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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　システムであって、
　フレネル構造のレンズ基板と、前記レンズ基板に光学的に接続され、電気が印加された
とき変化する屈折率を有する電気活性材料の層とを備えた、設計波長の光のための回折性
の第１の電気活性レンズを備え、
　前記レンズ基板は、
　　第１の複数のコンセントリック・リングによって定義される第１のゾーンと、ここで
、前記第１の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、前
記第１の複数のコンセントリック・リングの谷の底からの第１の最大径方向断面高さによ
って定義される、
　　第２の複数のコンセントリック・リングによって定義される第２のゾーンと、ここで
、前記第２の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、前
記第２の複数のコンセントリック・リングの谷の底からの第２の最大径方向断面高さによ
って定義される、を備え、
　前記第１のゾーンは、前記第２のゾーンよりも前記フレネル構造の中心により近く、
　前記第１の最大径方向断面高さは、前記第２の最大径方向断面高さよりも小さく、
　前記第１の最大径方向断面高さは、前記レンズ基板の材料の屈折率と前記電気活性材料
に電気が印加されている間の前記電気活性材料の屈折率との減算の結果によって除された
前記光の設計波長に対応する商の第１の整数倍に実質的に等しい、システム。
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【請求項２】
　前記第２の最大径方向断面高さは、前記レンズ基板の材料の屈折率と前記電気活性材料
に電気が印加されている間の前記電気活性材料の屈折率との減算の結果によって除された
前記光の設計波長に対応する商の第２の整数倍に実質的に等しい、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項３】
　前記回折性の第１の電気活性レンズは、前記回折性の第１の電気活性レンズが電力状態
にある場合の前記回折性の第１の電気活性レンズの第１の光路長と、前記回折性の第１の
電気活性レンズが電力状態にない場合の前記回折性の第１の電気活性レンズの第２の光路
長との差に実質的に等しい光路差を備える、
請求項２に記載のシステム。
【請求項４】
　前記フレネル構造の前記レンズ基板が、液晶に光学的に接続されている、請求項１に記
載のシステム。
【請求項５】
　前記フレネル構造の前記レンズ基板は、液晶で浸された第１の基板において形成される
、請求項１に記載のシステム。
【請求項６】
　前記フレネル構造の前記レンズ基板は、第２の基板とともに液晶を挟む第１の基板にお
いて形成される、請求項１に記載のシステム。
【請求項７】
　前記第１のゾーンは、前記第２のゾーンに隣接して配置される、請求項１に記載のシス
テム。
【請求項８】
　前記第１の電気活性レンズは、眼科レンズである、請求項１に記載のシステム。
【請求項９】
　カメラである請求項１に記載のシステム。
【請求項１０】
　プロジェクタである請求項１に記載のシステム。
【請求項１１】
　太陽集光器である請求項１に記載のシステム。
【請求項１２】
　第２の電気活性レンズを備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１３】
　屈折性の電気活性レンズを備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１４】
　流体レンズを備える請求項１に記載のシステム。
【請求項１５】
　前記第１の複数のコンセントリック・リングのうちの少なくとも１つが、丸められた外
側コーナを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１６】
　前記第１の複数のコンセントリック・リングのうちの少なくとも１つが、丸められた内
側コーナを有する、請求項１に記載のシステム。
【請求項１７】
　方法であって、
　　電気活性材料に光学的に接続されたフレネル構造のレンズ基板を備えた、設計波長の
光のための回折性の第１の電気活性レンズを備え、
　前記第１の電気活性レンズは、
