の直線折り畳み領域の近位に配置
された光伝送フィルム表面に平行な平面内の断面縁を有する。さらなる実施形態では、相
対位置維持要素は、結合ライトガイドの直線折り畳み領域に対して実質的に４５度で配向
された鋸歯状の歯を有する。
【０４７６】
　一実施形態では、相対位置維持要素の断面縁は、少なくとも１つの結合ライトガイドの
屈曲をガイドするためにガイド縁を形成する。別の実施形態では、相対位置維持要素は、
相対位置維持要素（若しくは歯又は角度の延長された領域のような領域）が結合ライトガ
イドを切断し、クラックを生じ、又はこれに応力を誘起することがある局所的な応力のた
めの細い領域を切断し又は提供しないように、相対位置維持要素の周り又は付近に折り畳
まれる結合ライトガイドよりも厚い。別の実施形態では、相対位置維持要素又はコンポー
ネント（角度のついた歯のような）の厚さと折り畳み中又は折り畳み後に接触する結合ラ
イトガイド（単数又は複数）の平均厚さとの比は、１、１．５、２、３、４、５、１０、
１５、２０、及び２５からなる群から選択された１つよりも大きい。一実施形態では、折
り畳み中又は折り畳み後に結合ライトガイド（単数又は複数）と接触する相対位置維持要
素（又はそのコンポーネント）は、０．０５、０．１、０．２、０．３、０．５、０．６
、０．７、０．８、０．９、及び１ミリメートルからなる群から選択された１つよりも大
きい。
【０４７７】
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　別の実施形態では、上述の方法は、光伝送フィルム表面と直交する実質的に１つの平面
内で終わる結合ライトガイドの入力縁のアレイを提供するために、重なる結合ライトガイ
ドを通して切断するステップをさらに含む。結合ライトガイドは、フィルムにスリットを
形成するためにフィルムをラインに切断することによって形成されてもよい。別の実施形
態では、上述の製造方法は、光伝送フィルムを光伝送フィルム内の実質的に平行なライン
に切断することによって結合ライトガイドのアレイを形成することをさらに含む。一実施
形態では、スリットは、実質的に平行であり、等間隔で配置される。別の実施形態では、
スリットは、実質的に平行ではなく、又は一定でない分離を有する。
【０４７８】
　別の実施形態では、上述の方法は、それらを一緒にクランプすること、重なる結合ライ
トガイドのアレイの１つ又は複数の表面の周りに壁又はハウジングを配置することによっ
て動きを拘束すること、及びそれらを一緒に又は１つ又は複数の表面に接着することから
なる群から選択された少なくとも１つによって、重なる結合ライトガイドのアレイを一定
の相対位置に折り畳むステップをさらに含む。
【０４７９】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのアレイにおける各結合ライトガイドに連続的に
結合されたライトガイド領域をもつ光伝送フィルムを備え、前記結合ライトガイドのアレ
イが第１の直線折り畳み領域及び第１の折り畳み領域に実質的に平行な第２の直線折り畳
み領域を備える、ライトガイド及び光入力カプラの製造方法は、（ａ）光伝送フィルムの
少なくとも２つの領域を第１の方向に物理的に分離することによって光伝送フィルムにお
けるライトガイド領域に物理的に結合される結合ライトガイドのアレイを形成するステッ
プと、（ｂ）結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域と第２の直線折り畳み
領域との間の距離を第１の直線折り畳み領域での光伝送フィルム表面に垂直な方向に増加
させるステップと、（ｃ）結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域と第２の
直線折り畳み領域との間の距離を第１の直線折り畳み領域に実質的に垂直であり且つ第１
の直線折り畳み領域での光伝送フィルム表面に平行な方向に減少させるステップと、（ｄ
）結合ライトガイドのアレイの第１の直線折り畳み領域と第２の直線折り畳み領域との間
の距離を第１の直線折り畳み領域に実質的に平行であり且つ第１の直線折り畳み領域での
光伝送フィルム表面に平行な方向に増加させるステップと、（ｅ）結合ライトガイドのア
レイの第１の直線折り畳み領域と第２の直線折り畳み領域との間の距離を第１の直線折り
畳み領域での光伝送フィルム表面に垂直な方向に減少させるステップと、これにより、結
合ライトガイドが屈曲され、実質的に積み重ねて配置され、互いに実質的に平行に位置合
わせされることを含む。
【０４８０】
　別の実施形態では、結合ライトガイドのアレイにおける各結合ライトガイドに光学的に
及び物理的に結合されるライトガイド領域をもつ光伝送フィルムを備え、前記結合ライト
ガイドのアレイが第１の折り畳み領域及び第２の折り畳み領域を備える、ライトガイド及
び光入力カプラの製造方法は、（ａ）第１の折り畳み領域でのフィルム表面に平行な平面
内でそれらが互いの方に動くように、第１の折り畳み領域及び第２の折り畳み領域を第１
の折り畳み領域でフィルム表面に実質的に垂直な方向に互いから遠くに平行移動させるス
テップと、（ｂ）第１の折り畳み領域及び第２の折り畳み領域が第１の折り畳み領域でフ
ィルム表面に実質的に垂直な方向に互いの方に動くように、第１の折り畳み領域及び第２
の折り畳み領域を第１の折り畳み領域に平行な方向に互いから遠くに平行移動させるステ
ップと、これにより、結合ライトガイドが屈曲され、実質的に積み重ねて配置されること
を含む。
【０４８１】
　応力誘起散乱
　フィルムベースの結合ライトガイドの屈曲又は折り畳みは、結果として領域に応力誘起
散乱を生じる場合があり、これは結合ライトガイド内の光の一部を領域の付近のライトガ
イドを出るような方向に散乱させる。応力誘起散乱は、結果的に応力に起因する散乱領域
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をもたらす応力クラッキング、応力白化、剪断バンド、応力クレージング、又は他の目に
見える材料変形の類のものである場合がある。応力クラッキング、応力白化、剪断バンド
、及び応力クレージングのような応力誘起変形は、「Ｃｈａｒａｃｔｅｒｉｚａｔｉｏｎ
　ａｎｄ　ｆａｉｌｕｒｅ　ａｎａｌｙｓｉｓ　ｏｆ　ｐｌａｓｔｉｃｓ」、ＡＳＭ　Ｉ
ｎｔｅｒｎａｔｉｏｎａｌ（２００３）で説明され、光の著しい散乱を引き起こすことが
ある。
【０４８２】
　一実施形態では、屈曲又は折り畳みによって誘起される１つ又は複数の結合ライトガイ
ドにおける応力誘起散乱は、より高い温度での結合ライトガイドの屈曲又は折り畳みによ
って低減される。別の実施形態では、屈曲又は折り畳みによって誘起される１つ又は複数
の結合ライトガイドにおける応力誘起散乱は、１つ又は複数の結合ライトガイド又は結合
ライトガイドの領域をガラス転移温度、ＡＳＴＭ　Ｄ１５２５ビカット軟化温度、ガラス
転移温度よりも１０度低い温度、及び溶融温度に等しい又はこれよりも高い温度からなる
群から選択された温度よりも高い温度に曝すことによって屈曲又は折り畳み後に低減され
る。
【０４８３】
　屈曲中に加熱される結合ライトガイド
　一実施形態では、結合ライトガイドは、摂氏３０度を上回る温度に加熱されている状態
で屈曲され又は折り畳まれる。一実施形態では、摂氏３０度未満の第１の温度で屈曲され
又は折り畳まれるときに結果的に応力誘起散乱をもたらす少なくとも１つの材料を含む結
合ライトガイドは、摂氏３０度よりも高い温度に加熱され、実質的に応力誘起散乱のない
屈曲又は折り畳み領域をもたらするために屈曲され又は折り畳まれる。実質的に応力誘起
散乱のない結合ライトガイドは、光入力カプラからの光で照らされるときに結合ライトガ
イドの外への光の応力誘起散乱に起因して屈曲、折り畳み、又は応力領域において結合ラ
イトガイド内を伝搬する光の１％よりも多くをライトガイドの外に散乱させない。実質的
に応力誘起散乱のない結合ライトガイドは、結合ライトガイドが３．０４８メートルの距
離で２０度未満に平行化されるハロゲン光源から表面の法線方向に結合ライトガイドに入
射する光の５度軸外で目で透かして見られるときに、屈曲され、折り畳まれ、又は応力の
ある領域の区域において目に見える散乱領域を有さない。
【０４８４】
　一実施形態では、結合ライトガイドの屈曲又は折り畳みは、室温を超える、摂氏２７度
を超える、摂氏３０度を超える、摂氏４０度を超える、摂氏５０度を超える、摂氏６０度
を超える、コア材料のガラス転移温度を超える、クラッド材料のガラス転移温度を超える
、コア材料のＡＳＴＭ　Ｄ１５２５ビカット軟化温度を超える、クラッド材料のＡＳＴＭ
　Ｄ１５２５ビカット軟化温度を超える、及び結合ライトガイドフィルム又はフィルム複
合材のＡＳＴＭ　Ｄ１５２５ビカット軟化温度を超えるからなる群から選択された少なく
とも１つの温度で起こる。
【０４８５】
　折り畳み領域をもつ結合ライトガイド
　一実施形態では、ライトガイドは、光入力縁の集合体が光入力面を形成するように実質
的に重なる折り畳みライン及び反射縁によって画定される折り畳み領域を備える結合ライ
トガイドを備える。さらなる実施形態では、１つ又は複数の折り畳み領域は、フィルムの
光入力縁で入力される光源からの光の一部を、これが反射縁で結合ライトガイド又は外縁
（光源から遠位の縁のような）でライトガイド領域を抜けないように臨界角よりも小さい
角度に再誘導するために配置される第１の反射表面縁を備える。別の実施形態では、１つ
又は複数の折り畳み領域は、フィルムの光入力縁から入力される光の一部を、これが反射
縁で結合ライトガイドを抜けないような角度に再誘導するために配置される第２の反射表
面縁を備える。さらなる実施形態では、第１及び第２の反射表面縁は、光源からの光の一
部を実質的に平行化する。別の実施形態では、第１及び第２の反射表面縁は放物線形の形
状を有する。
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【０４８６】
　反射表面縁は、切断、スタンピング、又は他の縁形成技術を通じて形成されたフィルム
の縁であってもよく、反射特性は、内部全反射又は塗布されたコーティング（反射インク
コーティング又はスパッタ被覆されるアルミニウムコーティングのような）に起因する場
合がある。反射表面縁は、光入力縁から受光する光の角度の反射を制御するように設計さ
れる直線形、放物線形、角度のついた、弓形、切子面が形成された、又は他の形状であっ
てもよい。第１及び第２反射表面縁は、所望の光学機能を達成するために異なる形状又は
配向を有してもよい。反射表面縁は、空間的又は角度の輝度、色、又は光出力均一性を改
善するために臨界角よりも小さい角度に光を再誘導する、光を平行化する、又は光束を特
定の領域に再誘導するのに役立つ可能性がある。
【０４８７】
　一実施形態では、反射縁は、光源からの光の第１の部分を内部全反射によってライトガ
イド領域の中に誘導するために角度をつけられ、湾曲され、又は切子面が形成される。さ
らなる実施形態では、反射縁は反射性コーティングを備える。
【０４８８】
　一実施形態では、折り畳みラインは、折り畳み領域が、互いに対して或る角度をなす、
光入力カプラ、ライトガイド領域、又は光入力面の１つ又は複数の縁に対して或る角度を
なす、及び光源の光軸に対して或る角度をなす、からなる群から選択された少なくとも１
つであるように角度をつけられ又は湾曲され、角度は、０度よりも大きく１８０度よりも
小さい。
【０４８９】
　反射縁又は反射表面縁のようなフィルムベースのライトガイドの１つ又は複数の領域又
は縁は、スタックされ及び被覆されてもよい。例えば、１つよりも多いライトガイドは、
スパッタコーティング、蒸着、又は他の技術を用いて反射縁を被覆するためにスタックさ
れてもよい。同様に、反射表面縁は、折り畳まれ及び反射材料で被覆されてもよい。フィ
ルム又は縁を分離するために、スペーサ、保護膜又は層又は材料が用いられてもよい。
【０４９０】
　折り畳み領域をもつライトガイドは、結合ライトガイドを切断する及び折り畳む必要を
減らす又はなくすことができる。単一のフィルムから切断される、光源から入射する光の
ための平行化表面のような反射表面縁を形成することによって、角度のついた縁で（例え
ばライトガイド領域に最も近い光源から）光がライトガイドの外に抜けず、且つ反対の縁
で光源からの光（臨界角よりも小さい角度でライトガイド領域の反対の縁上に入射するラ
イトガイドに最も近いＬＥＤからの光のような）がライトガイドの外に結合されないよう
に、光を再誘導することができる。さらなる実施形態では、第１及び第２の反射表面縁の
形状は、ライトガイド領域又は光放出領域に最も近い光源からライトガイド領域又は光放
出領域から最も遠い折り畳み領域の方に変化する。一実施形態では、ライトガイド領域又
は光放出領域から最も遠い光源は、反射縁によって形成された第２の反射表面縁を有し、
第１の反射表面縁は、光源からの光が反射縁から反射することなくライトガイド領域又は
光放出領域に到達することを可能にするために角度をつけられる。さらなる実施形態では
、第２の反射表面縁は、ライトガイド領域又は光放出領域（折り畳まれていないレイアウ
トの）から遠ざかる方向に入射する光源からの光を反射縁の方に臨界角よりも大きい角度
で再誘導し、第１の反射表面縁は、ライトガイド領域又は光放出領域に向かう方向に入射
する光源からの光を反射縁の方に臨界角よりも大きい角度で再誘導し、又は光源からの光
が反射縁から反射することなくライトガイド領域又は光放出領域の方に直接伝搬すること
を可能にする。
【０４９１】
　一実施形態では、折り畳み領域をもつ結合ライトガイドを備える光入力カプラを伴うフ
ィルムベースのライトガイドは、ライトガイドフィルムを折り畳みラインに沿って折り畳
むこと及び折り畳み領域を第１の光入力縁で重ねることによって形成される。一実施形態
では、フィルムベースのライトガイドは、切断する前に折り畳まれる。切断する前に折り
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畳むことによって、内部層の縁は、例えば機械的に切断するときに改善された表面品質を
有してもよい。さらなる実施形態では、フィルムベースのライトガイドは折り畳む前に切
断される。折り畳む前に切断することによって、複数のライトガイドフィルムは、必要と
される切断部の数を減らするために一緒にスタックされてもよい。加えて、折り畳む前に
切断することによって、第１反射表面と第２の反射表面は異なる個々の形状を有してもよ
く、反射縁は、角度をつけられ又は湾曲されてもよい。
【０４９２】
　さらなる実施形態では、多数のフィルムライトガイドが光入力カプラ領域においてスタ
ックされ、又は積み重ねて配置され、折り畳み領域（又は複数の結合ライトガイド）は織
り合わされ又は交互にされる。例えば、２つのフィルムベースのライトガイドは、積み重
ねられてもよく、折り畳み領域は、機械的フィルムフォルダ（紙産業で用いられる折り機
のような）によって両方のライトガイドにおいて同時に折り畳まれてもよい。これは折り
畳みステップの数を減らすことができ、複数のライトガイドが単一の光入力カプラ又は光
源によって照らされることを可能にする。各ライトガイド内の光抽出機能部（場所、サイ
ズ、深さなど）は異なっていてもよく及び独立して制御されてもよいので、ライトガイド
を交互配置することはまた、均一性を増加させることができる。加えて、ライトガイド領
域又は光放出領域が重ならない又は部分的にのみ重なる複数のライトガイドは、単一の光
入力カプラによって照らされてもよい。例えば、２つのライトガイドを一緒に折り畳むこ
とによって、電話のディスプレイ及びバックライト付きキーパッド、コンピュータのディ
スプレイ及びバックライト付きキーボード、又は電子書籍のような携帯型デバイスのフロ
ントライト及びキーパッドは、同じ光源又は光源パッケージによって照らされてもよい。
さらなる実施形態では、単一のライトガイドフィルム内の２つの別個の光放出領域は、折
り畳まれた光入力カプラ（又は複数の結合ライトガイドを備える光入力カプラ）によって
照らされる。
【０４９３】
　折り畳み領域は、複数の結合ライトガイドを備える光入力カプラに用いられる結合ライ
トガイド又はストリップと類似の曲率半径に折り畳まれてもよい。別の実施形態では、ラ
イトガイドは、２つ以上の領域において保持され、複数のワイヤは、互いの方に一緒にさ
れ、ワイヤは、折り畳みラインの付近で交互の形式でフィルムに接触し、フィルムに屈曲
を形成する。折り畳み領域の入力縁又は折り畳み領域の領域は、次いで、ワイヤを除去す
ることができ且つ折り畳みが残るように、一緒に保持され又は付着されてもよい。一実施
形態では、折り畳みラインに沿った折畳部は、フィルムが広げられるときにそれらが目に
見えるライン又はひだを形成しないという点で、「ひだ」ではない。別の実施形態では、
互いに向かう方向に動く歯又はプレートは、交互の折り畳みラインを反対方向に押し、「
ジグザグ」、アコーディオン状、又は蛇腹状の折畳部をフィルムに生じる。複数の折り畳
み領域から形成された結合ライトガイドを一緒に保持し、収納し、又は保護するために、
ハウジング又は複数の結合ライトガイドを保持するための保持デバイスのような折畳部維
持要素が用いられてもよい。複数の結合ライトガイドのためのハウジング又は保持デバイ
スと同様に、ハウジングは、複数の結合ライトガイドのためのハウジング、フォルダ、又
は保持デバイスで用いられる光学的に結合される窓、屈折レンズ、又は他の機能部、要素
、又は特性を備えてもよい。さらなる実施形態では、ハウジング、フォルダ、又は保持デ
バイスは、要素が一緒にされるときに要素の間に配置されたフィルムが蛇腹状の様態で折
り畳まれて結合ライトガイド内に折り畳み領域をもたらすように、２つの対向する部分上
に交互の剛性の要素を備える。
【０４９４】
　パッケージ
　一実施形態では、照明を提供するのに適したキットは、光源、光入力カプラ、及びライ
トガイドを備える。
【０４９５】
　巻くことができる又は引っ込めることができるライトガイド
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　一実施形態では、可撓性の発光デバイスは、１５２．４ｍｍ、７６．２ｍｍ、５０．８
ｍｍ、及び２５．４ｍｍからなる群から選択された１つ未満である直径の管に巻くことが
できる。別の実施形態では、可撓性の発光デバイスは、ライトガイド、光放出領域、又は
ライトガイド領域の一部をハウジングの内部に引き込むことができるばね又は弾性ベース
の巻き取り機構を備える。例えば、フィルムの光放出領域は、安全な保護された保管を提
供するためにデバイス上のボタンが押されるときに円筒形の管の中に引っ込めることがで
きる。
【０４９６】
　ラミネーション又は他のフィルムとの使用
　一実施形態では、ライトガイド、光伝送フィルム、発光デバイスハウジング、熱伝達要
素、及び発光デバイスのコンポーネントからなる群から選択された少なくとも１つは、反
射フィルム、プリズムフィルム、反射偏光子、低屈折率フィルム、感圧接着剤、空隙、光
吸収フィルム、アンチグレアコーティング、反射防止コーティング、保護膜、障壁フィル
ム、及び低粘着性接着剤フィルムからなる群から選択された少なくとも１つにラミネート
され又はこれに隣接して配置される。
【０４９７】
　フィルムの生産
　一実施形態では、フィルム又はライトガイドは、押出されたフィルム、同時押出しされ
たフィルム、キャストフィルム、溶媒キャストフィルム、ＵＶキャストフィルム、プレス
加工されたフィルム、射出成形されたフィルム、ナイフコーティングされたフィルム、ス
ピンコートされたフィルム、及びコーティングされたフィルムからなる群から選択された
１つである。一実施形態では、１つ又は２つのクラッド層は、ライトガイド領域の一方又
は両方の側部上に同時押出しされる。別の実施形態では、タイ層、接着促進層、材料、又
は表面改質物は、クラッド層とライトガイド層の表面又はこの間に配置される。一実施形
態では、結合ライトガイド又はそのコア領域は、フィルム形成プロセス中に形成される際
にフィルムのライトガイド領域と連続する。例えば、離間された間隔でフィルムの領域を
スライスすることによって形成された結合ライトガイドは、フィルムのライトガイド領域
と連続した結合ライトガイドを形成することができる。別の実施形態では、ライトガイド
領域と連続した結合ライトガイドを伴うフィルムベースのライトガイドは、材料を射出成
形すること又は結合ライトガイド間の分離をもつ結合ライトガイド領域と共にライトガイ
ド領域を備える型の中にキャストすることによって形成することができる。一実施形態で
は、結合ライトガイドとライトガイド領域との間の領域は均一であり、限定ではなしに、
空隙、屈折率の軽微な変化、形状又は入力－出力領域における不連続性、及び分子量又は
材料組成物の軽微な変化のような界面遷移を伴わない。
【０４９８】
　別の実施形態では、ライトガイド層、光伝送フィルム、クラッド領域、接着剤領域、接
着促進領域、又は引っかき抵抗層からなる群から選択された少なくとも１つは、フィルム
又はライトガイドの１つ又は複数の表面上に被覆される。別の実施形態では、ライトガイ
ド又はクラッド領域は、キャリアフィルム上に被覆され、キャリアフィルム上に押出され
、又は他の方法でキャリアフィルム上に配置される。一実施形態では、キャリアフィルム
は、容易な取り扱い、より少ない静電気問題、伝統的な紙又はパッケージ折り畳み機器を
使用する能力、表面保護（引っかき傷、粉塵、ひだなど）、切断動作中にライトガイドの
平らな縁を得ることの支援、ＵＶ吸収、輸送保護、並びにより広範囲の張力及び平坦度又
は位置合わせ調節を伴う巻線及びフィルム機器の使用からなる群から選択された少なくと
も１つを可能にする。一実施形態では、フィルムをコーティングする前、結合ライトガイ
ドを屈曲させる前、結合ライトガイドを折り畳んだ後、光抽出機能部を付加する前、光抽
出機能部を付加した後、印刷前、印刷後、変換プロセスの前又は後（さらなるラミネーシ
ョン、ボンディング、打抜き、穴あけ、パッケージなど）、設置の直前、設置後（キャリ
アフィルムが外面であるとき）、及び設置からのライトガイドの除去プロセス中にキャリ
アフィルムが除去される。一実施形態では、１つ又は複数の付加的な層は、１つ又は複数
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の付加的な層のないフィルムの領域が存在するように、セグメント又は領域でコア領域（
又はコア領域に結合された層）にラミネートされる。例えば、一実施形態では、クラッド
層として機能する光学接着剤が、タッチスクリーン基板に光学的に結合され、光学接着剤
は、タッチスクリーン基板をフィルムベースのライトガイドの光放出領域に光学的に結合
し、したがって増加した入力結合効率のためにクラッド層のない結合ライトガイドを残す
るために用いられる。
【０４９９】
　別の実施形態では、キャリアフィルムは、スリットであり、又は結合ライトガイドの領
域にわたって除去される。この実施形態では、直線折り畳み領域からキャリアフィルムが
除去された後で、結合ライトガイドをより小さい曲率半径に屈曲させ又は折り畳むことが
できる。
【０５００】
　別個の結合ライトガイド
　別の実施形態では、結合ライトガイドはライトガイドとは不連続であり、その後、ライ
トガイドに光学的に結合される。一実施形態では、結合ライトガイドは、ライトガイド上
に押出された、接着剤を用いてライトガイドに光学的に結合された、結合ライトガイド及
びライトガイドと接触する状態で付着させる又は残る光伝送材料を射出成形することによ
ってライトガイドに光学的に結合された、ライトガイドに熱的に付着された、ライトガイ
ドに溶媒付着された、ライトガイドにレーザ溶接された、ライトガイドに音波溶接された
、ライトガイドに化学的に付着された、及び他の方法でライトガイドと光学的に接触する
状態で付着された、接着された、又は配置されたものからなる群から選択された１つであ
る。一実施形態では、結合ライトガイドの厚さは、ライトガイドの厚さの８０％未満、７
０％未満、５０％未満、４０％未満、２０％未満、１０％未満からなる群から選択された
１つである。一実施形態では、発光デバイスの結合ライトガイド及びライトガイド領域が
成形される。この成形方法は、例えば限定ではなしに、溶媒キャスト、射出成形、ナイフ
コーティング、スピン・コーティングを含んでもよい。成形に適した材料の例は、限定で
はなしに、溶媒キャストされたアクリル及びシリコーンを含む。この成形方法はまた、成
形された材料に抽出機能部を形成する型の中の反転された抽出機能部を含んでもよい。一
実施形態では、型は、例えば、入口側から遠い端でのフィルムベースのライトガイドの外
への光の抽出を増加させるべくくさび形の又はテーパしたライトガイドを形成するために
伝搬方向のような１つ又は複数の方向の厚さ変化を有する。別の実施形態では、ライトガ
イドの光放出領域は、対向する側部から照らされ、両方の側部から中央の方にテーパする
。さらなる実施形態では、フィルムベースのライトガイドは、第２の数の側部から光放出
領域の中に光が入射する状態でライトガイドから第１の数の方向にテーパし、第１の数は
第２の数に等しく、第１の数は４であり、又は第１の数は４よりも大きい。別の実施形態
では、フィルムベースのライトガイドの１つ又は複数の表面は、ライトガイド及び／又は
デバイスの特定の空間的又は角度の光出力プロフィールを達成するために、非線形、弓形
、階段状、ランダム、光学的に設計された、準ランダム、及び他の形状からなる群から選
択された１つ又は複数の断面形状を備える。
【０５０１】
　ガラスラミネート
　別の実施形態では、ライトガイドは、ガラスラミネートの１つの側部内に又はこの上に
配置される。別の実施形態では、ライトガイドは、安全ガラスラミネート内に配置される
。さらなる実施形態では、ライトガイド、クラッド、又は接着剤層からなる群から選択さ
れた少なくとも１つは、ポリビニルブチレートを含む。
【０５０２】
　パターン形成されたライトガイド
　別の実施形態では、ライトガイド又は結合ライトガイドのうちの少なくとも１つは、ク
ラッド、キャリアフィルム、基板、又は他の材料上に配置される被覆された領域である。
ライトガイドのための被覆パターンを用いることによって、結合ライトガイド又はライト
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ガイドの中に誘導される光に対して光の異なる経路を達成することができる。一実施形態
では、ライトガイド領域は、光放出領域を分離するために光を誘導するライトガイド領域
を備え、光抽出機能部をもつ隣接するライトガイド領域は、異なる色の光を放出する。別
の実施形態では、ライトガイドパターンは、光源からの光を対応するパターン形成された
（又はトレース）ライトガイドに誘導するために配置される結合ライトガイドを伴う入力
カプラの中に結合される２つ以上の光源からの２つ以上の色の光を放出するために配置さ
れる領域を備える、クラッド層、キャリアフィルム、又は他の層上に配置される。例えば
、赤色ＬＥＤは、結合ライトガイド（フィルムベースの材料又はコーティングベースの材
料又はパターンライトガイドコーティングのために用いられるのと同じ材料であってもよ
い）を伴う光入力カプラの中にライトガイドパターンに光を結合するために配置されても
よく、光抽出機能部は、画素化された（ｐｉｘｉｌａｔｅｄ）カラーディスプレイにおけ
る色を提供するパターンで光を放出する。一実施形態では、ライトガイドパターン又はラ
イトガイドパターン内の光抽出領域パターンは、湾曲した区域、屈曲した直線区域、形状
、及び他の規則的な及び不規則なパターンからなる群から選択された１つ又は複数を備え
る。結合ライトガイドは、パターン形成されたライトガイドと同じ材料からなってもよく
、又はそれらは異なる材料であってもよい。
【０５０３】
　光抽出機能部
　一実施形態では、光抽出機能部は、表面上に表面機能部を刻印（ｉｍｐｒｉｎｔ）する
ためにエンボス加工すること又は「ナールロール（ｋｎｕｒｌ　ｒｏｌｌ）」を用いるこ
とによってフィルム、ライトガイド領域、又はクラッド領域上に又は内に配置される。別
の実施形態では、光抽出機能部は、その上に表面機能部が配置されたドラム、ロール、型
、又は他の表面と接触しているときに、ポリマーを放射線（ＵＶ露光のような）硬化させ
ることによってもたらされる。別の実施形態では、光抽出機能部は、ライトガイド上の又
は内のクラッド又は低屈折率材料又は他の材料がギャップとして除去され又は形成される
領域に形成される。別の実施形態では、ライトガイド領域は光反射領域を備え、光反射領
域が除去される場所に光抽出機能部が形成される。光抽出は、（例えば領域に到達し抽出
される光の割合又は抽出された光の方向プロフィール）を備え、又は光抽出機能部若しく
はクラッド又は他の層が除去されている領域内に又はこれに隣接して散乱、拡散、又は他
の表面又は体積プリズム、屈折、回折、反射、又は散乱要素を付加することによって、こ
れを修正されてもよい。
【０５０４】
　一実施形態では、光抽出機能部は、光を屈折させる、回折させる、散乱させる、反射さ
せる、内部全反射させる、拡散させる、又は他の方法で再誘導する体積光再誘導機能部で
ある。体積機能部は、層又は領域の生産中にライトガイド、ライトガイド領域、コア、ク
ラッド、又は他の層又は領域内に配置されてもよく、又は機能部は、別の表面又は層がそ
の後配置されるところの表面上に配置されてもよい。
【０５０５】
　一実施形態では、光抽出機能部は、二酸化チタン、硫酸バリウム、金属酸化物、ミクロ
スフェア、若しくはポリマー（ＰＭＭＡ、ポリスチレンのような）、ゴム、又は他の無機
材料を含む他の非球形粒子からなる群から選択された少なくとも１つを含む、バインダ内
のインク又は材料を含む。一実施形態では、サーマルインクジェット印刷、圧電インクジ
ェット印刷、連続インクジェット印刷、スクリーン印刷（溶媒又はＵＶ）、レーザ印刷、
昇華印刷、色素昇華印刷、ＵＶ印刷、トナーベースの印刷、ＬＥＤトナー印刷、固体イン
ク印刷、熱伝達印刷、インパクト印刷、オフセット印刷、輪転グラビア印刷、フォトグラ
ビア印刷、オフセット印刷、フレキソ印刷、ホットワックス色素転写印刷、パッド印刷、
凸版印刷、活版印刷、ゼログラフィ、固体インク印刷、ホイルイメージング、ホイルスタ
ンピング、金属活字植字（ｈｏｔ　ｍｅｔａｌ　ｔｙｐｅｓｅｔｔｉｎｇ）、インモール
ドデコレーション、及びインモールドラベリングからなる群から選択された技術によって
インク又は材料が堆積される。
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【０５０６】
　別の実施形態では、機械的スクライビング、レーザスクライビング、レーザアブレーシ
ョン、表面スクラッチ、スタンピング、ホットスタンピング、サンドブラスト、放射線暴
露、イオン衝撃、溶媒露出、材料堆積、エッチング、溶媒エッチング、プラズマエッチン
グ、及び化学エッチングからなる群から選択された技術によって表面を除去する又は改質
することによって光抽出機能部が形成される。
【０５０７】
　さらなる実施形態では、光抽出機能部は、ＵＶキャスト、型を伴う溶媒キャスト、射出
成形、熱成形、真空成形、真空熱成形、及びラミネート、又は他の方法での表面レリーフ
又は体積機能部を備えるフィルム又は領域のボンディング、及び結合からなる群から選択
された技術によって材料を表面又は領域に付加することによって形成される。
【０５０８】
　一実施形態では、ライトガイド、フィルム、ライトガイド領域、クラッド領域、若しく
はライトガイド上又はライトガイド内に配置される層又は領域への光抽出機能部の転写を
容易にするために、マスク、ツール、スクリーン、パターン形成されたフィルム又はコン
ポーネント、フォトレジスト、キャピラリフィルム、ステンシル、及び他のパターン形成
された材料又は要素からなる群から選択された少なくとも１つが用いられる。
【０５０９】
　別の実施形態では、光抽出機能部を備える１つよりも多い光抽出層又は領域が用いられ
、光抽出層又は領域は、１つの表面上、２つの表面上、体積内、体積の複数の領域内、フ
ィルム、ライトガイド、ライトガイド領域、クラッド、若しくはライトガイド上又は内に
配置される層又は領域内の上述の場所の組合せに位置付けられてもよい。。
【０５１０】
　別の実施形態では、表面又は体積光抽出機能部はライトガイド又はクラッド又はその上
の又は間のライトガイド内から入射する光の２０％、４０％、６０％、及び８０％からな
る群から選択された少なくとも１つを発光デバイスの発光面の法線から３０度以内又は反
射型空間光変調器のような反射面の法線から３０度以内の角度に誘導する領域又は表面上
に又は内に配置される。
【０５１１】
　折り畳み及び組み立て
　一実施形態では、結合ライトガイドは、折り畳む又は屈曲させるステップの間にライト
ガイドを柔らかくするために加熱される。別の実施形態では、結合ライトガイドは、それ
らが摂氏５０度、摂氏７０度、摂氏１００度、摂氏１５０度、摂氏２００度、及び摂氏２
５０度からなる群から選択された温度を上回る温度の状態で折り畳まれる。
【０５１２】
　フォルダ
　一実施形態では、結合ライトガイドは、対向する折り畳み機構を用いて折り畳まれ又は
屈曲される。別の実施形態では、溝、ガイド、ピン、又は他の対応部品（ｃｏｕｎｔｅｒ
ｐａｒｔｓ）は、結合ライトガイドにおける折畳部又は屈曲が適正に折り畳まれるように
、対向する折り畳み機構を引き合わせるのを容易にする。別の実施形態では、見当合わせ
ガイド、溝、ピン、又は他の対応部品は、折り畳みステップ中に１つ又は複数の結合ライ
トガイド又はライトガイドを定位置に保持する又はガイドするためにフォルダに配置され
る。一実施形態では、ライトガイド又は結合ライトガイドのうちの少なくとも１つは穴を
備え、ホルダは位置合わせピンを備え、折り畳みステップの前に又は折り畳みステップの
間にピンが穴を通して位置決めされるときに、ホルダに対するライトガイド又は結合ライ
トガイドの位置が少なくとも１つの方向に固定される。結合ライトガイド又はライトガイ
ドのためのストリップを折り畳む例は、その内容が引用により本明細書に組み込まれる「
ＬＩＧＨＴ　ＣＯＵＰＬＩＮＧ　ＩＮＴＯ　ＩＬＬＵＭＩＮＡＴＥＤ　ＦＩＬＭＳ」と題
する国際特許出願番号ＰＣＴ／ＵＳ０８／７９０４１号で開示される。
【０５１３】
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　一実施形態では、折り畳み機構は、折り畳みステップにおいて折り畳まれないストリッ
プを受け入れために配置される開口部を有する。一実施形態では、このストリップは、結
合ライトガイドを折り畳み位置に引っぱる、折り畳み機構の２つのコンポーネントを一緒
に引っぱる、折り畳み機構のコンポーネントを一緒に位置合わせする、又は結合ライトガ
イドの曲率半径が減少されるようにしっかり折り畳むために用いられる。
【０５１４】
　一実施形態では、折り畳み機構、相対位置維持要素、ホルダ、又はハウジングからなる
群から選択された少なくとも１つは、金属薄板、ホイル、フィルム、剛性ゴム、ポリマー
材料、金属材料、複合材材料、及び上述の材料の組合せからなる群から選択された１つか
ら形成される。
【０５１５】
　ホルダ
　一実施形態では、発光デバイスは、折り畳み動作の後の結合ライトガイドの相対位置を
実質的に維持する折り畳み機構を備える。別の実施形態では、フォルダ又はハウジングは
、結合ライトガイドの上に配置される（例えばスライドされる、折り畳まれる、ヒンジ式
に取り付けられる、クリップされる、スナップされるなど）カバーを備え、結合ライトガ
イドの実質的な閉じ込めを提供する。さらなる実施形態では、結合ライトガイドが折り畳
まれた後で折り畳み機構が除去され、保持機構は、結合ライトガイドの相対位置を保持す
るために配置される。一実施形態では、保持機構は、結合ライトガイドの上をスライドす
る円形、長方形、又は他の幾何学的形状の断面プロフィールをもつ管であり、且つ結合ラ
イトガイド、光混合領域、又はライトガイドが管を出る場所にスリットをさらに備える。
一実施形態では、管は、結合ライトガイドと接触する状態にある内管の表面積が小さいま
まであるように結合ライトガイドの近傍に配置された領域において透明、黒色、７０％を
超える拡散視感反射率をもつ内壁を有する、及び５０未満の光沢を有する、からなる群か
ら選択された１つである。
【０５１６】
　さらなる実施形態では、光入力カプラ及びライトガイドを製造する方法は、結合ライト
ガイドを保持すること、ライトガイドを保持すること、結合ライトガイドに対応するフィ
ルムにおける領域を切断すること、及び結合ライトガイドを折り畳む又は屈曲させること
からなる群から選択された少なくとも１つのステップを含み、相対位置維持要素は、切断
ステップ、折り畳みステップ、又は屈曲ステップ中に、ライトガイド又は結合ライトガイ
ドを保持する。別の実施形態では、光入力カプラ及びライトガイドを製造する方法は、結
合ライトガイドを折り畳み又は屈曲させた後でフィルムの結合ライトガイドを切断するこ
とを含み、切断中に結合ライトガイド又はライトガイドを定位置に保持する同じコンポー
ネントはまた、折り畳み又は屈曲中に結合ライトガイド又はライトガイドを定位置に保持
する。
【０５１７】
　別の実施形態では、結合ライトガイドの少なくとも１つの領域の相対位置は、バンド、
ワイヤ、文字列、ファイバ、ライン、ストラップ、ラップ又は類似のタイ材料で結合ライ
トガイド又は結合ライトガイドの一部の周りを包むこと、ハウジング管、ケース、壁又は
複数の壁若しくはコンポーネントを結合ライトガイドの一部の周りに配置すること、結合
ライトガイドの周りを熱収縮材料で包み、熱を適用すること、結合ライトガイドの１つ又
は複数の領域（例えば入力端の付近のような）において接着剤、熱的ボンディング又は他
の接着剤又はボンディング技術を用いて結合ライトガイドをボンディングすること、ライ
トガイドをクランプすること、低屈折率エポキシ、接着剤、又は材料を結合ライトガイド
の１つ又は複数の領域の周り又は間に配置すること、一方又は両方の側部上に感圧接着剤
（又はＵＶ硬化型又は熱接着型）を備える結合ライトガイドを一緒に押すことからなる群
から選択された１つ又は複数によって実質的に維持される。一実施形態では、フィルムの
結合ライトガイド領域は感圧接着剤を備え、結合ライトガイドが接着剤を伴うフィルムに
切断された後で、結合ライトガイドが互いの上に折り畳まれ、感圧接着剤がそれらを定位
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置に保持するように一緒に押される。この実施形態では、感圧接着剤は、フィルムよりも
低い屈折率を有することができ、クラッド層として動作する。
【０５１８】
　別の実施形態では、フォルダ及び／又はホルダは、結合ライトガイドを誘導する、位置
合わせする、一緒にする、結合ライトガイドを平行になるように誘導する、又は結合ライ
トガイドがフォルダ又はホルダにおいて平行移動されるときにＬＥＤからの光を受光する
ために配置される光入力面の方に結合ライトガイドの入力面を誘導するために配置される
複数の表面を有する。一実施形態では、結合ライトガイドは、結合ライトガイドを互いに
平行に位置合わせするキャビティの中にガイドされ、結合ライトガイドの入力縁を入力窓
の付近に配置する。一実施形態では、窓は開かれ、平らな外面を備え、又は光源からの光
を受光するのに適した光学外面を備える。別の実施形態では、フォルダ及び／又はホルダ
は、フォルダ及び／又はホルダとライトガイドとの間に配置された表面レリーフ機能部を
備える低接触面積の表面を備える。
【０５１９】
　据え付け（Ｈｏｌｄ－ｄｏｗｎ）機構
　一実施形態では、少なくとも１つの結合ライトガイドは、結合ライトガイドの入力面の
端の付近に配置された少なくとも１つのフック領域を備える。フック領域は、ガイド、位
置合わせ機構、又は引き下げ（ｐｕｌｌ－ｄｏｗｎ）機構が、ライトガイドに実質的に平
行な平面内で１つ又は複数の方向の結合ライトガイドの端又は端の付近の領域の相対位置
、結合ライトガイドの厚さ方向の結合ライトガイドの互いに対する相対的分離、ライトガ
イドの厚さ方向のライトガイドに対する結合ライトガイドの位置、及び結合ライトガイド
の端領域又は端の位置からなる群から選択された少なくとも１つを維持することを可能に
する。一実施形態では、フック領域は、少なくとも、結合ライトガイドにおけるフランジ
、止め部、突出部、穴、又は孔領域からなる群から選択された１つを備える。一実施形態
では、ライトガイド又はフィルムベースのライトガイドを製造するための手段は、少なく
とも１つの結合ライトガイドのいずれかの側部上にフランジを備える２つのフック領域を
備える据え付け機構を備え、フランジは、ストラップ、ストリップ、ワイヤ、又は他のフ
ィルム又は物体が少なくとも１つの方向の結合ライトガイドの端の相対位置を実質的に維
持するように、ストラップ、ワイヤ、又は他のフィルム又は物体がフック領域に対して位
置決めされることを可能にする。別の実施形態では、据え付け機構は、据え付け機構又は
フック領域をホルダ、相対位置維持要素、ハウジング、熱伝達要素、ガイド、又は張力生
成要素のような一時的又は恒久的ベース又は他のコンポーネントに対して少なくとも１つ
の方向に保持する又は維持するための物理的拘束機構を備える。別の実施形態では、ライ
トガイド又はフィルムベースのライトガイドを製造するための手段は、結合ライトガイド
のいずれかの側部上に又は結合ライトガイドの入力端の近くに２つの穴を備えるフック領
域を備える据え付け機構を備え、結合ライトガイドは、互いの上に及び穴と位置合わせさ
れる２つのピンを備えるベース要素の上にスタックされてもよい。ピン及び穴は、結合ラ
イトガイドの端を見当合わせし、結合ライトガイドの入力端の近くのそれらの相対位置を
実質的に維持する。別の実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、据え付け機
構が結合ライトガイドを強制的に一緒にした後で除去することができるフック領域を備え
る。別の実施形態では、フック領域は、結合ライトガイドの端の一部と共に除去されても
よい。一実施形態では、フック領域と結合ライトガイドの端は、結合ライトガイドがベー
ス又は他の要素にくくりつけられ（ｓｔｒａｐｐｅｄ）又は物理的に結合された後で切断
され、剥離され、又は引っ張って外される。フック領域と結合ライトガイドが結合ライト
ガイドの残りから切断された後で、結合ライトガイドの新しい端は、窓又は二次光学系の
ような１つ又は複数の光学要素に光学的に結合するのに適した入力面又は表面を形成して
もよい。
【０５２０】
　別の実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、フック領域を除去した後で結
合ライトガイドのための光入力面を形成するライトガイドから切断された孔を備える取り
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外し可能なフック領域を備える。例えば、一実施形態では、結合ライトガイドのアレイは
フィルムに切断され、入力縁の付近の結合ライトガイドの端領域は、結合ライトガイドの
平均幅を越えて延びるショルダ状のフランジを備え、且つ、結合ライトガイドの幅の２０
％以上延びる孔切断部をさらに備える。この実施形態では、結合ライトガイドの横方向縁
と孔切断部を同じプロセスステップ中に切断することができ、それらは両方とも高品質の
表面縁を備えることができる。ショルダ状のフランジを用いてスタックし及び位置合わせ
した後で分離ガイドとして孔切断部を用いて結合ライトガイドの端から縁領域が除去され
るときに、結合ライトガイドのスタックは、孔切断部によって形成された縁の集合体から
形成された光入力面を有する。同様に、ピン及び穴型のフック領域が用いられてもよく、
一実施形態では、フック領域は、結合ライトガイドの幅を越えて延びない。例えば、結合
ライトガイドの幅の端の近くの穴がフック領域として用いられてもよい。
【０５２１】
　別の実施形態では、１つ又は複数の結合ライトガイドは、据え付け機構に物理的に結合
され、据え付け機構は、結合ライトガイドが一緒により近くに、ライトガイドのより近く
に、又はベースのより近くに動くように、結合ライトガイドの軸線に実質的に平行に第１
の方向に平行移動される。例えば、一実施形態では、結合ライトガイドの端領域は、低い
張力の下でピン上に位置合わせされる穴を備える。結合ライトガイドがピン上に位置合わ
せされた後で、ピン及びピンを支持するベースは、結合ライトガイドを互いの方に及びベ
ースの方に引き寄せられるように、結合ライトガイドから遠ざかる方向に平行移動される
。
【０５２２】
　フィルム又は光入力カプラに対する変換又は二次加工
　一実施形態では、結合ライトガイド、ライトガイド、光伝送フィルム、ライトガイド領
域、光放出領域、ハウジング、フォルダ、及びホルダコンポーネントからなる群から選択
された少なくとも１つは、スタンプされ、切断され、熱成形され、又は塗装される。一実
施形態では、コンポーネントの切断は、ナイフ、外科用メス、加熱される外科用メス、ダ
イカッター、ウォータージェットカッター、鋸、熱線鋸（ｈｏｔ　ｗｉｒｅ　ｓａｗ）、
レーザカッター、又は他のブレード又は鋭い縁からなる群から選択された１つによって行
われる。１つ又は複数のコンポーネントは、切断動作の前にスタックされてもよい。
【０５２３】
　一実施形態では、コンポーネントは、湾曲した又は屈曲した領域をもたらするために（
真空、周囲圧力の下で、又は別の圧力で）熱成形される。一実施形態では、フィルムは曲