　　第１の複数のコンセントリック・リングによって定義される第１のゾーンと、ここで
、前記第１の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、前
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記第１の複数のコンセントリック・リングの谷の底からの第１の最大径方向断面高さによ
って定義される、
　　第２の複数のコンセントリック・リングによって定義される第２のゾーンと、ここで
、前記第２の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、前
記第２の複数のコンセントリック・リングの谷の底からの第２の最大径方向断面高さによ
って定義される、
　を備え、
　　前記第１のゾーンは、前記第２のゾーンよりも前記フレネル構造の中心により近く、
　　前記第１の最大径方向断面高さは、前記第２の最大径方向断面高さとは異なり、前記
第２の最大径方向断面高さより小さい、
システムにおいて、
　前記回折性の第１の電気活性レンズの前記電気活性材料を、第１の屈折力に対応する第
１の電力状態から、前記第１の屈折力とは異なる第２の屈折力に対応する第２の電力状態
へスイッチングすることを備え、
　前記第１の最大径方向断面高さは、前記レンズ基板の材料の屈折率と前記電気活性材料
に電気が印加されている間の前記電気活性材料の屈折率との減算の結果によって除された
前記光の設計波長に対応する商の第１の整数倍に実質的に等しい、
方法。
【請求項１８】
　可変屈折力を有する電気活性レンズシステムであって、
　前記電気活性レンズシステムの前記可変屈折力を変化させるために可変屈折率を有する
電気活性材料と、
　屈折率を有し、前記電気活性材料と光学的に通信する基板と、
を備え、
　前記基板は、
　　回折性の構造を定義し、
　　第１の複数のリングと、ここで、前記第１の複数のリングにおける各リングは、前記
第１の複数のリングの谷の底からの第１の高さを有し、前記第１の高さは、第１の状態に
おける前記電気活性材料の第１の屈折率と第２の状態における前記電気活性材料の第２の
屈折率とにおける差に対する光の予め定められた波長の比の第１の整数倍におおよそ等し
い、
　　前記第１の複数のリングと同心的である第２の複数のリングと、ここで、前記第２の
複数のリングにおける各リングは、前記第２の複数のリングの谷の底からの第２の高さを
有し、前記第２の高さは、前記比の第２の整数倍におおよそ等しい、
を備え、
　前記第１の複数のリングは、前記第２の複数のリングよりも前記回折性の構造の中心に
より近く、
　前記第１の高さは、前記第２の高さよりも小さい、
電気活性レンズシステム。
【請求項１９】
　前記第１の複数のリング、および、前記第２の複数のリングにおける少なくとも一方に
おける少なくとも１つの同心的なリングは、丸められた外側のコーナ、または、丸められ
た内側コーナの少なくとも一方を有する、
請求項１８に記載の電気活性レンズシステム。
【請求項２０】
　前記第２の最大径方向断面高さは、前記レンズ基板の材料の前記屈折率と前記電気活性
材料に電気が印加されている間の前記電気活性材料の屈折率との減算の結果によって除せ
られた前記光の設計波長に対応する商の第２の整数倍に実質的に等しい、請求項１７に記
載の方法。
【請求項２１】
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　前記回折性の第１の電気活性レンズは、前記回折性の第１の電気活性レンズが電力状態
にある場合の前記回折性の第１の電気活性レンズの第１の光路長と、前記回折性の第１の
電気活性レンズが電力状態にない場合の前記回折性の第１の電気活性レンズの第２の光路
長との差に実質的に等しい光路差を有する、
請求項２０に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【関連出願に対する相互参照】
【０００１】
　本願は、２０１２年２月２７日に出願された係属中の米国仮特許出願６１／６０３，６
１５（代理人整理番号１１４９－２７０）に対する優先権を主張する。
【図面の簡単な説明】
【０００２】
　種々の広範な、可能性のある、実現性のある、および／または、有用性のある実施形態
が、典型的な添付図面を参照して、ここに提供された、いくつかの典型的な実施形態の、
限定しない、非網羅的な記載によって、より容易に理解されるであろう。