線に熱成形され、結合ライトガイドストリップは、その後、湾曲したフィルムから切断さ
れ、光入力カプラにおいて折り畳まれる。
【０５２４】
　一実施形態では、結合ライトガイド、ライトガイド、光伝送フィルム、結合ライトガイ
ドの集合体、又は発光デバイス内の他の層又は材料の縁からなる群から選択された少なく
とも１つの縁は、より平坦になる（光学的に平らに近くなる）ように修正され、粗くされ
、又は表面で光を再誘導するために所定の構造体と共に形成される（例えば入力面で結合
ライトガイドの平面に平行な方向により近い方向に結合ライトガイドの中に光を誘導する
ために結合ライトガイドの集合体の領域において入力結合ライトガイドの縁上にフレネル
屈折機能部を形成すること（例えば、ＬＥＤの近くに配置された結合ライトガイドの集合
体の表面上にフレネル平行化レンズを形成すること）。一実施形態では、縁の修正は、縁
のレーザ切断、縁の機械的研磨、熱的研磨（表面溶融、フレーム研磨、平らな表面を伴う
エンボス加工）、化学的研磨（火勢、溶媒、塩化メチレン蒸気研磨など）によって縁を実
質的に研磨する。
【０５２５】
　反射性コーティング又は要素
　一実施形態では、結合ライトガイド、フィルム、及びライトガイドからなる群から選択
された少なくとも１つの縁の少なくとも１つの領域は、領域に光学的に結合される又は縁
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の近位に配置される実質的に鏡面反射性コーティング又は要素を備える。一実施形態では
、実質的に鏡面反射要素又はコーティングは、結合ライトガイド、ライトガイド、又はフ
ィルム縁を出る光、光の一部を、ライトガイド内をＴＩＲによって伝搬することになる角
度で結合ライトガイド、ライトガイド、又はフィルムの中に戻るように再誘導することが
できる。一実施形態では、鏡面反射性コーティングは、アルミニウム、銀、被覆されたフ
レーク、コア・シェル粒子、ガラス粒子、及びシリカ粒子の分散物からなる群から選択さ
れた、インク又は他のバインダ中に配置される光反射材料の分散物である。別の実施形態
では、分散物は、平均サイズで１００ミクロン未満、平均サイズで５０ミクロン未満、平
均サイズで１０ミクロン未満、平均サイズで５ミクロン未満、平均サイズで１ミクロン未
満、平均サイズで５００ｎｍ未満からなる群のうちの１つから選択された粒径を備える。
別の実施形態では、分散物は、平均サイズで１００ミクロン未満、平均サイズで５０ミク
ロン未満、平均サイズで１０ミクロン未満、平均サイズで５ミクロン未満、平均サイズで
１ミクロン未満、平均サイズで５００ｎｍ未満からなる群のうちの１つから選択されたフ
レーク表面に平行な方向の平均寸法をもつ実質的に平坦なフレークを含む。別の実施形態
では、結合ライトガイドは、折り畳まれ及びスタックされ、ライトガイドの縁上の領域に
おいて光反射性コーティングが適用される。別の実施形態では、結合ライトガイドの集合
体のテーパした領域に光反射性コーティングが適用される。さらなる実施形態では、フィ
ルム、結合ライトガイド、又はライトガイドを通して切断するブレードは、切断動作中に
フィルムを通過し、反射インクを備えるウェルと接触することになり、フィルムの縁によ
ってブレードが後ろに戻るときにインクが縁に適用される。別の実施形態では、鏡面反射
多層ポリマーフィルムのような多層反射フィルムが、少なくとも結合ライトガイドの縁の
付近の領域を覆う領域において結合ライトガイドに隣接して配置され又はこれと光学的に
接触し、鏡面反射多層ポリマーフィルムは、実質的に９０屈曲に形成され、結合ライトガ
イドに対する反射側を形成する。反射フィルムの屈曲又は折り畳みは、ライトガイド、結
合ライトガイド、又は結合ライトガイドのテーパ領域の切断中に達成されてもよい。この
実施形態では、反射フィルムは、フィルム、結合ライトガイド、結合ライトガイドの集合
体、又はライトガイドに接着され又は他の方法で物理的に結合されてもよく、折り畳みは
、光をライトガイド、フィルム、結合ライトガイド、又は結合ライトガイドの集合体の中
に戻るように反射させるために縁の付近に平らな反射表面をもたらす。反射フィルムの折
り畳みは、屈曲させること、フィルムに適用される圧力、壁又は縁が反射フィルムを屈曲
させるようにライトガイドを押すことによって達成されてもよい。反射フィルムは、折り
畳みの前に縁を越えて延びるように配置されてもよい。反射フィルムの折り畳みは、複数
のスタックされた縁上で実質的に同時に行われてもよい。
【０５２６】
以下は、図面で例証される種々の実施形態のより詳細な説明である。
【０５２７】
　図１は、フィルムベースのライトガイドの１つの側部上に配置された光入力カプラ１０
１を備える発光デバイス１００の一実施形態の上面図である。光入力カプラ１０１は、結
合ライトガイド１０４と、結合ライトガイド１０４の１つ又は複数の入力縁を含む光入力
面１０３を通して結合ライトガイド１０４の中に光を誘導するために配置される光源１０
２とを備える。一実施形態では、各結合ライトガイド１０４は、境界縁で終端する結合ラ
イトガイドを含む。各結合ライトガイドは、結合ライトガイドの境界縁がスタックされて
光入力面１０３を形成するように折り畳まれる。発光デバイス１００は、光混合領域１０
５、ライトガイド１０７、及び光放出領域１０８を備えるライトガイド領域１０６をさら
に備える。光源１０２からの光は、光入力カプラ１０１を出て、フィルムのライトガイド
領域１０６に入る。この光は、ライトガイド１０７を通して伝搬する際に、光混合領域１
０５内で異なる結合ライトガイド１０４からの光と空間的に混合される。一実施形態では
、光抽出機能部（図示せず）に起因して光放出領域１０８におけるライトガイド１０７か
ら光が放出される。
【０５２８】
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　図２は、結合ライトガイド１０４が－ｙ方向に折り畳まれた状態の光入力カプラ２００
の一実施形態の斜視図である。光源１０２からの光は、結合ライトガイド１０４の入力縁
２０４を含む光入力面１０３の中に誘導される。＋ｙ方向の方向成分をもつ結合ライトガ
イド１０４内を伝搬する光源１０２からの光の一部は、結合ライトガイド１０４の横方向
縁２０３から＋ｘ方向及び－ｘ方向に反射することになり、且つ結合ライトガイド１０４
の上面及び下面から＋ｚ方向及び－ｚ方向に反射することになる。結合ライトガイド内を
伝搬する光は、結合ライトガイド１０４における折畳部２０１によって－ｘ方向の方に再
誘導される。
【０５２９】
　図３は、光混合領域１０５、ライトガイド１０７、及び光放出領域１０８を備えるライ
トガイド領域１０６の１つの側部上に３つの光入力カプラ１０１を伴う発光デバイス３０
０の一実施形態の上面図である。
【０５３０】
　図４は、ライトガイド１０７の対向する側部上に配置された２つの光入力カプラ１０１
を伴う発光デバイス４００の一実施形態の上面図である。特定の実施形態では、１つ又は
複数の入力カプラ１０１は、ライトガイド１０７の１つ又は複数の対応する側部に沿って
位置決めされてもよい。
【０５３１】
　図５は、ライトガイド領域１０６の同じ側部上に配置された２つの光入力カプラ１０１
を伴う発光デバイス５００の一実施形態の上面図である。光源１０２は、実質的に光が互
いの方に＋ｙ方向及び－ｙ方向に誘導される状態で配向される。
【０５３２】
　図６は、光源１０２からの光を受光するために配置される結合ライトガイド１０４の平
坦な縁からなる実質的に平坦な光入力面６０３の付近の領域６０４を画定する発光デバイ
ス６００の一実施形態の側面断面図である。結合ライトガイドは、コア領域６０１及びク
ラッド領域６０２を備える。結合ライトガイド１０４のコア領域６０１の中に入力される
光源１０２からの光の一部は、結合ライトガイド１０４のコア領域６０１とクラッド領域
６０２との間の境界面から内部全反射するであろう。図６に示された実施形態では、隣接
するコア領域６０１の間に単一のクラッド領域６０２が位置決めされる。別の実施形態で
は、隣接するコア領域６０１の間に２つ以上のクラッド領域６０２が位置決めされる。
【０５３３】
　図７は、結合ライトガイド１０４のスタック方向（図７に示すようにｚ方向）に実質的
に平行な１つ又は複数の平坦面機能部７０１、１つ又は複数の屈折面機能部７０２、及び
１つ又は複数の平坦な入力面７０３、及びハイブリッド屈折型ＴＩＲフレネルレンズに類
似した結合ライトガイド１０４の中に入射光の一部を内部全反射させる結合ライトガイド
１０４の反対の表面上に形成されたベベルを有する光入力カプラ１０１の光入力面の付近
の領域７０４を画定する発光デバイス７００の一実施形態の側面断面図である。
【０５３４】
　図８は、発光デバイス８００の光入力面の付近の領域８０２を画定する発光デバイス８
００の一実施形態の側面断面図である。結合ライトガイド１０４は、光学接着剤８０１若
しくは他の適切なカプラ又は結合材料によって光源１０２に光学的に結合される。この実
施形態では、反射（及び光源での又は別の領域における吸収）に起因して失われる光源１
０２からの光はより少なく、結合ライトガイド１０４に対する光源１０２の配置上の位置
合わせが容易に維持される。
【０５３５】
　図９は、発光デバイス９００の光入力面の付近の領域９０３を画定する発光デバイス９
００の一実施形態の側面断面図である。この実施形態では、結合ライトガイド１０４は、
外側結合面９０２をもつスリーブ９０１によって定位置に保持され、結合ライトガイド１
０４の縁表面は、結合ライトガイドの端と光源１０２に隣接する外面９０２をもつスリー
ブ９０１との間の光学接着剤８０１によって効果的に平坦化される。この実施形態では、
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縁の不完全な切断に起因して入力縁の空気と入力縁との境界面で他の方法では起こる可能
性がある屈折（及び散乱損失）を低減させる光学接着剤８０１を用いてスリーブ９０１の
外面９０２が縁に光学的に結合されるので、結合ライトガイドの切断部の表面仕上げはあ
まり重要ではない。別の実施形態では、結合ライトガイドの縁における境界面を効果的に
平坦化するために、光学接着剤の代わりに光学ゲル、流体、又は非粘着性光学材料が用い
られてもよい。特定の実施形態では、光学接着剤、光学ゲル、流体、又は非粘着性光学材
料と結合ライトガイドのコア領域との間の屈折率の差異は、０．６、０．５、０．４、０
．３、０．２、０．１、０．０５、及び０．０１の群から選択された１つ未満である。一
実施形態では、スリーブ９０１の外面９０２は実質的に平ら及び平坦である。
【０５３６】
　図１０は、電源プラグ１００４に取り付けられた電源ケーブル１００３を通して電力を
受け取ために配置される光入力カプラ１０１を備える窓１００２に隣接して配置された発
光ディスプレイ１０００の一実施形態の斜視図である。光入力カプラ１０１における光源
１０２（図１０には図示せず）からの光１００５は、ライトガイド領域１０６を通して伝
搬し、光放出印１００１を形成する光放出領域１０８の領域における光抽出機能部に起因
して発光ディスプレイ１０００を出る。一実施形態では、ライトガイド領域１０６は、窓
１００２に光学的に結合され、ライトガイド領域１０６の接着及び／又は強度は、発光デ
ィスプレイ１０００の重量を支持する。別の実施形態では、ライトガイド領域１０６の接
着及び／又は強度は、ライトガイド領域１０６及び光入力カプラ１０１の重量を支持する
。この実施形態では、電源ケーブル１００３は、電源プラグ１００４は普通は地面につく
ことになるので（６フィートの電源ケーブルでは典型的なように）、抜かれたときに発光
ディスプレイ１０００が電源プラグ１００４の重量を支持することを必要としないのに十
分なだけの長さであってもよい。電源プラグ１００４の重量を支持する必要がないことに
より（電源プラグ１００４が電気出口の中に差し込まれる又は電源ケーブル１００３が十
分に長いとき）、典型的に重い変圧器、ＬＥＤドライバ、又はスイッチモード電源のよう
なより多くの電子装置を、電源プラグ１００４の中に一体化させることができ、ライトガ
イド領域１０６の剥離強度及び／又はライトガイド領域１０６の弾性率を低減させること
ができる。
【０５３７】
　図１１は、光入力カプラ１０１から取り外し可能及び交換可能である光源１０２を有す
る発光デバイス１１００の一実施形態の斜視図である。この実施形態では、ライトガイド
１０７は、２つのクラッド領域６０２の間に配置されたコア領域６０１を備える。図１１
に示すように、第１のクラッド領域６０２は、発光デバイス１１００が窓１００２を通し
て印１００１の形態で光を放出するように窓１００２に隣接して配置される。光源１０２
は、光源１０２を第１の方向１１０１（＋ｙ方向）に動かすことによって光入力カプラ１
０１の中に挿入される。光源１０２はまた、これを光入力カプラ１０１に関して－ｙ方向
に平行移動させることによって光入力カプラ１０１から除去されてもよい。同様に、異な
る見方では、光入力カプラ１０１及びライトガイド１０７は、（それらが定置された窓１
００２に物理的に結合されないときに）光源１０２から除去されてもよい。一実施形態で
は、光源１０２のための電子機器（例えば、ドライバ、制御機構などを含む）及び関連す
るコンポーネント（ヒートシンク、光学要素など）もまた、光源１０２と共に光入力カプ
ラ１０１から除去されてもよい。
【０５３８】
　図１２は、光源１０２及び光平行化光学要素１２０２を受け入れるためのキャビティ１
２０１を画定する光入力カプラ１０１を含む発光デバイス１２００の一実施形態の斜視図
である。この実施形態では、ライトガイド１０７は、２つのクラッド領域６０２の間に配
置されたコア領域６０１を備える。この実施形態では、第１のクラッド領域６０２は、発
光デバイス１２００が光放出印１００１を集合的に形成する個々の光抽出機能部（図示せ
ず）から窓１００２を通して光を放出するように窓１００２に隣接して配置される。光源
１０２及び光平行化光学要素１２０２は、光入力カプラ１０１のキャビティ１２０１内か
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ら取り外し可能及び交換可能である。この実施形態では、光源１０２からの光の一部は、
光平行化光学要素１２０２によって平行化され、結合ライトガイド１０４の入力縁２０４
の中に誘導され、そこで光はコア領域６０１を通して伝搬し、発光デバイス１２００から
光放出印１００１の形態で放出される。この実施形態で同じく示される、光の一部は、折
り畳まれない結合ライトガイド９７０３を通して伝搬してもよい。光源１０２及び光平行
化光学要素１２０２は、光源１０２を付属する光平行化光学要素１２０２と共に第１の方
向１１０１（＋ｙ方向）に動かすことによってキャビティ１２０１の中に挿入される。光
源１０２及び光平行化光学要素１２０２はまた、光源１０２及び光平行化光学要素１２０
２を光入力カプラ１０１に関して－ｙ方向に平行移動させることによってキャビティ１２
０１から除去されてもよい。
【０５３９】
　図１３は、ライトガイド１０７及びカートリッジ１３０１が光入力カプラ１０１から取
り外し可能及び交換可能である発光デバイス１３００の一実施形態の斜視図である。光入
力カプラ１０１は、光がコア領域６０１を通して伝搬し、光放出印１００１を集合的に形
成する個々の光抽出機能部（図示せず）から発光デバイス１３００から放出されるように
、カートリッジ１３０１の中に実質的に収納される結合ライトガイド１０４の入力縁２０
４の方に動かされる。この実施形態で同じく示される、光の一部は、折り畳まれない結合
ライトガイド９７０３を通して伝搬してもよい。光源１０２は、光入力カプラ１０１を第
１の方向１１０１（＋ｙ方向）に平行移動させることによってカートリッジ１３０１の中
の結合ライトガイド１０４の入力縁２０４の中に光を結合するために配置される。光入力
カプラ１０１はまた、光入力カプラ１０１を光結合ライトガイド１０４の入力縁２０４に
関して－ｙ方向に平行移動させることによってカートリッジ１３０１から除去されてもよ
い。異なる見方から、カートリッジ１３０１は光入力カプラ１０１に関して取り外し可能
及び交換可能である。例えば、一実施形態では、ユーザは、カートリッジ１３０１及びラ
イトガイド１０７を光入力カプラ１０１から取り外すことによって光放出印１００１を変
えてもよい。この実施形態では、ライトガイド１０７及びカートリッジ１３０１は、将来
の使用又は廃棄のために保存されてもよい。別の実施形態では、光入力カプラ１０１は、
光源１０２からの光が結合ライトガイド１０４の中に結合されるように第１の方向（＋ｚ
方向のような）に平行移動される。
【０５４０】
　図１４Ａは、受光領域１４０１をもつライトガイド領域１０６と、光出力光学要素１４
０３上の光伝送領域１４０２を伴う光入力カプラ１０１とを備える発光デバイス１４００
の一実施形態の斜視図である。この実施形態では、ライトガイド領域１０６は、巻く及び
／又は窓１００２の表面上に押しあてることができるフィルムである。光出力光学要素１
４０２を伴う光入力カプラ１０１が、光伝送領域１４０２が受光領域１４０１と位置合わ
せされるようにライトガイド領域１０６に向かう方向１１０１に動かされ及びこれに接触
して配置されるときに、光入力カプラ１０１からの光の一部がライトガイド領域１０６の
中に結合され、光放出印１００１を集合的に形成する個々の光抽出機能部（図示せず）か
らライトガイド領域１０６を出る。
【０５４１】
　図１４Ｂは、「ＯＰＥＮ」という言葉を表示する標識の形態の発光デバイス１４００の
一実施形態の分解斜視図である。発光デバイス１４０８は、ライトガイド１０７の表面１
４３０上に配置される印の形態の複数の光抽出領域１４０４を有するライトガイド１０７
を伴う入力カプラ１０１を備える。光抽出領域１４０４は、発光デバイス１４０８から放
出された光の領域のイメージ、印、パターン、又はロゴを変えるために、図１４Ｂに示す
ようにライトガイド１０７の表面１４３０から除去又はこれに付加１４０６されてもよい
。発光デバイス１４０８の外観及び／又は光出力パターンを変えるために、他の形態の印
又は発光パターンが付加又は除去されてもよい。この実施形態では、光がガラスの固有吸
収に起因して吸収され（したがって印の光の強さが減少する）、又は窓１００２の表面１
４３１内の及び／又は上の指紋、引っかき傷、及び／又は他の光抽出特性を通して抽出さ
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れる窓１００２の中への光の伝送を防ぐ又は制限するために、ライトガイド１０７と窓１
００２との間にクラッド領域６０２が配置される。
【０５４２】
　図１５は、光を分配ライトガイド１５０１の中に結合するために配置される光入力カプ
ラ１０１を備える分配照明システム１５００の一実施形態の斜視図である。分配ライトガ
イド１５０１の中の光は、出力結合ライトガイド１５０２の受光領域１４０１に光学的に
結合されるときに光伝送領域１４０２を通して出る。図１５に示すように、２つの出力結
合ライトガイド１５０２が２つの領域において分配ライトガイド１５０１の光伝送領域１
４０２に光学的に結合される。分配ライトガイド１５０１内を導波管の状態で伝搬する光
の第１の部分及び第２の部分は、光の第１の部分及び第２の部分が出力結合ライトガイド
１５０２内を導波管の状態で伝搬する際に出力結合ライトガイド１５０２の中に結合され
ることによって分配ライトガイド１５０１を出て、光放出印１００１を集合的に形成する
個々の光抽出機能部（図示せず）から発光することによって出力結合ライトガイド１５０
２を出る。図１５に示すように、一実施形態では、製品配置場所（例えば棚又はディスプ
レイ上）に対応する所望の場所で光放出印１００１を提供するために、出力結合ライトガ
イド１５０２は異なる場所で分配ライトガイド１５０１に光学的に結合される。
【０５４３】
　図１６Ａは、図１５に示された照明システム１５００及び再位置決め可能なクラッド層
１６０１を備える分配照明システム１６００の一実施形態の斜視図である。再位置決め可
能なクラッド層１６０１は、引っかき傷、汚れ、及び／又は分配ライトガイド１５０１の
表面と直接接触する状態にある他のコンポーネントに起因して光が吸収されない又は分配
ライトガイド１５０１の外に結合されないように、分配ライトガイド１５０１の露出され
た領域に配置されてもよい。一実施形態では、再位置決め可能なクラッド層１６０１は、
分配ライトガイド１５０１上の光伝送領域１４０２の１つの領域から分配ライトガイド１
５０１上の光伝送領域１４０２の別の領域に動かされてもよく、分配ライトガイド１５０
１との再位置決め可能な低剥離強度の接着剤結合を有する。再位置決め可能なクラッド層
１６０１を分配ライトガイド１５０１に結合するために他の適切な結合機構が用いられて
もよい。別の実施形態では、再位置決め可能なクラッド層１６０１は、出力結合ライトガ
イド１５０２に光学的に結合されない分配ライトガイド１５０１の領域を実質的に覆う。
別の実施形態では、再位置決め可能なクラッド層１６０１は、出力結合ライトガイド１５
０２上の印を照らするために出力結合ライトガイド１５０２上の受光領域が分配ライトガ
イド１５０１の光伝送領域に光学的に結合されてもよいように、分配ライトガイド１５０
１に物理的に結合されたままの状態で分配ライトガイド１５０１から引きはがされてもよ
いフラップを含む。別の実施形態では、再位置決め可能なクラッド層１６０１は、８０％
、７０％、６０％、５０％、４０％、３０％、２０％、１０％、５％、２％、及び１％か
らなる群から選択された１つ未満であるＡＳＴＭ　Ｄ１００３光線透過率を有する。一実
施形態では、再位置決め可能なクラッド層１６０１は、外面（分配ライトガイド１５０１
とは反対の表面）上に光吸収領域（例えば限定ではなく、本明細書で開示された黒色ＰＥ
Ｔフィルム又は他の光吸収材料のような）を備え、再位置決め可能なクラッド層１６０１
が分配ライトガイド１５０１に光学的に結合される領域において発光デバイス１６００か
ら迷光が伝送されないように、分配ライトガイド１５０１の１つ又は複数の表面の周りを
包む。
【０５４４】
　図１６Ｂは、光入力カプラ１０１、分配ライトガイド１５０１、再位置決め可能なクラ
ッド層１６０１、並びに分配ライトガイド１５０１から光を受光し、及び光を反射型ディ
スプレイ１６０４の方に誘導するために配置される出力結合ライトガイド１５０２を備え
る分配前面照射システム１６０２の一実施形態の斜視図である。一実施形態では、反射型
ディスプレイ１６０４は、標識、グラフィック、印刷されたラベル、バイステイブルディ
スプレイ、電気泳動ディスプレイ、ＭＥＭＳディスプレイ、パッシブディスプレイ、及び
アクティブディスプレイのうちの１つ又は複数を含む。図１６Ｂに示された実施形態では