【図１】図１は、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図２】図２は、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図３ａ】図３ａは、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図３ｂ】図３ｂは、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図３ｃ】図３ｃは、フレネル・レンズの典型的な実施形態の部分断面図である。
【図４ａ】図４ａは、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図４ｂ】図４ｂは、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図５】図５は、フレネル・レンズの典型的な実施形態の断面図である。
【図６】図６は、情報デバイスの典型的な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】
【０００３】
　ある典型的な実施形態は、液晶に浸されたフレネル構造を利用した電気活性回折レンズ
を提供しうる。フレネル・レンズ構造は基板内に形成され、その後、基板の屈折率に等し
いまたは近い屈折率を有しうる非電力状態（unpowered state）において液晶によって浸
されうる。その上に第２の基板が配置され、２つの基板の間に液晶が挟まれる。
【０００４】
　液晶は非電力状態にあり、すなわち、電気が印加されておらず、液晶の屈折率は基板の
屈折率に実質的に等しいので、フレネル・レンズは、フレネル・レンズを通る光に対して
光学的な効果を有さない。すなわち、この構造は、あたかも、ガラスまたはプラスチック
の平坦な部分であるかのように振る舞いうる。しかしながら、液晶に電圧が加えられると
、液晶の屈折率は変化しうるものの、基板材料は変わらないので、フレネル構造はレンズ
として作用しうる。これによって、レンズは、電圧の印加によってオンされ、電圧の除去
によってオフされるようになりうる。液晶屈折率が、フレネル構造を構成している材料の
屈折率と異なるのであれば、このデバイスは、電気が印加されていない場合、屈折力（op
tical power）を有し、電気が印加されている場合、変動された屈折力を有しうる。
【０００５】
　このタイプのレンズ製造の一例は以下の通りである。プラスチック基板にフレネル構造
が成型されうる。フレネル構造の上に、例えばインジウム酸化スズのような透明な電導体
のコーティングが加えられうるか、および／または、電気回路の一方の側に接続されうる
。インジウム酸化スズの上に、例えば二酸化シリコンのような絶縁層が加えられ、二酸化
シリコン層の上に、アライメント層が加えられうる。アラインメント層は、ポリイミドで
ありうるか、および／または、分子をアライメントするために研磨されうる。これは、液
晶がアライメント層と接触した場合に、液晶上にアライメント・フォースを生成しうる。
第２の基板も、フレネル構造を持つ必要がないことを除いて、第１の基板と同じように取
り扱われうる。インジウム酸化スズの層が、電気回路の反対側に接続されうる。フレネル
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構造の上に液晶が堆積され、２つの基板が、ともに接合されうる。一般に矩形波であるＡ
Ｃ電圧が、レンズに印加され、オンされうる。ＡＣ電圧は一般的には、５０乃至１００Ｈ
ｚ、および／または、１０ボルトでありうる。電圧要件は、使用される液晶のレシピに基
づいて変動しうる。
【０００６】
　液晶レンズで使用されるフレネル構造を設計する場合、最大の光学パフォーマンスおよ
び効率を得るために、いくつかの設計ルールが利用される。重要な１つの設計ルールは、
液晶の厚みを最小化することである。液晶の厚みが増加すると、レンズのスイッチング速
度が低下するのみならず、電力要件が増加する。しかしながら、薄い層の液晶では、生成
されうる屈折力は制限されている。さらに、フレネル・レンズが従来方式で（つまり、空
気中で）使用される場合、空気は１の屈折率を有するので、ガラスまたはプラスチックで
あるレンズ材料と、それが動作している空気との間の屈折率差が極めて大きくなりうる。