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、反射型ディスプレイ１６０４は、明るい背景上に暗色文字をもつバイステイブル反射型
ディスプレイである。この実施形態では、出力結合ライトガイド１５０２の光放出領域１
６０５から放出された光は、反射型ディスプレイ１６０４の方に誘導され、明るい領域と
暗い領域との輝度コントラスト比が高い、及び反射型ディスプレイ１６０４をすぐに見分
ける又は読むことができるように、より明るい領域において顕著に戻るように反射する。
【０５４５】
　図１６Ｃは、光入力カプラ１０１、分配ライトガイド１５０１、再位置決め可能なクラ
ッド層１６０１、並びに分配ライトガイド１５０１からの光を受光し、及び透過型ディス
プレイ１６０６（バイステイブル液晶ディスプレイのような）の方に光を誘導するために
配置される出力結合ライトガイド１５０２を備える分配背面照射システム１６０７の一実
施形態の斜視図である。一実施形態では、透過型ディスプレイは、標識、グラフィック、
印刷されたラベル、バイステイブルディスプレイ、パッシブディスプレイ、及びアクティ
ブディスプレイのうちの１つ又は複数を含む。図１６Ｃに示された実施形態では、透過型
ディスプレイ１６０６は、明るい背景上に暗色文字をもつ受動印刷された（ｐａｓｓｉｖ
ｅ　ｐｒｉｎｔｅｄ）ラベルである。出力結合ライトガイド１５０２の光放出領域１６０
５から放出された光は、透過型ディスプレイ１６０６の方に誘導され、透過型ディスプレ
イ１６０６は、明るい領域と暗い領域との輝度コントラスト比が高い、及びラベルをすぐ
に見分けることができるように、低吸収領域（より明るい領域）において光を伝送し、高
吸収領域（より暗い領域）において光を吸収する。例えば、ラベルを照らすことによって
製品情報及び／又は価格情報を提供するために、店の棚又はディスプレイ上に分配背面照
射システム１６０７が用いられてもよい。
【０５４６】
　図１７Ａは、ＰＯＰディスプレイ１７００の表面層１７３０上に印刷された印１７０２
を備える発光購買時点広告（ＰＯＰ）ディスプレイ１７００の一実施形態の斜視図である
。この実施形態では、光放出印１００１は、ＰＯＰディスプレイ１７００の表面層１７３
０を通して見ることができるライトガイド１０６から光を放出する。例えば、一実施形態
では、ＰＯＰディスプレイ１７００は、印刷された印をもつボール紙のような適切な材料
を含み、ライトガイド領域１０６は、ライトガイド領域１０６から放出された光がボール
紙を通過し及び見えるように、ライトガイド領域１０６の表面上に印刷された光抽出機能
部（図１０４に示すように）を備える。別の実施形態では、ライトガイド領域１０６は、
ＰＯＰディスプレイ１７００の外面上に配置され、光放出印１００１は、照らされるとき
に直接見える。
【０５４７】
　図１７Ｂは、表面層１７３０上に印刷された印１７０２と、第１のライトガイド領域１
０６からの光を放出し、及び表面層１７３０を通して見ることができる光る光放出印１０
０１とを備える購買時点広告（ＰＯＰ）ディスプレイ１７０３の一実施形態の斜視図であ
る。この実施形態では、第２の入力カプラ１７０４は光源（図１７Ｂには図示せず）を備
え、第２のライトガイド１７０５は、ＰＯＰディスプレイ１７０３の孔１７０７を通して
ＰＯＰディスプレイ１７０３の内部領域１７６０の方に光を放出するために配置される第
１の光放出領域１７０６及び第２の光放出領域１７０８を備える。内部領域１７６０は、
ディスプレイのための１つ又は複数の製品を収容するように構成される）。例えば、一実
施形態では、第１の光放出領域１７０６から放出された光と第２の光放出領域１７０８か
ら放出された光は、補助照明を通して製品がより明瞭に見え、パッケージが明確になり又
はより読みやすくなり、及び／又は強調されるように製品を照らす。別の実施形態では、
ＰＯＰディスプレイ１７０３は、第１の光放出領域１７０６及び第２の光放出領域１７０
８を通して、製品の中に結合される及び製品から放出されるべき光の分配を提供する。
【０５４８】
　図１７Ｃは、パッケージされた状態の１つ又は複数の製品１７１０（２つの製品１７１
０が図１７Ｃに示される）をさらに備える図１７Ｂに示されたＰＯＰディスプレイ１７０
３の斜視図である。ＰＯＰディスプレイ１７０３は、ＰＯＰディスプレイ１７０３の第１
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の側部上に第１の光放出領域１７０６及び第２の光放出領域１７０８を有するライトガイ
ド１７０５を含む。図示された実施形態では、第１の光放出領域１７０６から放出された
光と第２の光放出領域１７０８から放出された光は製品１７１０の中に進み、製品１７１
０から光放出印１７１５の形態で放出される。例えば、図１７Ｃに示すように、製品１７
１５は、第１の光放出領域１７０６又は第２の光放出領域１７０８から光を受光し、及び
光を製品１７１０の外に光放出印１７１５の形態で伝送する結合ライトガイド（図１７Ｄ
に示された）を備える飴の箱である。このように、製品は、製品内に如何なる光源又は電
源も必要とすることなく光るように見えることができる。他の製品は、例えば、限定では
なしに、ボール紙、紙、金属、又はプラスチック包装の中の食品又は食品雑貨、練り歯磨
き製品、シリアル製品、ポテトチップの袋、商品、シリアル、缶の中のソフトドリンク、
ボトルの中の水を含む。製品／パッケージのための結合ライトガイド（図１７Ｄに示され
た）は、パッケージ材料の或る範囲内におかれてもよく、パッケージの内側領域上、パッ
ケージの外側領域上、又はパッケージ材料内に配置されてもよい。
【０５４９】
　図１７Ｄは、図１７Ｃに示された製品１７１０を備えるＰＯＰディスプレイ１７０３の
斜視図であり、ＰＯＰディスプレイ１７０３及び製品１７１０を通る光の経路を例証する
。製品１７１０は、結合ライトガイド１７０９及びライトガイド１７１１を備える。光入
力カプラ１７０４からの光１７１２は、ライトガイド１７０５を通して＋ｙ方向に、次い
で＋ｚ方向に伝搬し、第２の光放出領域１７０８でライトガイド１７０５を出て－ｙ方向
に伝搬し、製品１７１０における結合ライトガイド１７０９の中に結合される。光１７１
２は、次いで、製品１７１０における結合ライトガイド１７０９を通して－ｘ方向に伝搬
し、ライトガイド１７１１の中に誘導され、ライトガイド１７１１から光抽出機能部（図
示せず）によって光が抽出されるまで製品１７１０内で－ｙ方向に伝搬し、光放出印１７
１４の形態の－ｘ方向の成分と共に製品１７１０を出る。光入力カプラ１７０４からの光
１７１３は、ライトガイド１７０５を通して伝搬し、第１の光放出領域１７０６でライト
ガイド１７０５を出て、製品１７１０における結合ライトガイド１７０９の中に結合され
る。光１７１３は、次いで、光放出印１７１５を集合的に形成するライトガイド１７１１
上の個々の光抽出機能部（図示せず）から光が放出されるまで、製品１７１０における結
合ライトガイド１７０９を通して製品１７１０内のライトガイド１７１１内を伝搬する。
【０５５０】
　図１７Ｅは、パッケージ１７１９の１つ又は複数の外面上に印刷された印１７１６と、
光を受光し及び製品１７１０のパッケージ１７１９の内部領域内に位置決めされたライト
ガイド１７１１の中に光を伝送するために配置される結合ライトガイド１７０９の光入力
縁２０４を含む光入力面１０３をもつ結合ライトガイドのスタックされたアレイ１７０９
とを備える図１７Ｃに示された製品１７１０の斜視図である。光は、次いで、ライトガイ
ド１７１１上の、この内部の、又はこれに光学的に結合される光抽出機能部（図示せず）
によってライトガイド１７１１から抽出されて製品１７１０を出ることになり、光抽出機
能部に起因してパッケージ１７１９及び製品１７１０から放出された光は光放出印１７１
７を集合的に形成する。
【０５５１】
　図１７Ｆは、－ｙ方向の成分と共に発光デバイス１７０３（図１７Ｃに示された）から
の光１７１２を受光し、ライトガイド１７２２を通して－ｘ方向に、次いで－ｙ方向に製
品１７２０の第２の領域１７８０に光を伝送するために配置される製品１７２０の一実施
形態の斜視図であり、光は、－ｘ方向の成分と共に光放出印１７１６の形態で放出される
。製品１７２０は、図１７Ｃ及び図１７Ｄで例証されるＰＯＰディスプレイ１７０３で用
いることができる。図１７Ｆに示すように、－ｙ方向に伝搬するＰＯＰディスプレイ１７
０３におけるライトガイド１７０５の光放出領域１７０８（図１７Ｄに示された）からの
光１７１２（同じく図１７Ｄに示される）は、パッケージ１７１９における入力窓１７２
１を通して伝送され、ライトガイド１７２２を通して伝送され、光散乱機能部１７２４の
うちの１つから＋ｙ方向及び－ｘ方向に反射により散乱され、導波管の状態のライトガイ
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ド１７２２の中に戻る。光１７１２は、ライトガイド１７２２を通して－ｘ方向に、次い
で＋ｙ方向に伝搬し、光が光抽出機能部（図示せず）に到達するときに－ｘ方向の方向性
成分と共に入った光とは異なる製品１７２０の側部１７８０を出て、光放出印１７１６の
一部を形成する。
【０５５２】
　図１７Ｇは、互いの上にスタックされ、－ｙ方向に伝搬するＰＯＰディスプレイ１７０
３（図１７Ｄに示された）からの光１７１２を受光するために配置される第１の製品１７
２８及び第２の製品１７２９の一実施形態の斜視図である。第１の製品１７２８及び第２
の製品１７２９は、パッケージ１７１９における光入力窓１７２１及びパッケージ１７１
９における光出力窓１７２６を通過する光を受光するために配置されるライトガイド１７
２２を備える。－ｙ方向に伝搬する光１７２７は、第１の製品１７２８上に入射し、入力
窓１７２１を通過し、光抽出機能部なしの領域１７２３におけるライトガイド１７２２を
通り、第１の製品１７２８を通過し、パッケージ１７１９における光出力窓１７２６を通
して第１の製品１７２８を出る。この－ｙ方向に伝搬する光１７２７は、第２の製品１７
２９のパッケージ１７１９における入力窓１７２１を通して伝送され、ライトガイド１７
２２を通して伝送され、光散乱機能部１７２４のうちの１つから＋ｙ方向及び－ｘ方向に
反射により散乱され、導波管の状態のライトガイド１７２２の中に戻る。光１７２７は、
ライトガイド１７２２を通して－ｘ方向に、次いで＋ｙ方向に伝搬し、光１７２７が光抽
出機能部（図示せず）に到達するときに－ｘ方向の方向性成分と共に入った光１７２７と
は異なる第１の製品１７２８の側部を出て、第２の製品１７２９から抽出され、光は、他
の光散乱機能部から集合的に組み合わされて光放出印１７１６の一部を形成する。－ｙ方
向に伝搬するＰＯＰディスプレイ１７０３（図１７Ｄに示された）から受光された－ｙ方
向に伝搬する光１７２７は、第１の製品１７２９のパッケージ１７１９における入力窓１
７２１を通して伝送され、ライトガイド１７２２を通して伝送され、光散乱機能部１７２
４のうちの１つから＋ｙ方向及び－ｘ方向に反射により散乱され、導波管の状態のライト
ガイド１７２２の中に戻る。光１７１２は、次いで、ライトガイドを通して－ｘ方向に、
次いで＋ｙ方向に伝搬し、光１７１２が光抽出機能部（図示せず）に到達するときに－ｘ
方向の方向性成分と共に入った光１７１２とは異なる第１の製品１７２９の側部を出て、
第２の製品１７２９から抽出され、光は、他の光散乱機能部から集合的に組み合わされて
第１の製品１７２８の光放出印１７１６の一部を形成する。別の実施形態では、ライトガ
イド１７２２は、光放出印１７１６の領域におけるパッケージ１７１９の外面１７６０上
に配置される。
【０５５３】
　図１８は、反対方向に配向された中央領域における同じ縁上に結合ライトガイド１０４
の２つのアレイ及び２つの光源１０２を伴う２つの光入力カプラを備える発光デバイス１
８００の一実施形態の上面図である。図１８に示すように、ＬＥＤを含む光源１０２が図
１に示された実施形態における光源１０２ではそうであるように光放出領域１０８の下縁
を越えて延びないので、発光デバイス１８００の＋ｙ縁及び－ｙ縁は、光放出領域１０８
の境界にかなり近くてもよい。したがって、例えば、図８に示された発光デバイス１８０
０によって照らされるＴＶは、発光デバイス１８００の縁から＋ｙ方向及び－ｙ方向に２
ミリメートル未満延びる発光ディスプレイ領域を有することができる。図１８に示された
実施形態では、光源１０２は、発光デバイス１８００の＋ｙ縁及び－ｙ縁の間の光放出領
域１０８の中央領域に実質的に配置される。
【０５５４】
　図１９は、＋ｙ方向及び－ｙ方向に折り畳まれ、次いで＋ｚ方向に（図面の頁の外に）
単一の光源１０２の方に折り畳まれる結合ライトガイド１０４を伴う１つの光入力カプラ
を備える発光デバイス１９００の一実施形態の上面図である。
【０５５５】
　図２０Ａは、それぞれ、赤色光源２００４、緑色光源２００５、及び青色光源２００６
からの光を受光するために配置される赤色光入力カプラ２００１、緑色光入力カプラ２０
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０２、及び青色光入力カプラ２００３を備える赤色、緑色、及び青色光を放出する発光バ
ックライト２０００の一実施形態の上面図である。光入力カプラ２００１、２００２、及
び２００３のそれぞれからの光は、光放出領域１０８におけるライトガイド領域１０６か
ら光抽出機能部２００７によって抽出され、発光デバイス２０００を出る。光抽出機能部
２００７のパターンは、以下の１つ又は複数が、すなわち、サイズ、スペース、間隔、ピ
ッチ、形状、及びｘ－ｙ平面内の場所が、又はｚ方向の光放出領域１０８の厚さの全体を
通して変化してもよい。
【０５５６】
　図２０Ｂは、クラッド領域６０２の表面２０５０に隣接して配置された反射光学要素２
０２１と、結合ライトガイド１０４の中に光を誘導するために配置される＋ｙ方向の方向
性成分と共に光を放出する光源２０２２を伴う光入力カプラ１０１（想像線で示される）
と、ライトガイド領域１０６とを備える発光デバイス２０２０の一実施形態の側面断面図
である。光源からの光２０２２は、光入力カプラ１０１内の結合ライトガイド１０４を通
して、並びにライトガイド領域１０６内の光混合領域１０５及び光放出領域１０８を通し
て伝搬する。光抽出機能部１００７に到達する光の第１の部分２０２４は、光がライトガ
イド領域１０６を抜け、反射光学要素１１０１から反射し、ライトガイド領域１０６に戻
り、光放出領域１０８内の発光面２０２３を通してライトガイド領域１０６を出るような
角度で反射光学要素２０２１の方に再誘導される。光抽出機能部１００７に到達する光２
０２５の第２の部分は、臨界角よりも小さい角度で発光面２０２３の方に再誘導され、ラ
イトガイド領域１０６を抜け、光放出領域１０８内の発光面２０２３を通してライトガイ
ド領域１０６を出る。
【０５５７】
　図２０Ｃは、接着剤２０３２を用いてフィルムベースのライトガイド１０７に光学的に
結合される光出力光学要素２０３１を備える発光デバイス２０３０の一実施形態の斜視図
である。光源１０２からの光２０３３は、光出力光学要素２０３１内で内部全反射し、接
着剤２００２を通してフィルムベースのライトガイド１０７の中に伝送され、ここで光は
内部全反射し、光放出面領域１０８を通してフィルムベースのライトガイド１０７を出る
。別の実施形態では、光出力光学要素２０３１とフィルムベースのライトガイド１０７は
、光出力光学要素２０３１の固有の接着特性及び／又はフィルムベースのライトガイド１
０７の固有の接着特性に起因して互いに直接接着され、及び光学的に結合される。
【０５５８】
　図２０Ｄは、光源１０２とは反対の光出力光学要素２０４１の端部２０６０上に配置さ
れる反射光学要素２０４５及び光源１０２を伴う入力縁２０６１上の第２の反射光学要素
２０４４と共に接着剤２０４２を用いてフィルムベースのライトガイド１０７に光学的に
結合される光出力光学要素２０４１を備える発光デバイス２０４０の一実施形態の斜視図
である。光源１０２からの光２０４３は、光出力光学要素２０４１内で内部全反射し、接
着剤２０４２を通してフィルムベースのライトガイド１０７の中に伝送され、ここで光は
内部全反射し、光放出領域１０８を通してフィルムベースのライトガイド１０７を出る。
光源１０２からの光２０４６は、光出力光学要素２０４１内で内部全反射し、入力縁２０
６１で反射光学要素２０４５から第２の反射光学要素２０４４の方に反射し、図２０Ｄに
示すように縁及び表面の外に内部全反射し、接着剤２０４２を通してフィルムベースのラ
イトガイド１０７の中に伝送され、ここで光は内部全反射し、光放出領域１０８を通して
フィルムベースのライトガイド１０７を出る。
【０５５９】
　図２１は、コア領域６０１及びクラッド領域６０２を備える結合ライトガイド１０４の
スタックされたアレイを備える発光デバイス１１２００の一実施形態の領域の側面断面図
である。コア領域６０１は、垂直光方向転換光学縁１１２０１を備える。結合ライトガイ
ド１０４のスタックの内側領域でのクラッド領域６０２は、垂直光方向転換光学縁１１２
０１までは延びず、コア領域６０１は、光源１０２の付近の領域ではクラッド層によって
分離されない。光源１０２及び光平行化光学要素１１２０３は、結合ライトガイド１０４
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のスタックのより大きい（横方向縁でない）表面上の光入力面１１２０６に配置される。
光源１０２からの光１１２０７は、光平行化光学要素１１２０３の反射面１１１０２によ
って平行化され、結合ライトガイド１０４のスタックに入り、光軸が結合ライトガイドの
コア領域６０１の垂直光方向転換光学縁１１２０１によって＋ｘ方向の方に回転される。
光１１２０７は、光源の付近のコア領域６０１の中に伝搬し、空隙１１２０８又はクラッ
ド層６０２に直面するときにコア領域において内部全反射する。一実施形態では、垂直光
方向転換光学縁１１２０１は、結合ライトガイド１０４のスタックの表面の法線１１２０
４から角度１１２０５でコア領域６０１のスタックを切断することによって形成される。
別の実施形態では、光源１０２の付近の外側クラッド領域６０２は、光平行化光学要素１
１２０３と光平行化光学要素１１２０３の付近のコア領域６０１のスタックとの間の領域
までは延びない。別の実施形態では、光平行化要素１１２０３の近くのクラッド層６０２
は、光平行化光学要素１１２０３を結合ライトガイド１０４のスタックに付着させる低屈
折率光学接着剤である。
【０５６０】
　図２２は、コア領域６０１及びクラッド領域６０２を備える結合ライトガイド１０４の
スタックされたアレイを備える発光デバイス１１３００の一実施形態の領域の側面断面図
である。コア領域６０は、垂直光方向転換光学縁１１２０１及び垂直光平行化光学縁１１
３０１を備える。結合ライトガイド１０４のスタックの内側領域でのクラッド領域６０２
は、垂直光方向転換光学縁１１２０１又は垂直光平行化光学縁１１３０１までは延びず、
コア領域６０１は、光源１０２の付近の領域ではクラッド層によって分離されない。光源
１０２は、結合ライトガイド１０４のスタックのより大きい（横方向縁でない）表面上の
光入力面１１２０６に配置される。光源１０２からの光１１３０２は、結合ライトガイド
１０４のスタックに入り、結合ライトガイド１０４のコア領域６０１の垂直光平行化光学
縁１１３０１によって平行化される。光の光軸１１３０２は、結合ライトガイド１０４の
コア領域６０１の垂直光方向転換光学縁１１２０１によって＋ｘ方向の方に回転される。
光１１３０２は、光源の付近のコア領域６０１の中に伝搬し、空隙１１２０８又はクラッ
ド層６０２に直面するときにコア領域において内部全反射する。
【０５６１】
　図２３は、コア領域６０１及びクラッド領域６０２を備える結合ライトガイド１０４の
スタックされたアレイを備える発光デバイス１１４００の一実施形態の領域の側面断面図
である。コア領域６０は、垂直光方向転換光学縁１１２０１及び垂直光平行化光学縁１１
３０１を備える。結合ライトガイド１０４のスタックの内側領域でのクラッド領域６０２
は、垂直光方向転換光学縁１１２０１又は垂直光平行化光学縁１１３０１までは延びず、
コア領域６０１は、光源１０２の付近の領域ではクラッド層によって分離されない。垂直
光平行化光学縁１１３０１の付近の結合ライトガイド１０４はキャビティ１１４０１を備
える。キャビティ１１４０１内に光源１０２が配置され、光源１０２からの光１１４０２
は、結合ライトガイド１０４のスタックに入り、結合ライトガイド１０４のコア領域６０
１の垂直光平行化光学縁１１３０１によって平行化される。光の光軸１１４０２は、結合
ライトガイドのコア領域６０１の垂直光方向転換光学縁１１２０１によってｘ方向の方に
回転される。光１１４０２は、光源の付近のコア領域６０１の中に伝搬し、空隙１１２０
８又はクラッド層６０２に直面するときにコア領域において内部全反射する。この実施形
態では、キャビティ１１４０１は、見当合わせを支援し、且つ発光デバイス１１４００の
光学的効率を増加させることができる。キャビティ１１４０１は、光源１０２を垂直光平
行化光学縁１１３０１及び／又は光方向転換光学縁１１２０１に対して所定の場所（ｘ、
ｙ、及び＋ｚ見当合わせ）に位置付けるために位置合わせキャビティとして役立つことが
できる。光源１０２を結合ライトガイド１０４のキャビティ内におくことによって、光源
１０２からの光束は、結合ライトガイド１０４の中に誘導され、クラッド領域６０２を伴
う領域又はさらに＋ｘ方向のライトガイド領域（図示せず）の付近において内部全反射条
件で結合ライトガイド１０４の中に残り、より大きい外面に配置された光源に対して増加
される。別の実施形態では、キャビティ１１４０１は、２つ以上の結合ライトガイド１０
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４又は結合ライトガイド１０４のコア領域６０１を通して延びる。
【０５６２】
　図２４は、ライトガイド１０７の表面に光学的に結合される結合ライトガイド１０４を
備える発光デバイス１１８００の一実施形態の斜視図である。一実施形態では、ライトガ
イドに光学的に結合される結合ライトガイドは、ライトガイドの厚さの４０％、３０％、
２０％、１０％、及び５％からなる群から選択された１つ未満の厚さを有する。
【０５６３】
　図２５は、基板２５０２及び平行化光学要素２５０１と共に光源１０２に隣接して配置
された結合ライトガイド１０４のスタックを備える発光デバイス２５００の一実施形態の
領域の側面断面図である。一実施形態では、平行化光学要素２５０１は、発光ダイオード
からの光を平行化するために光を屈折させ及び内部全反射させるレンズである。
【０５６４】