例えば、レンズ材料が、１．６７の屈折率を有しているのであれば、０．６７の差ｎ（ｎ
＝屈折率）となるので、顕著な屈折力が生成されうる。しかしながら、液晶では、レンズ
材料と液晶との間の差は、一般に、０．２のようにはるかに小さいので、液晶に浸されて
いるフレネル・タイプの構造から、高い屈折力を得ることは、よりチャレンジングなこと
でありうる。有益なことは、電力消費を最小化し、スイッチング速度を最大化するため、
可能な限り薄い液晶の層を用いながら、より高い屈折力を有するレンズを生成することで
ある。いくつかの典型的な実施形態は、生成される屈折力の最大化を図りつつも、液晶の
量を最小化することでありうる。
【０００７】
　図１は、実質的に光学的に等価な従来式レンズと比較された、断面におけるフレネル・
レンズの基本概念を示す。従来の屈折レンズ５が、対応するフレネル・レンズ１０の上に
示されている。従来のレンズ５のセグメントは、垂線によって識別されるように、フレネ
ル・レンズにおいて実質的に光学的に再現される。（垂線は、従来のレンズのどの部分が
フレネル・レンズの対応する部分に関連付けられているのかを示すための識別目的のみの
ためである。）２つのセグメントが図示される。従来のレンズのセグメント１５は、実質
的に、フレネル・レンズ１０のセグメント２０において実質的に光学的に再現され、従来
のレンズ５におけるセグメント２５は、フレネル・レンズ１０のセグメント３０において
実質的に光学的に再現される。従来のレンズ５のすべてのセグメントは、フレネル・レン
ズ１０のセグメントにおいて、実質的に光学的に再現される。
【０００８】
　　図２は、寸法４５に示されるように、形成された構造の同じ高さを維持することが追
加された追加の設計ルールを用いた、実質的に光学的に等価なレンズと比較された、断面
におけるフレネル・レンズの基本概念を示す。この設計ルールは、レンズの光学効率を最
大化しうる。本明細書に開示された設計パラメータとともに、この設計ルールを利用する
ことによって、このタイプのレンズを、回折レンズとして分類することができる。これら
の一致した高さは、設計波長において、液晶による光波の遅れの整数倍として確立されう
る。例えば、設計波長が５５０ナノメータであり、液晶が、オフ状態からオン状態へ、屈
折率が１．７から１．５へ変化するのであれば、１波長の遅れは、２．７５ミクロン（す
なわち、０．５５０／（１．７－１．５）＝２．７５）の高さ４５を必要としうる。２波
長が、５．５ミクロンの高さ４５を必要としうる等でありうる（以下の表１のスプレッド
シートの例を参照方）。例えば、コレステリック液晶を用いた場合、このいくつかのバリ
エーションは、光の通常の極性における屈折率と、液晶の通常の屈折率と異常な屈折率と
の平均との間のデルタが、波長を除するための値として使用されるだろう。他のバリエー
ションは、そこから液晶の屈折率を引くために、屈折率の一方の値として液晶をサポート
している基板材料の屈折率を利用し、設計波長を除すべき値が導出される。液晶が電場に
さらされている場合、屈折率が、その電力状態へ変わりうるか、および／または、レンズ
の光路長が変動しうる。電場が除去されると、液晶は、非電力状態における屈折率に戻り
うるか、および／または、レンズの光路長が、非電力状態における長さに戻りうる。光路
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長のこれら２つの値の差分は、光路差すなわちＯＰＤ（optical path difference）とし
て知られている。本明細書において提供された典型的な方法、または、恐らくは、その他
のある数学的方法を用いてレンズが正しく設計されている場合、レンズのＯＰＤは、ＯＰ
Ｄを光の設計波長で除したものに対応する商が乗じられた整数倍でありうる。レンズはこ
の設計ルールを用いて設計されているので、リングは、中心から離れるほど、リングの幅
が小さくなりうる。図２に図示されるように、リング４０は中心からより離れているので
、リング３５は、リング４０よりも広い。すべてのリングが、同じ高さ４５を有しうる。
この設計ルールを用いると、所与の直径のレンズのための各特定高さで生成されうる屈折
力の大きさに対する制限があり、これによって、リング構造がより密になり、これ以上効
率的に機能することはない。リングがより密に詰められると、傾斜５０の角度が増加し、
ある点において、一致高さ設計ルールに未だに準拠する、完全に形成されたリング構造の