　図２６は、ｘ軸、ｙ軸、及びｚ軸に対して或る角度で配向される光源１０２及び結合ラ
イトガイド１０４を備える発光デバイス２６００の一実施形態の斜視図である。結合ライ
トガイド１０４は、＋ｚ軸（発光デバイス光軸）からの第１の再誘導角度２６０１、＋ｘ
方向からの第２の再誘導角度２６０２、及び＋ｙ方向からの第３の再誘導角度２６０３で
配向される。別の実施形態では、光源光軸及び結合ライトガイド１０４は、＋ｚ軸（発光
デバイス光軸）からの第１の再誘導角度２６０１、＋ｘ方向からの第２の再誘導角度２６
０２、及び＋ｙ方向からの第３の再誘導角度２６０３で配向される。
【０５６５】
　図２７は、結合ライトガイド１０４のアレイを備えるフィルムベースのライトガイド１
０７を備えるライトガイド１１０００の一実施形態の上面図であり、各結合ライトガイド
１０４は、ｙ方向のより小さい幅をもつ結合ライトガイド１１００１のサブアレイをさら
に備える。
【０５６６】
　図２８は、図２７のライトガイド１１０００を備える発光デバイスの１１１００一実施
形態の斜視上面図であり、結合ライトガイド１０４は、それらが重なる及びｙ方向に実質
的に平行に位置合わせされるように折り畳まれ、結合ライトガイド１１００１のサブアレ
イは、その後、それらが重なる及びｘ方向に実質的に平行に位置合わせされるように折り
畳まれ、光源１０２からの光を受光し、及び光をフィルムベースのライトガイド１０７の
中に結合する、結合ライトガイド１０４に光を結合するために配置される。
【０５６７】
　図２９Ａ、図２９Ｂ、図２９Ｃ、図２９Ｄ、及び図２９Ｅは、光伝送フィルムを用いて
連続的に結合されたライトガイド１０４を伴うライトガイド１０７を製造する方法の一実
施形態を例証する。図２９Ａは、結合ライトガイド１０４のアレイにおける各結合ライト
ガイド１０４に連続的に結合されたライトガイド１０７の一実施形態の斜視図である。結
合ライトガイド１０４のアレイは、互いに実質的に平行な直線折り畳み領域２９０２を備
え、これはさらに、直線折り畳み領域２９０２内に配置される相対位置維持要素２９０１
を備える。図２９Ａに示された構成では、結合ライトガイドのアレイは、実質的にライト
ガイド１０７と同一平面（ｘ－ｙ平面）内にあり、結合ライトガイド１０４は、光伝送フ
ィルムの領域である。直線折り畳み領域２９０２に実質的に平行な方向の結合ライトガイ
ドのアレイの全幅Ｗｔが図２９Ａに示される。図２９Ａに示された実施形態では、結合ラ
イトガイドは、直線折り畳み領域に平行な方向２９０６の実質的に同じ幅Ｗｓを有する。
直線折り畳み領域２９０２でのフィルム表面２９８０の法線方向２９０３が図２９Ａに示
される。
【０５６８】
　図２９Ｂに示すように、直線折り畳み領域２９０２は、図２９Ａに示されたそれらの場
所から互いに関して平行移動される。直線折り畳み領域２９０２での光伝送フィルム表面
２９８０に垂直な方向２９０３（ｚ方向に平行）の結合ライトガイド１０４のアレイの２
つの直線折り畳み領域２９０２の間の距離が増加される。加えて、図２９Ｂに示すように
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、直線折り畳み領域２９０２の方向２９０６に実質的に垂直であり且つ直線折り畳み領域
２９０２での光伝送フィルム表面２９８０（ｘ－ｙ平面）に平行な方向（ｙ方向）の結合
ライトガイド１０４のアレイの直線折り畳み領域２９０２の間の距離が減少される。
【０５６９】
　図２９Ｃに示すように、直線折り畳み領域２９０２は、図２９Ｂに示されたそれらの場
所から互いに関して平行移動される。図２９Ｃでは、直線折り畳み領域２９０２の方向２
９０６に実質的に平行であり且つ直線折り畳み領域２９０２での光伝送フィルム表面２９
８０に平行である方向（ｘ方向）の結合ライトガイド１０４のアレイの直線折り畳み領域
２９０２の間の距離が増加される
【０５７０】
　図２９Ｄは、直線折り畳み領域２９０２の方向２９０６に実質的に平行であり且つ直線
折り畳み領域２９０２での光伝送フィルム表面２９８０に平行である方向（ｘ方向）の結
合ライトガイド１０４のアレイの直線折り畳み領域２９０２の間の距離が増加され、直線
折り畳み領域２９０２での光伝送フィルム表面２９８０に垂直な方向２９０３の結合ライ
トガイド１０４のアレイの直線折り畳み領域２９０２の間の距離が減少される、直線折り
畳み領域２９０２のさらなる平行移動を例証する。
【０５７１】
　図２９Ｅに示すように、直線折り畳み領域２９０２は、図２９Ｄに示されたそれらの場
所から互いに関して平行移動される。図２９Ｅでは、直線折り畳み領域２９０２の方向２
９０６に実質的に平行であり且つ直線折り畳み領域２９０２での光伝送フィルム表面２９
８０に平行である方向（ｘ方向）の結合ライトガイド１０４のアレイの直線折り畳み領域
２９０２の間の距離が、図２９Ｄの距離からさらに増加され、直線折り畳み領域２９０２
での光伝送フィルム表面２９８０に垂直な方向２９０３の結合ライトガイド１０４のアレ
イの直線折り畳み領域２９０２の間の距離が図２９Ｄの距離よりもさらに減少される。
【０５７２】
　図２９Ａ～図２９ｅに示されるような直線折り畳み領域２９０２の平行移動の結果とし
て、直線折り畳み領域２９０２の対応する縁２９８１は、距離Ｄだけ分離される。一実施
形態では、距離Ｄは、直線折り畳み領域２９０２に実質的に平行な方向の結合ライトガイ
ド１０４のアレイの全幅Ｗｔに少なくとも等しい。別の実施形態では、Ｄ＝Ｎ×Ｗｓであ
り、結合ライトガイド１０４のアレイは、直線折り畳み領域２９０２に平行な方向の実質
的に同じ幅Ｗｓを有する数Ｎの結合ライトガイドを備える。実質的に上に積み重ねて配置
された結合ライトガイド１０４のアレイは、直線折り畳み領域２９０２に垂直な実質的に
１つの平面内で終わる結合ライトガイド１０４の入力縁のアレイを提供するために、第１
の方向２９０４に沿って切断されてもよい。切断は、他の角度であってもよく、光を結合
ライトガイドの入力面の中に結合するために配置される光源からの光の平行化又は光再誘
導を提供することができる角度のついた又は弓形の切断を含んでもよい。
【０５７３】
　さらなる実施形態では、光入力カプラ及びライトガイドを製造する方法は、２つの入力
カプラ及び２つのライトガイドが同じフィルムから形成されるように結合ライトガイドを
切断することを含む。例えば、結合ライトガイドを方向２９０４に沿って切断することに
よって、光伝送フィルムは、それぞれが光入力カプラ及びライトガイドを備える２つの部
品に分けることができる。
【０５７４】
　図３０は、２つのクラッド層の間に配置されたフィルムベースのライトガイド内の光抽
出機能部を伴うバックライト３０２８を備える反射型ディスプレイ３０００の一実施形態
の領域の側面断面図である。バックライト３０２８は、反射型ディスプレイ３０００内の
光変調画素３００２と反射要素３００１との間に配置される。光変調画素３００２は、赤
色、緑色、及び青色カラーフィルタ２８２２とバックライト３０２８との間に配置される
。ディスプレイ３０００の外部の周辺光３００３は、基板２８２３を通して、カラーフィ
ルタ２９０４を通して、光変調画素３００２を通して、及びバックライト３０２８を通し
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て伝搬し、反射要素３００１から反射してバックライト３０２８、光変調画素３００２、
カラーフィルタ２８２２、基板２８２３を通して戻り、反射型ディスプレイ３０００を出
る。バックライト３０２８のフィルムベースのライトガイド領域内を伝搬する光３００４
は、光抽出機能部によって反射要素３００１の方に再誘導される。この光は、反射型ディ
スプレイ３０００を出る前に、反射してバックライト３０２８、光変調画素３００２、カ
ラーフィルタ２８２２、及びカラーフィルタのための基板２８２３を通して戻る。この実
施形態では、バックライトは反射型空間光変調器内にある。一実施形態では、例えば限定
ではなしに、光変調画素は液晶材料材料を含み、反射型ディスプレイは偏光子をさらに備
え、反射層は、クラッド層の外面上のアルミニウムコーティングである。
【０５７５】
　図３１は、結合ライトガイド１０４を伴う入力カプラ及びライトガイド３１００のさら
なる実施形態の上面図であり、結合ライトガイド１０４のアレイは平行でない領域を有す
る。図３１で例証される実施形態では、結合ライトガイド１０４は、光平行化縁３１８１
を備えるテーパした領域３１０１と、互いに実質的に平行な直線折り畳み領域２９０２と
を有する。別の実施形態では、結合ライトガイド１０４は一定でない分離を有する。別の
実施形態では、結合ライトガイド１０４が結合ライトガイド１０４のテーパした領域３１
０１を有する状態でライトガイド３１００を製造する方法は、結合ライトガイド１０４の
アレイが折り畳まれるときに、結合ライトガイド１０４が重なって、光がさらに平行化さ
れるように光入力面を通して光入力を再誘導することができる外形を作られた（ｐｒｏｆ
ｉｌｅｄ）、平面的でない入力面を形成するように、テーパした領域３１０１又はこの付
近に配置された領域３１０３において結合ライトガイドを切断することを含む。別の実施
形態では、結合ライトガイド１０４は、結合ライトガイド１０４が約２度よりも大きく変
化する縁間の角度をもつ領域を有するように実質的に平行ではない。
【０５７６】
　図３２は、図３１に示された結合ライトガイド１０４を伴うライトガイド３１００の一
部の斜視図である。結合ライトガイド１０４は、テーパした領域３１０１の付近に配置さ
れ、光入力面１０３を通して光入力を再誘導することができる外形を作られた光平行化縁
３１８１を形成するように折り畳まれ領域３１０３（図３１に示される）において切断さ
れており、テーパした領域３１０１が重なってフィルムベースのライトガイド１０７内の
ｘ－ｙ平面内で光がさらに平行化されるように、これにより。
【０５７７】
　図３３は、直線折り畳み領域２９０２の近位に配置された相対位置維持要素３３０１を
備える光入力カプラ及びライトガイド３３００の一実施形態の斜視図である。この実施形
態では、相対位置維持要素３３０１は、少なくとも１つの結合ライトガイド１０４のため
の直線折り畳み領域２９０２に平行な方向２９０６に１０度を超える角度３３０２で配向
される実質的に直線の区域３３０３を備える直線折り畳み領域２９０２の近位に配置され
た光伝送フィルム表面２９７０に平行な平面（図示されるようにｘ－ｙ平面）内の断面縁
２９７１を有する。一実施形態では、実質的に直線の区域３３０３は、直線折り畳み領域
２９０２に平行な方向に約４５度の角度で配置される。
【０５７８】
　図３４及び図３５Ａは、それぞれ、光源（図示せず）からライトガイドの中への内部全
反射（ＴＩＲ）光伝送を保ちながらデバイス全体の体積及び／又はサイズが減少されるよ
うに構成される光入力カプラ及びライトガイド３４００及び３５００の或る実施形態の上
面図である。図３５Ａでは、光入力カプラ及びライトガイド３４００は、２回折り畳まれ
３４０２、フィルムベースのライトガイド１０７に実質的に平行な平面内で再び組み合わ
される３４０３、結合ライトガイドのバンドル（３４０１ａ、３４０１ｂ）を備える。
【０５７９】
　図３５Ｂは、上方に折り畳まれ３５０１（＋ｚ方向）、フィルムベースのライトガイド
１０７の平面に実質的に垂直なスタック３５０２に組み合わされるバンドル（３４０１ａ
、３４０１ｂ）を備える光入力カプラ及びライトガイド３５００を伴う発光デバイスの一



(172) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

実施形態を例証する。
【０５８０】
　図３６は、＋ｚ方向に上方に折り畳まれた結合ライトガイド３５０１のバンドル（３４
０１ａ、３４０１ｂ）の斜視図である。別の実施形態では、バンドルは、下方（－ｚ方向
）に折り畳まれる。図３６は、光源のためのベース９９０２に物理的に結合される延長さ
れたフィン７００３を備える熱伝達要素７００２の位置合わせキャビティ１１５０１内に
配置されるスタックされた結合ライトガイド１０４のアレイを備える発光デバイス１１５
００の一実施形態の領域の斜視図である。熱伝達要素７００２内に配置された光源からの
熱は、熱伝達要素７００２によって光源から放散される。光源は、光を結合ライトガイド
１０４のスタックの中に結合するために配置される。位置合わせキャビティ１１５０１は
、結合ライトガイド１０４のスタックをｙ方向及びｚ方向に見当合わせすることができ、
光源は、＋ｘ方向の見当合わせを提供することができる（結合ライトガイドは、光源を越
えて＋ｘ方向に平行移動することを防がれる）。摩擦又は他の機械的又は接着剤手段は、
光源１０２に対するスタックの－ｘ方向の位置の見当合わせを容易にし及びこれを維持す
る（スタックがキャビティの外に引き出されることを防ぐ）ことができる。別の実施形態
では、キャビティ１１５０１の内部リッジ又は端は、結合ライトガイド１０４の＋ｘ方向
の横方向移動を止め、光源１０２と結合ライトガイド１０４のスタックとの間の所定の最
小距離を提供する（光源からの熱に起因する結合ライトガイド１０４の端の最大作動温度
を低下させることができる）。
【０５８１】
　図３７は、延長された位置合わせアーム１１６０２を備える位置合わせガイド１１６０
１の位置合わせキャビティ１１５０１内に配置されたスタックされた結合ライトガイド１
０４のアレイを備える発光デバイス１１６００の一実施形態の領域の側面図である。結合
ライトガイド１０４のスタックは、結合ライトガイド１０４の光入力面をｘ方向及びｚ方
向に見当合わせする位置合わせキャビティの中に挿入することができる。位置合わせキャ
ビティ１１５０１の内側の端１１６０３は、結合ライトガイド１０４のスタック及び光源
１０２に対する最小分離距離を設定する、結合ライトガイド１０４のための止め部を提供
することができる。光源１０２からの光９９０３は、結合ライトガイド１０４の中に誘導
される。
【０５８２】
　図３８は、ライトガイド１０７の縁に光学的に結合される結合ライトガイド１０４を備
える発光デバイス３８００の一実施形態の斜視図である。一実施形態では、ライトガイド
の縁に光学的に結合される結合ライトガイドは、ライトガイドの厚さの９０％、８０％、
７０％、６０％、５０％、４０％、３０％、２０％、及び１０％からなる群から選択され
た１つ未満である厚さを有する。
【０５８３】
　図３９は、ライトガイド３９０３と、折り畳みライン３９０２、反射縁３９０４、及び
単一のフィルム内の第１の反射表面縁３９０６と第２の反射表面縁３９０７との間に配置
された光入力縁２０４によって画定される折り畳み領域３９０９を備える単一の結合ライ
トガイドとを備える光入力カプラ３９０８を備える発光デバイス３９００の折り畳まれて
いない上面図の一実施形態を例証する。光入力カプラ３９０８のフィルムは、折り畳み領
域３９０９が互いに実質的に重なるように折り畳みライン３９０２に沿って折り畳まれ、
光源１０２は、各光入力縁２０４の中に光を結合する。光学系は、図３９では「折り畳ま
れていない」状態で示され、光源３９０１は、フィルムが折り畳まれるときの折り畳み領
域３９０９に対する光源１０２の場所に対応する。図３９に示すように、光源１０２（及
び折り畳まれるときに光源３９０１）からの光３９０５は、ライトガイド３９０３の光放
出領域１０８の方に角度をつけられる反射縁３９０４から内部全反射する。第１の反射表
面３９０６及び第２の反射表面３９０７は、フィルムの形状設定された（例えば角度のつ
いた又は湾曲した）縁によって形成され、光源からの光の一部（１０２及び３９０１）を
ライトガイドの中に角度のついた縁３９０４から内部全反射する角度で再誘導するのに役
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立つ。
【０５８４】
　図４０は、ライトガイド３９０３と、光源１０２及びフィルムが折り畳みライン３９０
２に沿って図中に示される方向４００１に折り畳まれる場合の図３９の結合ライトガイド
を備える光入力カプラ３９０８との斜視図である。折り畳み領域３９０９は、光入力縁２
０４がスタックされるように実質的に互いの上に層状にされ、光源１０２からの光を受光
するために位置合わせされる。
【０５８５】
　図４１は、ライトガイド３９０３と、折り畳まれ、フィルムライトガイド３９０３の重
なる折り畳み領域３９０９から形成された結合ライトガイドを備える図３９の光入力カプ
ラ３９０８との斜視図である。折り畳み領域３９０９は、光入力縁２０４がスタックされ
るように実質的に互いの上に層状にされ、光源１０２からの光を受光するために位置合わ
せされる。
【０５８６】
　図４２は、結合ライトガイドの第１の組４２０３からの光を受光するために配置される
第１の光放出領域４２０１と、結合ライトガイドの第２の組４２０４からの光を受光する
ために配置される第２の光放出領域４２０２とを備えるフィルムベースのライトガイド４
２０５の実施形態の立面図である。光放出領域は、互いから距離「ＳＤ」４２０６だけｙ
方向に分離される。結合ライトガイド４２０３及び４２０４の組の自由端は、両方の組が
図４３に示すように実質的に重なるように－ｙ方向の方に折り畳むことができる。
【０５８７】
　図４３は、図４２のフィルムベースのライトガイド４２０５の立面図であり、結合ライ
トガイド４２０３は、それらが実質的に重なって光入力面１０３を形成するように折り畳
まれる。この実施形態では、単一の光源（図示せず）が同じフィルム内の２つの別個の光
放出領域を照らしてもよい。別の実施形態では、２つの別個のフィルムベースのライトガ
イドは、折り畳まれる別個の光入力カプラを有し、光入力縁は、引き合わされて光源から
の光を受光するために配置される結合ライトガイドのスタックを形成する。このタイプの
構成は、例えば、第１の光放出領域がＬＣＤを背面から照らし、第２の光放出領域が移動
電話機上のキーパッドを照らす場合に、有用である可能性がある。
【０５８８】
　図４４は、ｚ方向にスタックされた２つのライトガイド１０７を備える光学冗長性を伴
う発光デバイス４４００の一実施形態の側面断面図である。ｙ方向に実質的に隣接して配
置されたホルダ４４０２内の光源及び結合ライトガイドは、光４４０１が各ライトガイド
１０７から光放出領域１０８から出るように光をコア領域６０１の中に誘導する。
【０５８９】
　図４５は、第１の熱伝達要素４５０５（メタルコアプリント回路板（ＰＣＢ）のような
）に熱的に結合され、第３の光源４５０３及び第４の光源４５０４に熱的に結合される第
２の熱伝達要素４５０６から熱的に隔てられる（示された実施形態における空隙によって
物理的に分離される）第１の光源４５０１及び第２の光源４５０２を伴う発光デバイス４
５００の一実施形態の側面断面図である。第１の光源４５０１及び第３の光源４５０３は
、第１の光入力カプラ４５０７の中に光を結合するために配置され、第２の光源４５０２
及び第４の光源４５０４は、第２の光入力カプラ４５０８の中に光を結合するために配置
される。この実施形態では、第１の光源４５０１からの熱が伝導によって第３の光源４５
０３での温度を実質的に増加させないように、第１の光源４５０１から放散された熱は、
第１の熱伝達要素４５０５に沿ってｘ方向に第２の光源４５０２の方に放散される。
【０５９０】
　図４６は、各結合ライトガイド１０４内に複数の第１の反射表面縁３９０６及び複数の
第２の反射表面縁３９０７を有する複数の結合ライトガイド１０４を備える発光デバイス
４６００の一実施形態の上面図である。図４６に示された実施形態では、それぞれの第１
の反射表面縁３９０６及び第２の反射表面縁３９０７によって少なくとも部分的に画定さ
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れるそれぞれの光入力縁２０４の中に光を結合するために３つの光源１０２が配置される
。
【０５９１】
　図４７は、第１の反射表面縁３９０６と第２の反射表面縁３９０７との間に配置された
光入力縁２０４を伴う図４６の結合ライトガイド１０４の拡大斜視図である。光源１０２
は、明確にするために図４７では省略される。
【０５９２】
　図４８は、光源１０２の近傍に配置された結合ライトガイド１０４の屈折率整合領域４
８０３における結合ライトガイド１０４のコア領域６０１の間に配置された屈折率整合領
域４８０１を備える発光デバイス４８００の一実施形態の結合ライトガイド１０４及び光
源１０２の側面断面図である。光源１０２は、結合ライトガイド１０４に隣接して位置決
めされ、光源１０２からの高角度の光４８０２は、結合ライトガイド１０４及び屈折率整
合領域４８０１を通して伝搬し、光結合ライトガイド１０４の入力縁２０４から遠い場所
で結合ライトガイド１０４の中に結合される。図４８に示された実施形態では、例えば、
光源１０２の光軸４８３０から６０度の光は光源の付近のコア領域６０１の中に伝搬し、
屈折率整合領域４８０１を通して伝搬し、光源１０２からさらに離れたコア領域６０１に
おいて内部全反射するので、光源１０２からの光は、さらなる結合ライトガイドの中に結
合される。この実施形態では、光入力縁２０４に又はこの付近に存在するクラッドがあっ
た場合、光の一部は、普通は光を受光しないであろう外側結合ライトガイド１０４の中に
結合される。
【０５９３】
　図４９は、ライトガイド１０７の中に領域を切断することによって形成されたテーパし
た結合ライトガイド４９０２のアレイを備えるフィルムベースのライトガイド４９００の
一実施形態の上面図である。テーパした結合ライトガイド４９０２のアレイは、ライトガ
イド１０７の光放出領域１０８の平行な寸法ｄ２よりも小さい第１の方向（示される場合
のｙ方向）の寸法ｄ１だけ延びる。補償領域４９０１がフィルムベースのライトガイド４
９００内に画定され、これはテーパした結合ライトガイド４９０２を含まない（テーパし
た結合ライトガイド４９０２が折り畳まれ又は屈曲されないとき）。この実施形態では、
補償領域は、光源がライトガイド１０７のより低い縁４９０３を越えて延びないように光
源（図示せず）を位置付けるためにｙ方向の十分な長さを有する体積を提供する。光放出
領域１０８の補償領域４９０１は、テーパした結合ライトガイド４９０２から光放出領域
１０８の中に直接受け入れられるより低い入力光束を補償するためにより高い密度の光抽
出機能部（図示せず）を有してもよい。一実施形態では、光放出領域の補償領域４９０１
内の光抽出機能部によってより低いレベルの光束が受光されるにもかかわらず、例えば、
補償領域の１つ又は複数の領域内の光抽出機能部のない領域との光抽出機能部の光抽出効
率又は面積比を増加させること、結合ライトガイドと光放出領域との間の光混合領域の幅
を増加させること、補償領域の外部の光放出領域の１つ又は複数の領域における光抽出機
能部のない領域との光抽出機能部の光抽出効率又は平均面積比を減少させること、及びこ
れらの任意の適切な組合せによって、光放出領域１０８における領域あたりの実質的に一