生成は、もはや可能ではないかもしれない。この問題に対する従来の解決策は、より高い
構造を用いることであるが、これを行うと、電力需要を増加させ、レンズ・スイッチング
速度をスロー・ダウンさせるだろう。これは、以下のパラグラフにおいて、より詳細に説
明される。
【表１】

【０００９】
　図３ａは、空気中で使用されるフレネル・レンズの例を断面において図示している。
【００１０】
　図３ｂは、液晶環境において使用されるフレネル・タイプのレンズの設計例を図示して
いる。のこぎり歯パターンの尖った先端および尖ったコーナは、半径をもって丸められて
いる。これによって、液晶は、より指向性に優れ、より乱れが少ない谷へと安定し、およ
び／または、頂点へのフェーズ・リセットが導入されるようになりうる。
【００１１】
　図３ｃは、図３ｂの丸められたコーナのプロファイル上に重ねあわされた図３ａの尖っ
たエッジのプロファイルを示し、これら２つの間の相違がより良好に例示される。明瞭さ
のために、図面は、プロファイルの右側にのみズームしている。
【００１２】
　図４ａは、図３ｃに図示された２つのプロファイルのズームされた断面を示す。寸法６
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０および７０は、尖ったコーナのリングの面幅を示し、寸法６５および７５は、丸められ
たコーナのリングの面幅を示す。尖ったコーナの面幅は、エッジに丸みが加えられていな
いので、丸められたコーナのリングよりも長さが大きい。丸められたリングは、レンズの
中心により近い場合、丸められたコーナを含む全体長さに対する面幅長さの比は、中心か
らさらに外側に向かうリングにおける比よりも大きい。リングが、レンズの中心からさら
に遠くなると、この比は、減少し続ける。
【００１３】
　図４ｂは、図４ａに記載されたイベントが生じた場合に、構造プロファイルに生じたも
のの所望されない結果を示す。開始リングの全体高さ８０は、中心からさらに遠く離れる
リングの全体高さ８５よりも大きい。リングの全体高さが、（図２で説明された）波長の
整数倍ルールから逸脱すると、レンズの回折効率が低下しうる。レンズの光学効率の損失
が犠牲にされうるのであれば、ある程度の相違は許容されうるが、あるポイントでは、レ
ンズ効率の損失は許容されない。
【００１４】
　コーナが丸められていない面幅長さに対する、コーナが丸められている面幅リングの全
体長さの比が、許容できないほど高くなるというこの問題を克服する従来の方法は、光の
波長の、より高い整数倍を用いて、より厚みのある液晶層を用いて開始することである。
しかしながら、こうすることは、スイッチング速度を低下させ、電力消費量を増加させう
る。
【００１５】
　図５は、図４ａおよび４ｂに記載された問題に対処して、より高い屈折力の可能性を提
供するが、液晶において、光波長のより高い整数倍の厚みを持つ中心リングで開始される
従来のアプローチで用いられるものと同じ液晶の量で、レンズに負荷をかける必要のない
、典型的なレンズの断面プロファイルを図示する。第１の２つのリング９０では、１光波
長設計高さが利用されうる。その後、中心からさらに離れたリングにおいて、光波長整数
倍設計ルールが、より大きな整数（この例では、２波長）にインクリメントされ、結果と
して得られる深さ１０５は、第１のリングのために選択された深さ１００の２倍の深さに
なりうる。丸められたコーナを持たないリング９０の面幅長さに対する、丸められたコー
ナを含むリングの面幅の全体長さの比が、リング９５の同じ比と比較された場合、この比
の変化は、図３および４に示されるほど大きくはない。面幅長さの比の変化が減少すると
、光波長の整数倍の設計ルールからの乖離が減少しうる。これは、中心からより離れたリ
ングの部分におけるレンズ効率の低下を減少および／または除去しうる。中心からさらに
離れたレンズ効率が維持され、追加の液晶の量は、レンズ全体にわたって設計高さが増加
されたとすれば利用される筈であった液晶の量よりも著しく低減されうる。その結果、ス
イッチング時間の低下が減少され、および／または、電力消費量の増加が減少しうる。
【００１６】
　ある典型的な実施形態では、リング９０の最大断面高さは、レンズ基板材料の屈折率と
、電気的な電力状態にある間の液晶の屈折率との減算の結果によって除された、光の予め
定められた波長の第１の整数倍に等しくなりうる。同様に、リング９５の最大径方向断面