様な輝度又は光束出力が達成される。
【０５９４】
　図５０は、図４９に示されたフィルムベースのライトガイド４９００及び光源１０２を
備える発光デバイス５０００の一実施形態の斜視上面図である。この実施形態では、テー
パした結合ライトガイド４９０２は、結合ライトガイド４９０２の光入力縁２０４が光源
１０２からの光を受光するために配置されるように－ｙ方向に光源１０２の方に折り畳ま
れる。テーパした結合ライトガイド４９０２を通して伝搬する光源１０２からの光は、テ
ーパした結合ライトガイド４９０２を出て、光放出領域１０８の中に入り、＋ｙ方向及び
－ｙ方向に広がりながら＋ｘ方向に概して伝搬する。図５０に示された実施形態では、光
源１０２は、テーパした結合ライトガイド４９０２を備えていなかった領域内に配置され
、光源１０２は、発光デバイス５０００のより低い縁４９０３を越えてｙ方向に延びない
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。より低い縁４９０３を越えて延びないことによって、発光デバイス５０００は、ｙ方向
のより短い全幅を有する。さらに、発光デバイス５０００は、テーパした結合ライトガイ
ド４９０２及び光源１０２が折り畳み（又は屈曲）ライン５００１に沿って光放出領域１
０８の下に（－ｚ方向、次いで＋ｘ方向に）折り畳まれるときにｙ方向（図４９に示され
る）のより短い寸法ｄ１を維持することができる。
【０５９５】
　図５１は、折り畳み（又は屈曲）ライン５００１に沿って光放出領域１０８の後ろに（
－ｚ方向、次いで＋ｘ方向に）折り畳まれる図５０に示されたテーパした結合ライトガイ
ド４９０２及び光源１０２を伴う図５０に示された発光デバイス５０００を備える発光デ
バイス５１００の斜視図である。図５１から分かるように、光放出領域１０８のより低い
縁と発光デバイス４９０３の対応する縁との間－ｙ方向の距離は比較的小さい。この距離
が小さいとき、光放出領域１０８は境界がないように見え、例えば、光放出領域１０８が
バックライトの縁のかなり近くに延びる場合のバックライトを備えるディスプレイは、フ
レームがない又は境界がないように見える。
【０５９６】
　図５２は、結合ライトガイド軸５２０２とライトガイド１０７の光放出領域１０８に対
する結合ライトガイド５２０１の方向の主要成分に平行な方向５２０３との間の角度とし
て定義される第１の結合ライトガイド方向角γでライトガイド１０７における領域を切断
することによって形成された角度のついたテーパした結合ライトガイド５２０１のアレイ
を備えるフィルムベースのライトガイド５２００の一実施形態の上面図である。ライトガ
イド１０７内のテーパした結合ライトガイド５２０１を第１の結合ライトガイド方向角で
切断することによって、角度のついたテーパしたライトガイド５２０１は、折り畳まれた
ときに、光源がフィルムベースのライトガイド５２００のより低い縁４９０３を越えて延
びないように、光源を位置付けるのに十分な長さの寸法をもつ体積を提供する。
【０５９７】
　図５３は、図５２に示されたフィルムベースのライトガイド５２００及び光源１０２を
備える発光デバイス５３００の一実施形態の斜視図である。図５３に示すように、角度の
ついたテーパした結合ライトガイド５２０１は、スタックされた結合ライトガイド５２０
１の光入力面２０４が光源１０２からの光を受光するために配置されるように－ｙ方向に
光源１０２の方に折り畳まれる。
【０５９８】
　図５４は、ライトガイド１０７における領域を第１の結合ライトガイド方向角５４０６
で切断することによって形成された角度のついたテーパした結合ライトガイド５２０１の
第１のアレイ及びライトガイド１０７における領域を第２の結合ライトガイド方向角５４
０７で切断することによって形成された角度のついたテーパした結合ライトガイド５４０
２の第２のアレイを備えるフィルムベースのライトガイド５４００の一実施形態の上面図
である。ライトガイド１０７内の第１の結合ライトガイドのアレイ５２０１及び第２の結
合ライトガイドのアレイ５４０２をそれぞれ第１の結合ライトガイド方向角５４０６及び
第２の結合ライトガイド方向角５４０７で切断することによって、角度のついたテーパし
たライトガイド５２０１及び５４０２は、折り畳まれたときに、１つ又は複数の光源１０
２がライトガイド１０７のより低い縁４９０３を越えて延びないように、１つ又は複数の
光源１０２を位置付けるのに十分な長さの寸法をもつ体積を提供する。
【０５９９】
　図５５は、図５４に示されたフィルムベースのライトガイド５４００及び＋ｙ方向及び
－ｙ方向に光を放出する光源１０２（背中合わせに配置された２つのＬＥＤのような）を
備える発光デバイス５５００の一実施形態の斜視上面図である。第１の結合ライトガイド
のアレイ５２０１は、各光入力面２０４が光源１０２からの光を受光するために配置され
るように－ｙ方向に光源１０２の方に折り畳まれ、第２の結合ライトガイドのアレイ５４
０２は、各光入力面２０４が光源１０２からの光を受光するために配置されるように＋ｙ
方向に光源１０２の方に折り畳まれる。第１の結合ライトガイドのアレイ５２０１と第２
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の結合ライトガイドのアレイ５４０２は、光源１０２がライトガイド１０７の下縁４９０
３又は上縁５４０１を越えて延びないように光源１０２がライトガイド１０７の中央領域
（ｙ方向に）に配置されることを可能にするために、光放出領域１０８の中央から離れる
角度をつけられる。光源１０２、第１の結合ライトガイドのアレイ５２０１、及び第２の
結合ライトガイドのアレイ５４０２は、発光デバイス５５００が実質的にエッジレスの又
はｘ－ｙ平面内の発光デバイスの縁のかなり近くに延びる光放出領域を有するように、折
り畳み（又は屈曲）軸５００１に沿って光放出領域１０８の下に折り畳まれてもよい。
【０６００】
　図５６は、ライトガイド１０７、結合ライトガイド１０４、及び光源１０２からの光を
結合ライトガイド１０４の中に再誘導するために配置される湾曲した又は弓形の反射表面
又は領域を含む光再誘導光学要素として機能するミラー５６０１を備える発光デバイス５
６００の一実施形態の上面図である。結合ライトガイド１０４内で、光は、結合ライトガ
イド１０４を通してライトガイド１０７の中に伝搬し、光放出領域１０８においてライト
ガイド１０７を出る。
【０６０１】
　図５７は、ライトガイド１０７、結合ライトガイド１０４、及びミラー５７０１を備え
る発光デバイス５７００の一実施形態の上面図である。この実施形態では、ミラー５７０
１は、図５７に示された２つの光源１０２のような１つ又は複数の光源から結合ライトガ
イド１０４の中に光を再誘導するために配置される２つ以上の湾曲した又は弓形の表面又
は領域を含み、ミラーは、二方向性の光方向転換光学要素として機能する。結合ライトガ
イド１０４内で、光は、結合ライトガイド１０４を通してライトガイド１０７の中に伝搬
し、光放出領域１０８においてライトガイド１０７を出る。図５７に示すように、光源１
０２は、実質的に＋ｘ方向に平行に配向された対応する光源光軸５７０２をもつ光を放出
するために配置される。湾曲したミラーは、光を＋ｙ方向に配向された光軸５７０３及び
－ｙ方向に配向された光軸５７０４に再誘導する。別の実施形態では、光源１０２の光軸
は、実質的に－ｚ方向に配向され（頁の中に）、湾曲したミラーは、光をそれぞれ＋ｙ方
向及び－ｙ方向に配向された光軸５７０３及び５７０４の中に再誘導する。
【０６０２】
　図５８は、＋ｘ方向、－ｘ方向、及び＋ｙ方向の発光デバイス５８００の光放出領域１
０８と対応する縁（５００１、５８３２）との間のフレーム又は境界領域（５８３０、５
８３１）が最小にされるように横方向側部５００１（図５８の想像線によって示される）
に沿って発光デバイス５８００の光放出領域１０８の後ろに折り畳まれているライトガイ
ド１０７の対向する側部上にライトガイド１０７及び結合ライトガイド１０４を備える発
光デバイス５８００の一実施形態の上面図であり、発光デバイス５８００は、図５８に示
すように３つの側部又は縁のような任意の望ましい数の側部又は縁に沿って実質的にエッ
ジレスの（又は小さいフレームを有する）ものとすることができる。
【０６０３】
　図５９は、２つの直交する側部上に結合ライトガイド１０４を有するライトガイド１０
７を備える発光デバイス５９００の一実施形態の上面図である。この実施形態では、光結
合光学要素５９０１は、光源１０２から２組の結合ライトガイド１０４の中に結合される
光束を増加させるために配置される。光源１０２からの光の第１の部分５９０２は、光結
合光学要素５９０１に入ると屈折され、ｘ軸に実質的に平行に配向された結合ライトガイ
ド１０４内で導波管の状態に誘導されることになり、光５９０３の第２の部分は、光結合
光学要素５９０１に入ると屈折され、ｙ軸に実質的に平行に配向された結合ライトガイド
１０４内で導波管の状態に誘導される。
【０６０４】
　図６０は、ライトガイド１０７及び光入力カプラ１０１を備える発光デバイス６０００
の一実施形態の一部の側面断面図である。この実施形態では、低接触面積のカバー６００
１は、光入力カプラ１０１（又は光入力カプラ１０１内の１つ又は複数の要素）に作動的
に結合され、例えば図６０に示すように物理的に結合され、光入力カプラ１０１の周りを
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包み、低接触面積のカバー６００１をライトガイド１０７に接触させて又は近接させてス
テッチする１つ又は複数のファイバ６００２のような適切な締結機構によってライトガイ
ド１０７の付近の領域において物理的に結合され又は維持される。図６０に示された実施
形態では、ステッチは、低接触面積のカバー６００１及びライトガイド１０７を通され、
ライトガイド１０７の発光部内に光の一次伝搬方向（－ｘ方向）の非常に小さい表面積を
提供する。ライトガイド内の小さい表面をもつ物理的結合機構は、光学的効率を低下させ
る又は迷光を生じる可能性があるライトガイド内を伝搬する光の散乱又は反射を減らす。
図６０に示された実施形態では、ファイバ（又はワイヤ、糸など）６００２は、（ライト
ガイド領域内の光の光軸方向（－ｘ方向）に直交する）ｙ－ｚ平面内の小さい割合の断面
積を有する低接触面積の物理的結合機構を提供する。
【０６０５】
　図６１は、ライトガイド１０７が低接触面積のカバー６００１と接触している状態の図
６０に示されたライトガイド１０７の領域の拡大図を示す。この実施形態では、低接触面
積のカバー６００１は、低接触面積のカバー６１０１の付近に配置されたライトガイド１
０７の表面６１０３に接触する接触面積６１０２を減らす凸形の表面機能部６１０１を有
する。他の実施形態では、低接触面積のカバー６００１は、接触面積６１０２を減らす任
意の適切な機能部を含む。
【０６０６】
　図６２は、低接触面積のカバー６００１によって保護されるライトガイド１０７及び結
合ライトガイド１０４を備える発光デバイス６２００の一実施形態の一部の側面図である
。低接触面積のカバー６００１は、低接触面積のカバーが結合ライトガイド１０４の周り
を包むように、１つ又は複数の縫われたファイバ６００２のような適切な締結機構によっ
てライトガイド１００７に低接触面積のカバー６００１の２つ以上の領域で作動的に結合
され、例えば図６２に示すように物理的に結合される。調節可能でない円筒形テンション
ロッド６２０５及び調節可能な円筒形テンションロッド６２０１がｙ方向に互いに実質的
に平行に配置され、ｘ方向に互いに実質的に平行に２つのブレース６２０２によって作動
的に結合される、例えば物理的に結合される。低接触面積のカバー６００１の内面６１０
１は、凸形表面機能部を備える。円筒形テンションロッド６２０１が＋ｘ方向に平行移動
されるときに、低接触面積のカバー６００１の内面６１０１は、ライトガイド１０７及び
結合ライトガイド１０４上に＋ｚ方向及び－ｚ方向に内向きに引っ張られる。低接触面積
のカバー６００１上の表面レリーフ機能部は、円筒形テンションロッド６２０１が＋ｘ方
向に平行移動されるときに結合ライトガイド１０４及び／又はライトガイド１０７内から
失われる光の量を減らす。テンションロッドを＋ｘ方向に平行移動させることはまた、結
合ライトガイド１０４を互いに近くに及びライトガイド１０７の近くに動かすことによっ
てｚ方向に平行な発光デバイス６２００の高さを減少させる。低接触面積のカバー６００
１はまた、光を結合ライトガイド１０４及び／又はライトガイドフィルム１０７の外に結
合する他のコンポーネントによって粉塵汚染及び物理的接触からの保護を提供する。
【０６０７】
　図６３Ａは、１つ又は複数のフランジを含む結合ライトガイド６３０１を備えるフィル
ムベースのライトガイド６３００の一実施形態の一部の斜視図である。この実施形態では
、各結合ライトガイド６３０１は、図６３Ａに示すように結合ライトガイド６３０１の端
領域６３０７の対向する各側部上にフランジ６３０６を含む。ストラップ６３０２は、ベ
ース６３０４の中に形成された２つのスリット６３０３を通してガイドされ、両方の端に
よってｙ方向に（又は例えば、－ｙ方向のストラップの領域がベース６３０４に対して固
定された状態に保たれる場合に＋ｙ方向に）引っ張られる。ストラップ６３０２を締め付
けることによって、結合ライトガイド６３０１は、ベース６３０４に関する結合ライトガ
イド６３０１の固定を容易にするために互いにより近くに及びベース６３０４の方にｚ方
向に付勢される。また、ストラップ６３０３及びフランジ６３０６によって形成されたフ
ック領域は、結合ライトガイド６３０１が－ｘ方向に平行移動されるのを防ぐ又は制限す
る。一実施形態では、結合ライトガイド６３０１が一緒に付勢された後で、結合ライトガ



(178) JP 2013-525836 A 2013.6.20

10

20

30

40

50

イド６３０１の端領域６３０７及び／又はフランジ６３０６は、切断軸６３０５に沿って
切断され又は他の方法で除去される。切断軸６３０５に沿った結合ライトガイド６３０１
の端の結果として生じる新しい縁は、入力面とすることができ、又は他の方法で光学要素
に結合され又は磨かれて結合ライトガイド６３０１のための新しい入力面を形成すること
ができる。端は、結合ライトガイド６３０１の端を一緒に保持する一助にもなるエポキシ
で作成された光沢のある磨かれた入力面を残した状態でフィルム又はガラスを除去するこ
とができるように、結合ライトガイドの端６３０１と光沢度の高いフッ素化エチレンプロ
ピレン（ＦＥＰ）フィルム又は磨きガラスとの間に配置された窓又は接着剤若しくは紫外
線（ＵＶ）硬化型エポキシのようなエポキシに物理的に又は光学的に結合されてもよい。
別の実施形態では、結合ライトガイド６３０１のうちの１つ又は複数が一緒に又は発光デ
バイス６３００の別のコンポーネントに接着された後で保持機構が除去される。別の実施
形態では、端領域６３０７は結合ライトガイド６３０１から除去されず、結合ライトガイ
ド６３０１の端は、図６３Ａに示すように光入力面２０４を形成する。
【０６０８】
　図６３Ｂは、フィルムベースのライトガイド１１７０２と、光平行化光学要素及び光ブ
ロック要素でもある光反射光学要素１１７０１（反射光線を例証するために図６３Ｂでは
透明であるように示される）とを備える発光デバイス１１７００の一実施形態の斜視図で
ある。光反射光学要素１１７０１は、ライトガイド領域１０６を越えて延びて結合ライト
ガイド１０４のスタックの周りを包む領域１１７０５を有し、且つ光平行化要素１１７０
６を形成するために光源１０２の方に折り畳まれるタブ領域１１７０３を有する。光源１
０２からの光１１７０４は、光平行化要素１１７０６のタブ領域１１７０３に反射し、ｙ
－ｚ平面及びｙ－ｘ平面内でさらに平行化されることになり（より小さい角度ＦＷＨＭ強
度）、結合ライトガイド１０４の入力縁２０４に入る。結合ライトガイド１０４を抜ける
迷光は、光ブロック光学要素でもある光反射光学要素１１７０１によって結合ライトガイ
ド１０４のスタックから直接出るのをブロックされる（この実施形態では反射され又は吸
収される）。別の実施形態では、光反射光学要素１１７０１は、感圧接着剤によってフィ
ルムベースのライトガイド１１７０２に光学的に結合されてもよく、光反射光学要素１１
７０１は、入射光の一部を拡散反射、鏡面反射、又はこれらの組合せで反射させてもよい
。さらなる実施形態では、光反射光学要素１１７０１は、低接触面積のカバーであり、又
はフィルムベースのライトガイド１１７０２と接触する表面レリーフ機能部を備える。
【０６０９】
　図６４は、直線折り畳みライン又は領域の近位に配置された相対位置維持要素３３０１
を備える光入力カプラ及びライトガイド１０７を備えるフィルムベースのライトガイド６
４００の一実施形態の斜視図である。この実施形態では、相対位置維持要素３３０１は、
直線折り畳み方向（－ｙ方向）に平行な方向６４０４（＋ｙ方向）に約４５度の角度３３
０２で配向された実質的に直線の角度のついたガイド縁３３０３を備えるライトガイド１
０７に平行な平面（図示されるようにｘ－ｙ平面）内に断面ガイド縁を有する。結合ライ
トガイド６４０１が相対位置維持要素３３０１なしに折り畳まれる場合、結合ライトガイ
ドを－ｙ方向に引っ張る折り畳み又は屈曲力に関する応力点は、結合ライトガイド６４０
１がライトガイド１０７から分離する場所の付近の領域６４０２にある。相対位置維持要
素３３０１を用いることによって、結合ライトガイド６４０１が－ｙ方向に引っ張られる
ときに、力は、相対位置維持要素３３０１の角度のついたガイド縁３３０３の長さ領域６
４０３にわたって分散される。一実施形態では、相対位置維持要素３３０１上の角度のつ
いたガイド縁３３０３は、結合ライトガイド６４０１を比較的より大きい力で引っ張るこ
とができるので、結合ライトガイド６４０１を引き裂く恐れを減らし、より低いプロフィ
ール（低減した高さｚ方向の）を可能にする。別の実施形態では、相対位置維持要素３３
０１の厚さ及び縁プロフィールが、長さ領域６４０３の付近の結合ライトガイド６４０１
における折り畳みに関する最小屈曲半径を決定する。
【０６１０】
　図６５は、丸みをつけられた角度のついた縁表面６５０２を備える相対位置維持要素６
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５０１の一実施形態の斜視図である。縁表面６５０２を丸めることによって、折り畳まれ
たフィルムとの接触表面積が丸みをつけられた角度のついた縁表面６５０２に対して増加
する。結合ライトガイド６４０１のより大面積にわたって－ｙ方向の引張力を分散させる
ことによって、例えば、結合ライトガイド６４０１は破損する又は裂ける恐れがより少な
くなる。
【０６１１】
　図６６は、丸みをつけられた角度のついた縁表面６５０２及び丸みをつけられた先端６
６０１を備える相対位置維持要素６６００の一実施形態の斜視図である。縁表面６５０２
を丸めることによって、折り畳まれたフィルムとの接触表面積が丸みをつけられた角度の
ついた縁表面６５０２に対して増加する。結合ライトガイド６４０１のより大面積にわた
って－ｙ方向の引張力を分散させることによって、例えば、結合ライトガイド６４０１は
破損する又は裂ける恐れがより少なくなる。相対位置維持要素６６００の先端６６０１を
丸めることによって、縁はあまり鋭くなくなり、結合ライトガイド６４０１が折り畳まれ
る（又は屈曲される）際の又は折り畳み又は屈曲を維持しながら結合ライトガイド６４０
１に局所化された応力領域を生じる恐れがより少なくなる。
【０６１２】
　図６７は、１つ又は複数のフランジ６３０６を含む結合ライトガイド６３０１を備える
フィルムベースのライトガイド６７００の一実施形態の一部の斜視図である。この実施形
態では、各結合ライトガイド６３０１は、図６３に示すように結合ライトガイド６３０１
の端領域６３０７の対向する各側部上にフランジ６３０６を含む。ストラップ６３０２は
、ベース６３０４の中の２つのスリット６３０３を通してガイドされ、両方の端によって
ｙ方向に（又は例えば、－ｙ方向のストラップの領域がベース６３０４に対して固定され
た状態に保たれる場合に＋ｙ方向に）引っ張られる。ストラップ６３０３を締め付けるこ
とによって、結合ライトガイド６３０１は、ベース６３０４に関する結合ライトガイド６
３０１の固定を容易にするために互いにより近くに及びベース６３０４の方にｚ方向に付
勢される。また、ストラップ６３０３及びフランジ６３０６によって形成されたフック領
域は、結合ライトガイド６３０１が－ｘ方向に平行移動されるのを防ぐ又は制限する。一
実施形態では、結合ライトガイド６３０１が一緒に付勢された後で、結合ライトガイド６
３０１の端領域６３０７及び／又はフランジ６３０６は、切断軸６３０５に沿って孔切断
部６７０１とフランジ６３０６との間の領域を引き裂く又は切断することによって孔切断
部６７０１に沿って切断され又は他の方法で除去される。孔切断部６７０１の縁６７０２
は、次いで、結合ライトガイド６３０１の光入力面となる。例えば、一実施形態では、フ
ィルムから結合ライトガイド６３０１を切断するのに用いられる切断デバイスはまた、結
合ライトガイド上に光入力面を形成することができ、フランジ６３０６及びストラップ６
３０２は組み立てを支援する。
【０６１３】
　図６８は、低接触面積のカバー６００１によって保護されるライトガイド１０７及び光
入力カプラを備える図６２で例証された発光デバイス６２００の一実施形態の一部の斜視
図である。この実施形態では、低接触面積のカバー６００１は、縫う又は糸通しするタイ
プのアクションでファイバ６００２を低接触面積のカバー６００１及びライトガイド１０
７の２つの層に通すことによって、低接触面積のカバー６００１の２つの領域においてフ
ァイバ６００２によってライトガイド１００７に物理的に結合される。
【０６１４】
　図６９は、結合ライトガイド１０４を備える２つの光入力カプラと、ライトガイド１０
７の対向する側部上に配置される第１の光源６９０２及び第２の光源６９０３とを伴う発
光デバイス６９００の一実施形態の上面図である。アルミニウムバー型の熱伝達要素６９
０１は、第１の光源６９０２及び第２の光源６９０３からの熱を熱的に結合し、且つ発光
デバイス６９００の長さに沿ってｘ方向に熱を放散させるために配置される。他の実施形
態では、１つ又は複数の適切な熱伝達要素は、発光デバイス６９００からの熱の放散を容
易にするために発光デバイス６９００の中に組み込まれてもよい。
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【０６１５】
　図７０は、ライトガイド１０７、光入力カプラ１０１、及び光入力カプラ１０１と光放
出領域１０８との間に配置された光反射フィルム７００４を備える発光デバイス７０００
の一実施形態の斜視図である。光入力カプラ１０１における光源のための回路基板７００
１は、光源からの熱を回路基板７００１に熱的に結合された熱伝達要素ヒートシンク７０
０２に結合する。この実施形態では、熱伝達要素７００２は、フィン７００３を備え、光
反射フィルム７００４及び光放出領域１０８の後ろでｘ－ｙ平面内に延びて増加した表面
積を提供し、ライトガイド１０７の縁７０３０を越えて延びない体積を占めて回路基板７
００１及び光入力カプラ１０１における光源から外に熱を伝導する。
【０６１６】
　図７１は、光平行化光学要素７１０２及び光源１０２からの光を受光するために配置さ
れる結合ライトガイドのスタック７１０１を備える発光デバイス７１００の一実施形態の
領域の上面図である。光平行化光学要素７１０２の出力面７１０３は、形状において結合
ライトガイドのスタック７１０１の光入力面７１０５に対応する。光源１０２からの光７
１０４は、光平行化光学要素７１０２によって平行化され、結合ライトガイドのスタック
７１０１に入る。例えば、図７１に示すように、出力面７１０３は、結合ライトガイドの
スタック７１０１の光入力面７１０５の長方形の形状と実質的に整合する長方形の形状を
有する。
【０６１７】
　図７２は、図７１に示された発光デバイス７１００の側面断面図である。光平行化光学
要素７１０２によって平行化された光７１０４は、結合ライトガイド７２０１のスタック
７１０１に入る。
【０６１８】
　図７３は、光平行化光学要素７１０２に物理的に結合される結合ライトガイドのスタッ
ク７１０１を備える発光デバイス７３００の一実施形態の上面図である。結合ライトガイ
ドのスタック７１０１の物理的結合領域は、その内部に光平行化光学要素物理的結合領域
７３０２が配置されるキャビティ７３３１を画定する。図示された実施形態では、光平行
化光学要素の物理的結合領域７３０２は、光平行化光学要素７１０２上のリッジ７３３０
であり、結合ライトガイドのスタック７１０１の物理的結合領域は、各結合ライトガイド
内の開口部又は孔切断部を部分的に取り囲む領域７３０１であり、これは、スタックされ
たときに、光平行化要素７１０２をｘ及びｙ方向に実質的に拘束し及び位置合わせするキ
ャビティ７３３１を形成する。
【０６１９】
　図７４は、屈折率整合接着剤７４０２を用いて結合ライトガイドのスタック７１０１に
光学的に結合される光方向転換光学要素７４０１を備える発光デバイス７４００の一実施
形態の領域の上面図である。光源１０２からの光７４０３は、光方向転換光学要素７４０
１の光方向転換表面７４０５を内部全反射し、屈折率整合接着剤７４０２を通過して、結
合ライトガイドのスタック７１０１に入り、光源１０２からの光の光軸７４０３は回転さ
れる。光源１０２からの光７４０４は、光方向転換光学要素７４０１の光方向転換表面７
４０５で反射することなく結合ライトガイドのスタック７１０１の中に直接通過する。
【０６２０】
　図７５Ａは、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイドのスタック７５０１の
横方向縁７５０３に隣接して配置された光源１０２を備える発光デバイス７５００の一実
施形態の領域の上面図である。光方向転換光学縁７５０２は、光軸７５０４が第１の方向
から角度７５０６だけ第２の方向（例えば－ｘ方向）の光軸７５０５に回転されるように
、第１の方向（例えば－ｙ方向）の光軸７５０４をもつ光源１０２からの入射光の一部を
反射させる。
【０６２１】
　図７５Ｂは、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイドのスタック７５０１の
延長された領域７５０８の光入力面縁７５０７に隣接して配置された光源１０２を備える
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発光デバイス７５３０の一実施形態の領域の上面図である。この実施形態では、延長され
た領域７５０８は、光入力面縁７５０７が結合ライトガイドのスタック７５０１の横方向
縁７５０３（例えば、あふれ出る接着剤を伴う）を損傷する（例えば引っかく又は引き裂
く）又はこの外に光を不必要に結合することなく、切断され、トリムされ、及び／又は磨
かれ（別々に又は結合ライトガイドのスタックされた状態の集合体として）、又は光平行
化光学要素に付着されることを可能にする。
【０６２２】
　図７６は、接着剤７４０２（例えば屈折率整合接着剤又は光学接着剤のような）を用い
て２つの結合ライトガイドのスタック７１０１に光学的に結合される２つの光方向転換光
学要素７４０１の中に光を結合するために配置される光源１０２を備える発光デバイス７
６００の一実施形態の領域の上面図である。
【０６２３】
　図７７は、屈折率整合接着剤７４０２を用いて結合ライトガイドの２つのスタック７１
０１に光学的に結合される双方向の光方向転換光学要素７７０１の中に光を結合するため
に配置される光源１０２を備える発光デバイス７７００の一実施形態の領域の上面図であ
る。この実施形態では、単一の双方向の光方向転換光学要素７７０１は、第１の方向（－
ｙ方向）の単一の光源からの光の光軸を２つの異なる方向（－ｘ方向及び＋ｘ方向）に分
割し及び回転させ、２つの一方向の光方向転換光学要素と置き換わり、部品数及び関連す
る費用を減らす。
【０６２４】
　図７８は、屈折率整合接着剤７４０２を用いて結合ライトガイドの２つのスタック７１
０１に光学的に結合される双方向の光方向転換光学要素７８０１の中に光を結合するため
に配置される２つの光源１０２を備える発光デバイス７８００の一実施形態の領域の上面
図である。この実施形態では、単一の双方向の光方向転換光学要素７７０１は、２つの光
源からの光の光軸を分割し、及び第１の方向（－ｙ方向）から２つの異なる方向（＋ｘ方
向及び－ｘ方向）に回転させるように設計される。
【０６２５】
　図７９は、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイド７５０１の２つのスタッ
クの中に光を結合するために配置される光源１０２を備える発光デバイス７９００の一実
施形態の領域の上面図である。この実施形態では、結合ライトガイド７５０１の２つのス
タックは、光源からの光の光軸を分割し、及び第１の方向（－ｙ方向）から２つの異なる
方向（＋ｘ方向及び－ｘ方向）に回転させる。
【０６２６】
　図８０は、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイド７５０１の２つの重なる
スタックの中に光を結合するために配置される光源１０２を備える発光デバイス８０００
の一実施形態の領域の上面図である。この実施形態では、結合ライトガイド７５０１の２
つのスタックは、光源からの光の光軸を分割し、及び第１の方向（－ｙ方向）から２つの
異なる方向（＋ｘ方向及び－ｘ方向）に回転させる。
【０６２７】
　図８１は、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイドのスタック７５０１の中
に光を結合するために配置される光源１０２を備える発光デバイス８１００の一実施形態
の領域の上面図である。この実施形態では、結合ライトガイドのスタック７５０１は、タ
ブ位置合わせ開口部又は孔８１０１をもつタブ８１０２を有する。例えば、結合ライトガ
イドのスタック７５０１の中への効率的な光の結合を可能にするために結合ライトガイド
のスタック７５０１（及びそれらの光入力面）を光源を備える回路基板から延びるピンと
見当合わせするのにタブ位置合わせ開口部又は孔８１０１が用いられてもよい。
【０６２８】
　図８２は、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイドのスタック７５０１の中
に光を結合するために配置される光源１０２を備える発光デバイス８２００の一実施形態
の領域の上面図である。この実施形態では、結合ライトガイドのスタック７５０１は、低
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光束密度領域８２０２における位置合わせ開口部又は孔８２０１を有する。例えば、結合
ライトガイドのスタック７５０１を光源１０２と見当合わせするために位置合わせ開口部
又は孔８２０１が用いられてもよく、それらは、タブが必要とされず、結合ライトガイド
のスタック７５０１内の位置合わせ開口部又は孔８２０１の場所に起因するあらゆる光損
失が最小にされるように、低光束密度領域８２０２に位置付けられる。
【０６２９】
　図８３は、結合ライトガイドのスタック７５０１の光入力面８３０３と光源１０２との
見当合わせのための位置合わせキャビティ８３０２を備える光源オーバーレイタブ領域８
３０１をもつ結合ライトガイドのスタック７５０１の中に光を結合するために配置される
光源１０２を備える発光デバイス８３００の一実施形態の領域の上面図である。この実施
形態では、例えば、結合ライトガイドのスタック７５０１内の位置合わせキャビティ７５
０１は、結合ライトガイドのスタック７５０１の光入力面８３０３が光源１０２とｘ及び
ｙ方向に実質的に見当合わせされ及び位置合わせされるように光源１０２の上に位置付け
られてもよい。
【０６３０】
　図８４は、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイド８４０１を有するフィル
ムベースのライトガイド１０７を備えるライトガイド８４００の一実施形態の上面図であ
る。結合ライトガイド８４０１は、結合ライトガイド８４０１が互いの上にスタックされ
及び位置合わせされるように、＋ｚ方向に折り畳み、横方向に＋ｘ方向８４０２（図８５
では折り畳まれた状態で示される）に平行移動させることができる。
【０６３１】
　図８５は、スタック７５０１がフィルムベースのライトガイド１０７のライトガイド領
域１０６の横方向縁８５０１を越えて延びるように、折り畳まれ及び平行移動されて結合
ライトガイド８４０１のスタック７５０１を形成する結合ライトガイド８４０１を伴う図
８４に示されたライトガイド８４００を備える発光デバイス８５００の一実施形態の上面
図である。光源１０２からの光８５０２は、結合ライトガイドのスタック７５０１の光方
向転換光学縁７５０２によって－ｘ方向に回転される－ｙ方向の光軸を有し、結合ライト
ガイド８４０１のスタック７５０１における折り畳みは、光が結合ライトガイドを－ｙ方
向に出る光軸を有するように結合ライトガイドの配向を－ｙ方向に再誘導する。光８５０
２は、次いで、フィルムベースのライトガイド１０７のライトガイド領域１０６の中に伝
搬し、光放出領域１０８におけるフィルムベースのライトガイド１０７を出る。
【０６３２】
　図８６は、光方向転換光学縁７５０２をもつ結合ライトガイド８４０１及び折り畳まれ
ていない結合ライトガイド８６０３を有するフィルムベースのライトガイド１０７を備え
るライトガイド８６００の一実施形態の上面図である。折り畳まれていない結合ライトガ
イド８６０３は、結合ライトガイド８４０１がライトガイド領域１０６につながる場合の
そこから結合ライトガイド８４０１が延びるライトガイド領域１０６の縁に沿った幅８６
０１及び縁に垂直な方向の長さ８６０２を有する。
【０６３３】
　図８７は、折り畳まれ及び平行移動されてフィルムベースのライトガイド１０７のライ
トガイド領域１０６の横方向縁８５０１（又は横方向縁８５０１を備える平面）を越えて
延びない結合ライトガイド８４０１のスタック７５０１を形成する結合ライトガイド８４
０１を伴う図８６に示されたライトガイド８６００を備える発光デバイス８７００の一実
施形態の上面図である。光源１０２からの光８５０２は、結合ライトガイド８４０１のス
タック７５０１の光方向転換光学縁７５０２によって－ｘ方向に回転される－ｙ方向の光
軸を有し、結合ライトガイド８４０１のスタック７５０１における折り畳みは、光が結合
ライトガイド８４０１を－ｙ方向に出る光軸を有するように結合ライトガイドの配向を－
ｙ方向に再誘導する。光８５０２は、次いで、ライトガイド領域１０６の中に伝搬し、光
放出領域１０８におけるフィルムベースのライトガイド１０７を出る。光源１０２からの
光８７０２は、－ｙ方向の光軸を有し、折り畳まれていない結合ライトガイド８６０３を
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通過し、ライトガイド領域１０６の中に直接入る。この実施形態では、折り畳まれていな
い結合ライトガイド８６０３は、光源１０２からの光を受光するために折り畳まれ及び＋
ｘ方向に平行移動される必要はないので、折り畳まれていない結合ライトガイド８６０３
は、結合ライトガイド８４０１のスタック７５０１がフィルムベースのライトガイド１０
７のライトガイド領域１０６の横方向縁８５０１を越えて延びないようにする。
【０６３４】
　図８８は、光方向転換光学縁８８０３及び光平行化光学縁８８０２をもつ結合ライトガ
イド８８０１を有するフィルムベースのライトガイド１０７を備えるライトガイド８８０
０の一実施形態の上面図である。結合ライトガイド８８０１は、結合ライトガイド８８０
１が互いの上にスタックされ及び位置合わせされるように、＋ｚ方向に折り畳み、横方向
に＋ｘ方向８４０２（図８９では折り畳まれた状態で示される）に平行移動させることが
できる。
【０６３５】
　図８９は、結合ライトガイド８８０１のスタック８９０２がフィルムベースのライトガ
イド１０７のライトガイド領域１０６の横方向縁８５０１を越えて延びるように結合ライ
トガイド８８０１のスタック８９０２を形成するために折り畳まれ及び平行移動される結
合ライトガイド８８０１を伴う図８８に示されたライトガイド８８００を備える発光デバ
イス８９００の一実施形態の上面図である。光源１０２からの光８９０１は、光平行化光
学縁８８０２によって平行化され、結合ライトガイド８８０１のスタック８９０２の光方
向転換光学縁８８０３によって－ｘ方向に回転される－ｙ方向の光軸を有し、結合ライト
ガイド８８０１のスタック８９０２における折り畳みは、光が結合ライトガイド８８０１
を－ｙ方向に出る光軸を有するように結合ライトガイドの配向を－ｙ方向に再誘導する。
光８９０１は、次いで、フィルムベースのライトガイド１０７のライトガイド領域１０６
の中に伝搬し、光放出領域１０８におけるフィルムベースのライトガイド１０７を出る。
【０６３６】
　図９０は、光方向転換光学縁８８０３、光平行化光学縁８８０２、及び延長された領域
７５０８をもつ結合ライトガイド９００１を伴うフィルムベースのライトガイド１０７を
備えるライトガイド９０００の一実施形態の上面図である。結合ライトガイド９００１は
、結合ライトガイド９００１が互いの上にスタックされ及び位置合わせされるように、＋
ｚ方向に折り畳み、横方向に＋ｘ方向８４０２（図９１では折り畳まれた状態で示される
）に平行移動させることができる。
【０６３７】
　図９１は、結合ライトガイド９００１のスタック９１０１がフィルムベースのライトガ
イド１０７のライトガイド領域１０６の横方向縁８５０１を越えて延びるように結合ライ
トガイド９００１のスタック９１０１を形成するために折り畳まれ及び平行移動される結
合ライトガイド９００１を伴う図９０に示されたライトガイド９０００の一実施形態の上
面図である。結合ライトガイド９００１のスタック９１０１の延長された領域７５０８は
、結合ライトガイド９００１の横方向縁７５０３を越えて延び、スタック９１０は、横方
向縁７５０３を損傷することなく切断ライン９１０２（若しくは光学要素又は光源に接着
される）に沿って切断し、及び／又は磨くことができる。
【０６３８】
　図９２は、光を複数の方向に方向転換するように配向された光方向転換光学縁９２３０
をもつ結合ライトガイドの第１の組８４０１及び結合ライトガイドの第２の組９２０３、
並びに折り畳まれていない結合ライトガイド９２０１を伴うフィルムベースのライトガイ
ド１０７を備えるライトガイド９２００の一実施形態の上面図である。結合ライトガイド
８４０１は、それらが互いの上にスタックされ及び位置合わせされるように＋ｚ方向に折
り畳み、横方向に＋ｘ方向８４０２（図９３では折り畳まれた状態で示される）に平行移
動させることができる。結合ライトガイド９２０３は、それらが互いの上にスタックされ
及び位置合わせされるように＋ｚ方向に折り畳み、横方向に－ｘ方向９２０２（図９３で
は折り畳まれた状態で示される）に平行移動させることができる。
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【０６３９】
　図９３は、＋ｘ方向に折り畳まれ及び平行移動される結合ライトガイドの第１の組８４
０１並びに－ｘ方向に折り畳まれ及び平行移動される結合ライトガイドの第２の組９２０
３と共に図９２に示されたライトガイド９２００の中に光を結合するために配置される光
源１０２を備える発光デバイス９３００の一実施形態の斜視上面図である。この実施形態
では、結合ライトガイドの第１の組８４０１は、光源から光１０２を受け及び光をライト
ガイド領域１０６に伝送するために配置される折り畳まれていない結合ライトガイド９２
０１の上に折り畳まれ及び平行移動される結合ライトガイドの第２の組９２０３の上に折
り畳まれ及び平行移動される。
【０６４０】
　図９４Ａは、＋ｘ方向に折り畳まれ及び平行移動される結合ライトガイドの第１の組８
４０１並びに－ｘ方向に折り畳まれ及び平行移動される結合ライトガイドの第２の組９２
０３と共に図９２に示されたライトガイド９２００の中に光を結合するために配置される
光源１０２を備える発光デバイス９４００の一実施形態の上面図である。この実施形態で
は、結合ライトガイドの第１の組８４０１は、結合ライトガイドの第１の組８４０１が折
り畳まれていない結合ライトガイド９２０１の上の折り畳まれ及び平行移動される結合ラ
イトガイドの第２の組９２０３と交互配置されるように折り畳まれ及び平行移動される。
一実施形態では、結合ライトガイド８４０１及び９２０３を光源１０２の付近に交互配置
することは、ライトガイド領域１０６内の光の均一性を改善して、光源の位置合わせ及び
／又は光出力プロフィールの望ましくない変化の防止又は制限を容易にする。
【０６４１】
　図９４Ｂは、結合ライトガイドのスタック７５０１の入力縁の近くに配置された内部光
誘導縁１０１０１及びフィルムベースのライトガイド１０７のライトガイド領域の付近に
配置された内部光誘導縁１０１０４を伴う結合ライトガイドのスタック７５０１を備える
発光デバイス１０１００の一実施形態の領域の側面断面図である。光源１０２からの光１
０１０２は、結合ライトガイドのスタック７５０１に入り、結合ライトガイドのスタック
７５０１の入力縁表面の近くに配置された内部光誘導縁１０１０１によって反射され及び
再誘導される。光源１０２からの光１０１０３は、結合ライトガイドのスタック７５０１
の入力縁の近くに配置された内部光誘導縁１０１０１によって反射され及び再誘導され、
フィルムベースのライトガイド１０７のライトガイド領域の付近に配置された内部光誘導
縁１０１０４によってさらに反射され及び再誘導される。
【０６４２】
　図９５は、第１の方向９５０１に沿って反転された形状に延びた結合ライトガイドを伴
う光方向転換光学縁７５０２を有する結合ライトガイド８４０１を備えるフィルムベース
のライトガイド１０７を備えるライトガイド９５００の一実施形態の上面図である。
【０６４３】
　図９６は、図９５に示されたライトガイド９５００を備える折り畳まれたライトガイド
９６００の一実施形態の斜視図である。結合ライトガイド８４０１は、結合ライトガイド
８４０１のスタック７５０１を形成するために２つの相対位置維持要素２９０１を用いて
一方の端（図９５に示された上端）を＋ｚ方向、＋ｘ方向、及び－ｙ方向に、次いで－ｚ
方向に平行移動させることによって折り畳まれる９６０２。さらなる実施形態では、結合
ライトガイド８４０１のスタック７５０１は、２つの結合ライトガイド８４０１のスタッ
ク７５０１を形成するために切断ライン９６０１に沿って切断されてもよい。
【０６４４】
　図９７は、光方向転換光学縁８８０３、光平行化光学縁８８０２、及び光源オーバーレ
イ結合ライトガイドのスタックの光入力面と光源との位置合わせのための位置合わせキャ
ビティ８３０２を備えるタブ領域８３０１を伴う結合ライトガイド９７０２を有するフィ
ルムベースのライトガイド１０７を備えるライトガイド９７００の一実施形態の上面図で
ある。ライトガイド９７００はまた、平行化光学縁８８０２をもつ折り畳まれない結合ラ
イトガイド９７０３と、折り畳まれていない結合ライトガイド９７０３の光入力面と光源
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との位置合わせのための位置合わせキャビティ８３０２を備える光源オーバーレイタブ領
域８３０１とを備える。結合ライトガイド９７０２は、応力（例えばねじり又は横方向の
屈曲から生じるような）が鋭い角部で集中する恐れを減らし、したがってフィルムが破損
する恐れを減らするために、結合ライトガイド９７０２の縁上に湾曲した領域９７０１を
さらに備える。結合ライトガイド９７０２は、それらが互いの上にスタックされ及び位置
合わせされるように、＋ｚ方向に折り畳み、横方向に＋ｘ方向８４０２（図９８では折り
畳まれた状態で示される）に平行移動させることができる。
【０６４５】
　図９８は、ライトガイド領域１０６の１つの縁に沿って位置合わせされた結合ライトガ
イド９７０２のスタック９８０３を形成するために折り畳まれ及び平行移動される結合ラ
イトガイド９７０２を伴う光源１０２（図９９に示された）及び図９７に示されたライト
ガイド９７００を備える発光デバイス９８００の一実施形態の上面図である。光源１０２
からの光９８０２は、光平行化光学縁８８０２によって平行化され、結合ライトガイド９
７０２のスタック９８０３の光方向転換光学縁８８０３によって－ｘ方向に回転される－
ｙ方向の光軸を有し、結合ライトガイド９７０２のスタック９８０３における折り畳みは
、光が結合ライトガイド９７０２を－ｙ方向に出る光軸を有するように結合ライトガイド
の配向を－ｙ方向に再誘導する。光９８０２は、次いで、フィルムベースのライトガイド
１０７のライトガイド領域１０６の中に伝搬する。光源１０２からの光８７０２は、－ｙ
方向の光軸を有し、折り畳まれていない結合ライトガイド９７０３を通過し、フィルムベ
ースのライトガイド１０７の中に直接入る。
【０６４６】
　図９９は、図９８で例証された発光デバイス９８００のｙ－ｚ平面内の光源１０２の付
近の拡大側面図である。位置合わせガイド９９０３は、光源１０２よりも上に配置された
湾曲した前縁をもつ片持ちばねである位置合わせアーム９８０１を備える。位置合わせア
ーム９８０１は、結合ライトガイド９７０２の光入力面１０３の位置を光源１０２の光出
力面９９０１の近くに維持するために結合ライトガイド９７０２のスタック９８０３に対
して力をかける。この実施形態では、位置合わせアーム９８０１は、位置合わせキャビテ
ィ８３０２を通して挿入され、位置合わせキャビティ８３０２が位置合わせガイド９８０
３の反対の端及び光源１０２の上に位置決めされるように結合ライトガイド９７０２を＋
ｙ方向に及び下方（－ｚ方向）に引っ張ることができる（必要であればこの移動中に位置
合わせアーム９８０１の自由端を僅かに持ち上げることができる）。この実施形態では、
位置合わせキャビティ８３０２は、結合ライトガイド９７０２の光入力面１０３の位置を
光源１０２の光出力面９９０１に対してｘ及びｙ方向に見当合わせし及び実質的に維持し
、位置合わせガイド９９０３上の位置合わせアーム９８０１は、結合ライトガイド９７０
２のスタック９８０３を互いに及び光源基部９９０２（例えば回路基板とすることができ
る）に対して位置決めするために－ｚ方向に力をかけることによってｚ方向の相対位置を
維持する。光源１０２からの光９９０４は、光源１０２の光出力面９９０１を出て、光入
力面１０３を通して結合ライトガイド９７０２の中に伝搬する。
【０６４７】
　図１００は、光源１０２及び光平行化光学要素７１０２よりも上に配置される湾曲した
縁をもつ片持ちばねである位置合わせアーム９８０１と共に位置合わせガイド９９０３を
備える発光デバイス１００００の一実施形態のｙ－ｚ平面内の光源１０２の付近の領域の
拡大側面図である。位置合わせアーム９８０１は、結合ライトガイド９７０２の光入力面
１０３の位置を光平行化光学要素７１０２の光出力面１０００２の近くに維持するために
結合ライトガイドのスタック９７０２に対して力をかける。この実施形態では、位置合わ
せアーム９８０１は、位置合わせキャビティ８３０２を通して挿入され、結合ライトガイ
ド９７０２を＋ｙ方向に引っ張ることができる。この実施形態では、位置合わせキャビテ
ィは、位置合わせガイド９９０３を覆うのに長さが十分ではなく、結合ライトガイド９７
０２は、位置合わせアーム９８０１によってｚ方向の定位置に保持されたままである。こ
の実施形態では、位置合わせキャビティ８３０２は、結合ライトガイド９７０２の光入力
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面１０３の位置を光平行化光学要素７１０２の光出力面１０００２に対してｘ方向及び＋
ｙ方向に見当合わせし及び実質的に維持し、位置合わせガイド９９０３上の位置合わせア
ーム９８０１は結合ライトガイド９７０２のスタック９８０３を互いに及び光源基部９９
０２（例えば回路基板とすることができる）に対して位置決めするために－ｚ方向に力を
かけることによってｚ方向の相対位置を維持する。位置合わせアーム９８０１からの－ｚ
方向の力に起因する結合ライトガイドのスタック９７０２と光源基部９９０２と位置合わ
せアーム９８０１との摩擦、及びキャビティ８３０２の内壁及び光平行化光学要素７１０
２及び／又は光源１０２のフィットからの摩擦は、結合ライトガイド９７０２が－ｙ方向
に平行移動するのを防ぐ一助となる。別の実施形態では、結合ライトガイド９７０２の光
入力面１０３は、光平行化光学要素７４０１の光出力面１０００２に光学的に付着される
（又はそれらは光源１０２の光出力面又は光方向転換光学要素に光学的に付着される）。
光源１０２からの光１０００３は、光源１０２の光出力面９９０１を出て、光平行化光学
要素７１０２の中に伝搬し、そこで光はｘ－ｙ平面内で平行化され、光平行化光学要素７
１０２の光出力面１０００２を出て、結合ライトガイド９７０２の光入力面１０３に入り
、ライトガイド領域１０６（図示せず）に伝搬する。
【０６４８】
　図１０１は、自動車１０１０２の窓２２０１に隣接して配置されたライトガイド１０７
を備える発光透明標識の一実施形態の斜視図であり、入力カプラ１０１からの光は、結合
ライトガイド１０４のアレイを通してライトガイド１０７の中に移動し、光放出印１００
１を形成する領域においてライトガイドの外に抽出される。この実施形態では、ライトガ
イドは、窓１０１０１の内側に隣接して配置され、光入力カプラ１０１が光を放出しない
ときに光放出印１００１の周りのライトガイドの領域では実質的に透明であり、且つ光放
出印１００１に対応する領域では部分的に半透明又はほぼ透明である。一実施形態では、
フィルムベースのライトガイド１０７の可撓性は、ライトガイド１０７と窓１０１０１と
の間の付加的な空気境界面からの付加的な反射及び目に見える気泡のような光学的欠陥を
軽減するために窓１０１０１へのライトガイド１０７の物理的及び光学的結合並びに適合
性（ｃｏｎｆｏｒｍｉｔｙ）を容易にする。
【０６４９】
　図１０２は、自動車１０１０２のトランクドア１０２０１に隣接して配置されたライト
ガイド１０７を備える発光透明標識の一実施形態の斜視図であり、トランクの内部の入力
カプラ１０１からの光は、結合ライトガイド１０４のアレイを通してライトガイド１０７
の中に移動し、そこで光はトランクの内部から自動車１０１０２の外部に移動する。ライ
トガイド１０７は、トランクドア１０２０１に隣接して配置され、ライトガイド１０７内
の光が光放出印１００１を形成する領域においてライトガイド１０７の外に抽出される。
この実施形態では、光入力カプラ１０１は、トランク内に配置され、ライトガイド１０７
は、トランクとトランクドア１０２０１との間の開口部を通る。この実施形態では、トラ
ンクドア１０２０１は、ライトガイド１０７を通して見ることができ、光入力カプラ１０
１が光を放出しないときに印が実質的に見えないように光放出印１００１領域とライトガ
イド１０７を通して見えるトランクとの間の輝度コントラスト比は低い。光入力カプラ１
０１が光を放出するときに、光放出印１００１を直ちに判読できるように輝度コントラス
ト比は高い。別の実施形態では、発光する透明部のサイズは、サイドドア、サイドパネル
、フロントパネル、フード、トレーラの側部、上部標識、及び自動車、トラック、飛行機
、若しくは他の航空機又は車両の他の領域からなる群から選択された１つの上に配置され
る。
【０６５０】
　図１０３は、光入力カプラ１０１及びライトガイド領域１０６を備える発光標識１００
０の一実施形態の斜視図である。光入力カプラ１０１における光源からの光１００５は、
ライトガイド領域１０６を通して伝搬し、光放出印１００１を形成する領域における光抽
出機能部に起因して発光標識１０００を出る。
【０６５１】
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　図１０４は、光抽出機能部１０４０１を備える光放出印１００１を備える図１０３の発
光標識の光放出領域の拡大区域である。ライトガイド領域１０６の中を移動する光は、集
合的に知覚される印１００１が知覚される（この例では、文字「Ｏ」は光るように見える
及び見ることができる）ように個々の光抽出機能部１０４０１によって抽出される。光測
定領域１０４０２は、印を表わす光放出領域の領域に対する拡散反射率、ヘイズ、透過、
表面積の割合、平均寸法サイズなどを判定するのに用いられる測定領域である。例えば、
印の領域に対する拡散反射率は、印を表わす境界内の領域１０４０２又は類似の領域で測
定され、測定スポットサイズは、印を表わす境界付けられた領域よりも小さく、複数の光
抽出機能部及び領域におけるそれらの間のスペースを含む。
【０６５２】
　図１０５は、結合ライトガイドのアレイのうちの各結合ライトガイドが境界縁を有する
、結合ライトガイドのアレイをフィルムのライトガイド領域に光学的に結合するステップ
１０５０１と、結合ライトガイドのアレイの境界縁が光入力面を画定するスタックを形成
するように結合ライトガイドのアレイを折り畳むステップ１０５０２と、第１の領域が複
数の壁及び複数の壁をライニングする黒色の光吸収材料を備える光トラップボックスの開
口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光で照らされるときに５０ｃｄ／ｍ２未
満の輝度を有する、導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照らされるときの光
抽出によって見ることができる印、グラフィック、及びイメージのうちの１つ又は複数の
領域を表すフィルムの第１の領域においてフィルム上に又はフィルム内に複数の光抽出機
能部を形成するステップ１０５０３と含む、デバイスを生産する方法１０５００の一実施
形態のブロック図である。
【０６５３】
　実施例
　以下の実施例（単数又は複数）で或る実施形態が例証される。以下の実施例は、本発明
の範囲又は精神を制限する目的ではなく、例証する目的で与えられる。
【０６５４】
　一実施形態では、結合ライトガイド（ストリップ）及びライトガイド領域（フィルムの
残り）を形成するフィルムの１つ又は複数の端でストリップを切断することによって結合
ライトガイドが形成される。ストリップの自由端で、ストリップは、フィルム自体の厚さ
よりもかなり厚い構成に一緒に束にされる。他の端で、それらはより大きいフィルムライ
トガイドに物理的に及び光学的に取り付けられ及び位置合わせされたままである。フィル
ム切断は、スタンピング、レーザ切断、機械的切断、ウォータージェット切断、局所的溶
融、又は他のフィルム処理方法によって達成される。好ましくは、切断は、ストリップの
長さを通した光のガイドを改善するべく光の内部全反射を促進するために、結果として光
学的に平滑な表面をもたらす。光源は、束にされたストリップに結合される。ストリップ
は、光がそれらを通して内部全反射を介して伝搬し、且つフィルムライトガイド部分の中
に伝送されるように構成される。束にされたストリップフィルムライトガイド領域よりも
かなり大きい厚さを有する光入力縁を形成する。束にされたストリップの光入力縁は、フ
ィルムの縁又は頂部に結合する従来の方法と比べてライトガイドの中への光源からの光の
より効率的な伝送を容易にするために光入力面を画定する。ストリップは、結合効率を改
善するために入力で溶融する又は機械的に互いに強制することができる。バンドルが四角
形に形状設定される場合、その側部のうちの１つの長さＩは、Ｉ～√（ｗ×ｔ）で与えら
れ、式中、ｗはライトガイド入力縁の全幅であり、ｔはフィルムの厚さである。例えば、
１ｍの縁をもつ厚さ０．１ｍｍのフィルムは、１ｃｍ×１ｃｍの寸法をもつ四角形の入力
バンドルを与えるであろう。これらの寸法を考慮すると、バンドルは、典型的な光源（例
えば、白熱、蛍光；メタルハライド、キセノン、及びＬＥＤ光源）を用いるときのフィル
ムの長さに沿った結合に比べて光をはるかに容易に結合する。結合効率及び費用の改善は
、厚さがほぼ多くのＬＥＤ及びレーザダイオードチップのサイズであるので、０．２５ｍ
ｍを下回るフィルム厚さで特に明白である。したがって、エタンデュ（ｅｔｅｎｄｕｅ）
及び製造許容誤差制限のためにＬＥＤチップからフィルム縁の中に光を効率よく結合する
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ため微小光学系を製造することは難しい及び／又は費用がかさむであろう。また、スロッ
トにおける折畳部は、ひだではないが、効果的な光伝送を可能にする幾らかの曲率半径を
有することに注意されたい。典型的に、折畳部の曲率半径は、フィルムの厚さの少なくと
も１０倍となるであろう。
【０６５５】
　実施にもっていくことができる一実施形態の例をここで挙げる。組み立ては、幅４０ｃ
ｍ及び長さ１００ｃｍである厚さ０．２５ｍｍのポリカーボネートフィルムで開始される
。厚さおよそ０．０１ｍｍのより低屈折率の材料のクラッド層が、フィルムの頂面及び底
面上に配置される。クラッド層は、より低い屈折率をもつ材料をフィルムコア上にコーテ
ィングする又は同時押出しすることによって付加することができる。フィルムの１つの縁
は、かみそりの刃のような鋭い切削工具を用いて幅１ｃｍの４０個のストリップに機械的
に切断される。スロットの縁は、次いで、光学伝送のための円滑さを改善するためにフレ
ームに露出される。スロットは、およそ１ｃｍ×１ｃｍ断面のバンドルに組み合わされる
。バンドルの端に多数の異なるタイプの光源を結合することができる（例えば、キセノン
、メタルハライド、白熱、ＬＥＤ又はレーザ）。光は、バンドルを通してフィルムの中に
及びイメージ領域の外に伝搬する。光は、結果的に減衰した内部全反射率をもたらす表面
粗さを付加する、フィルムの中へのレーザエッチングによって、フィルムライトガイドか
ら抽出される場合がある。フィルムの複数の層は、多色の又は動的な標識を作製するため
に組み合わせることができる。
【０６５６】
　実施にもっていくことができる一実施形態の例をここで説明する。装置は、幅４５７ｍ
ｍ及び長さ７６２ｍｍであった厚さ３８１ミクロンのポリカーボネートフィルムで始まっ
た。フィルムの４５７ｍｍの縁は、かみそりの刃のアレイを用いて幅６．３５ｍｍのスト
リップに切断される。これらのストリップは、３組の幅１５２．４ｍｍのストリップにグ
ループ化され、これらは、さらに２つの等しい組に分けられ、互いの方に折り畳まれ及び
４．１９ｍｍ×６．３５ｍｍのスタックに別々にスタックされた。スタックの３つの対の
それぞれは、次いで、８．３８ｍｍ×６．３５ｍｍのサイズの組み合わされた及び別々の
入力スタックをもたらす方法において中心で一緒に組み合わされた。ＬＥＤモジュールで
あるＣｒｅｅ　Ｉｎｃ．からのＭＣＥ　ＬＥＤモジュールは、３つの入力スタックのそれ
ぞれの中に結合される。ＬＥＤから放出された光は、均等な入力でフィルムスタックに入
り、この光の一部は、ストリップを通して伝搬しながら、内部全反射を介して１５ミルの
ストリップのそれぞれの中に残る。光は、それらがより大きいライトガイドに入る前にそ
れらの別個の構成に分かれる際に各ストリップを下方に伝搬し続ける。さらに、フィン付
きアルミニウムヒートシンクが、ＬＥＤから熱を放散させるために３つの結合装置のそれ
ぞれの長さの下におかれた。この組立体は、一様な光をもたらするために直線アレイに位
置合わせすることができる小型の設計を示す。フィルム内を移動する光は、光放出印、グ
ラフィック、アイコン、又はイメージを形成するために集合的に配置される個々の光抽出
機能部からの光抽出に起因して印を表わす光放出領域において出る。
【０６５７】
　３つのフィルムベースのライトガイドを備えるバックライトの一実施形態を製造する又
は作製する方法は以下の通りである。薄いフィルムライトガイド（＜２５０ミクロン）の
３つの層が、それらの間により低い屈折率材料の層（例えば、メチルベースのシリコーン
ＰＳＡ）をもつ状態で互いにラミネートされる。次いで、光、イオン、又は機械的物質（
すなわち粒子及び／又は流体）の角度のついたビームが、フィルムにライン又はスポット
をパターン形成する。必要であれば、感光性材料は、各材料上に前もって層状にされるべ
きである。ビームの角度は、層上の抽出機能部が適正なオフセットを有するような角度で
ある。ビームの角度は、ライトガイドの厚さ及び画素の幅によって決まり、θ＝ｔａｎ－

１（ｔ／ｗ）によって与えられ、式中、θはライトガイドの平面に対する光の相対角度で
あり、ｔは、ライトガイド及びクラッドの厚さであり、ｗは画素の幅である。理想的には
、抽出機能部クロストークを最小にするために意図された画素に主として向かう方向に光
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を誘導する。
【０６５８】
　一実施形態では、デバイスは、それらの間に約０．５ミリメートル未満の厚さの対向す
る面をもつライトガイド領域を有する光伝送フィルムを備え、フィルムのライトガイド領
域内の第１の領域は、フィルム内を導波管の状態で伝搬する光によって照らされるときの
光抽出によって見ることができる印、グラフィック、又はイメージの領域を表し、第１の
領域は、フィルム内を導波管の状態で移動する光の一部を第１の領域におけるフィルムの
面の外に再誘導する５００ミクロン未満の平均寸法をもつ光抽出機能部を備え、第１の領
域は、壁をライニングする黒色の光吸収材料を備える光トラップボックスの開口部上に配
置されたときに１０００ルクスの散乱光で照らされるときに５０ｃｄ／ｍ２未満の輝度を
有する。別の実施形態では、デバイスは、フィルムベースのライトガイドである。実施形
態では、デバイスは発光標識のコンポーネントである。一実施形態では、第１の領域にお
ける光抽出機能部が占めるフィルムの表面積の割合は、２０％未満又は１０％未満である
。別の実施形態では、デバイスは、フィルムのライトガイド領域から延びる結合ライトガ
イドのアレイをさらに備え、結合ライトガイドは、結合ライトガイドの端に境界縁を備え
、結合ライトガイドは、境界縁がスタックされるように折り畳まれる。一実施形態では、
デバイスは、各結合ライトガイドからの光が組み合わされ及びフィルムのライトガイド領
域内で内部全反射する状態で、スタックされた境界縁の中に伝搬し、且つ結合ライトガイ
ド内でフィルムのライトガイド領域に伝搬する光を放出するために配置される光源をさら
に備える。別の実施形態では、第１の領域は、壁をライニングする黒色の光吸収材料を備
える光トラップボックスの開口部上に配置されたときに、３００ルクスの散乱光で照らさ
れるときに１０ｃｄ／ｍ２未満、５００ルクスの散乱光で照らされるときに１０ｃｄ／ｍ
２、又は１０００ルクスの散乱光で照らされるときに５０ｃｄ／ｍ２の輝度を有する。別
の実施形態では、光抽出機能部は、３００ミクロン未満の平均寸法を有する。別の実施形
態では、光抽出機能部は光散乱材料を含む。さらなる実施形態では、光抽出機能部又はフ
ィルムの光放出領域におけるフィルムの表面に平行な平面内の第１の領域における光抽出
機能部の平均最大寸法サイズ又は平均最小寸法サイズは０．５ミリメートル未満である。
別の実施形態では、光抽出機能部は、フィルムの面に対して法線方向に入射するレーザ光
で測定したときに、４０度よりも大きい伝送された光の角度半値全幅強度を有する。別の
実施形態では、第１の領域は、ＡＳＴＭ　Ｄ１００３に従って測定された７０％を超える
光線透過率又は２０％未満のヘイズを有する。
【０６５９】
　一実施形態では、デバイスは、フィルム内を導波管の状態で伝搬する光によって照らさ
れるときの光抽出によって見ることができる印、グラフィック、イメージ、又はパターン
の領域を表す第１の領域を備えるフィルムベースのライトガイドと、ライトガイド領域か
ら延び且つフィルムのライトガイド領域と連続した結合ライトガイドであり、それらの端
がスタックされた状態で折り畳まれ及び配置される結合ライトガイドと、第１の領域内に
配置された光抽出機能部とを備え、フィルムの表面又は光放出領域に平行な平面内の第１
の領域における光抽出機能部の平均最大寸法サイズは０．５ミリメートル未満である。
【０６６０】
　一実施形態では、デバイスを製造する方法は、結合ライトガイドのアレイのうちの各結
合ライトガイドが境界縁を有する、結合ライトガイドのアレイをフィルムのライトガイド
領域に光学的に結合するステップと、結合ライトガイドのアレイの境界縁が光入力面を画
定するスタックを形成するように結合ライトガイドのアレイを折り畳むステップと、第１
の領域は、複数の壁及び複数の壁をライニングする黒色の光吸収材料を備える光トラップ
ボックスの開口部上に配置されたときに１０００ルクスの散乱光で照らされるときに５０
ｃｄ／ｍ２未満の輝度を有する、導波管の状態のフィルム内を伝搬する光によって照らさ
れるときの光抽出によって見ることができる印、グラフィック、及びイメージのうちの１
つ又は複数の領域を表すフィルムの第１の領域においてフィルム上に又はフィルム内に複
数の光抽出機能部を形成するステップとを含む。一実施形態では、複数の光抽出機能部を
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数の光抽出機能部でのフィルム内の光の光軸に平行な方向の５００ミクロン未満の平均横
寸法を有する第１の領域内に複数の光抽出機能部を配置することを含む。別の実施形態で
は、複数の光抽出機能部を形成することは、複数の光抽出機能部によって第１の領域にお
けるライトガイドの表面積の１０％未満を占めることを含む。一実施形態では、結合ライ
トガイドのアレイをフィルムのライトガイド領域に光学的に結合することは、結合ライト
ガイドのアレイがライトガイド領域と連続したままであるようにライトガイド領域から延
びる結合ライトガイドのアレイを形成することを含む。
【０６６１】
　発光デバイス及びこれを作製し又は生産するための方法の例示的な実施形態が上記で詳
細に説明された。デバイス、コンポーネント、及び方法は、本明細書で説明される具体的
な実施形態に限定されないが、むしろ、デバイス、デバイスのコンポーネント、及び／又
は方法のステップは、本明細書で説明される他のデバイス、コンポーネント、及び／又は
ステップから独立して及び別々に使用されてもよい。さらに、説明されたデバイス、コン
ポーネント、及び／又は説明された方法ステップはまた、他のデバイス及び／又は方法と
組み合わせて定義し及び用いることができ、本明細書で説明される場合のデバイス及び方
法のみでの実施に限定されない。
【０６６２】
　開示は種々の具体的な実施形態を含むが、実施形態は、開示及び請求項の精神及び範囲
内での修正を伴って実施することができることを当業者は認識するであろう。
【０６６３】
　均等物
　当業者は、ルーチン実験を用いる程度で、本明細書で説明される特定の手順への多くの
均等物を認識する又は確かめることができるであろう。こうした均等物は、本発明の範囲
内となると考えられる。本発明の精神及び範囲から逸脱することなく本発明に種々の置換
え、変更、及び修正がなされてもよい。他の態様、利点、及び修正は本発明の範囲内であ
る。本出願は、本明細書で説明された具体的な実施形態のあらゆる適応又は変形をカバー
することを意図される。したがって、本開示は、請求項及びその均等物によってのみ制限
されることを意図される。
【０６６４】
　他に指定のない限り、明細書及び請求項で用いられる機能部のサイズ、量、及び物理的
特性を表わすすべての数は、「約」という用語によって修飾されるものとして理解される
。したがって、これに反する記載がない限り、上記の明細書及び付属の請求項に記載の数
値パラメータは、本明細書で開示された教示を用いる当業者によって得られることが求め
られる所望の特性に応じて変化することができる概算値である。これに反する記載がない
限り、すべての試験及び特性は、摂氏２５度の一定の周囲室温の下で電源投入されるとき
に（示されるときに）デバイス内の又は付近の摂氏２５度の周囲温度又は環境温度で測定
される。
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