高さは、レンズ基板材料の屈折率と、電気的な電力状態にある間の液晶の屈折率との減算
の結果によって除された、光の予め定められた波長の第２の（異なる）整数倍に実質的に
等しくなりうる。
【００１７】
　ある典型的な実施形態は、限定される訳ではないが、眼鏡、内部接眼レンズ、およびコ
ンタクト・レンズ、写真、プロジェクション・システム、リモート・センシング、太陽集
光器、軍事および環境的なイメージング、バイオ医療診断機器、セキュリティ・システム
、および／または、コンピュータ・ゲームを含む眼科用レンズのために使用されるレンズ
における応用を見い出しうる。ある典型的な実施形態は、任意の数の電気活性回折レンズ
を、互いに、１または複数の屈折型電気活性レンズと、１または複数の流体レンズと、お
よび／または、１または複数の従来式屈折レンズと組み合わせうる。
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【００１８】
　図６は、いくつかの動作可能な実施形態において、例えば、電気活性レンズのコントロ
ーラを備えうる情報デバイス６０００の典型的な実施形態のブロック図である。情報デバ
イス６０００は、多くの変換回路の何れかを備えうる。これらは、例えば、１または複数
のネットワーク・インタフェース６１００、１または複数のプロセッサ６２００、命令群
６４００を含む１または複数のメモリ６３００、１または複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）デ
バイス６５００、および／または、Ｉ／Ｏデバイス６５００に接続された１または複数の
ユーザ・インタフェース６６００のような多くの通信的に、電気的に、磁気的に、光学的
に、流体的に、および／または、機械的に接続された物理的な構成要素のうちの何れかに
よって形成されうる。
【００１９】
　ある典型的な実施形態では、ユーザは、例えばグラフィック・ユーザ・インタフェース
のような１または複数のユーザ・インタフェース６６００によって、製品、サービス、方
法、ユーザ・インタフェース、および／または、本明細書に記載された情報の何れかを調
査、設計、モデリング、創作、開発、構築、製造、動作、維持、格納、マーケティング、
販売、配信、選択、指定、要求、指示、受信、返信、評価、および／または推奨すること
に関連する情報のレンダリングを見ることができうる。
【００２０】
　いくつかの典型的な実施形態は、回折性の第１の電気活性レンズを、第１の屈折力に対
応する第１の電力状態から第１の屈折力とは異なる第２の屈折力に対応する第２の電力状
態へスイッチすることを備えうる動作、および／または、これに関連しうる動作のために
適合された、および／または、その結果得られる、システム、マシン、デバイス、製造品
、回路、合成物、および／または、ユーザ・インタフェース、および／または、そのため
のマシン実行可能な命令群を備えるマシン読取可能な媒体および／または方法を提供しう
る。
【００２１】
　いくつかの典型的な実施形態は、フレネル構造を備える回折性の第１の電気活性レンズ
を備えるシステムを提供しうる。回折性の第１の電気活性レンズは、第１の複数のコンセ
ントリック・リングによって定義される第１のゾーンと、ここで、第１の複数のコンセン
トリック・リングからの各コンセントリック・リングは、第１の最大径方向断面高さによ
って定義される；および／または、第２の複数のコンセントリック・リングによって定義
される第２のゾーンと、ここで、第２の複数のコンセントリック・リングからの各コンセ
ントリック・リングは、第２の最大径方向断面高さによって定義される。第１の最大径方
向断面高さは、第２の最大径方向断面高さとは異なる。ここで、第１の最大径方向断面高
さは、光の、予め定められた波長の第１の整数倍に実質的に等しい。第１の最大径方向断
面高さは、回折性の第１の電気活性レンズの光学経路差へ分割された光の予め定められた
波長に対応する商の第１の整数倍に実質的に等しい。第２の最大径方向断面高さは、前述
した商の第２の整数倍に実質的に等しい。この第１の最大径方向断面高さは、レンズが電
力状態にある場合に対応する回折性の第１の電気活性レンズの第１の光学経路長さと、レ
ンズが電力状態にない場合に対応する、レンズの第２の光学経路長さとの差へ分割された
、光の予め定められた波長に対応する商の第１の整数倍に実質的に等しい。第２の最大径
方向断面高さは、この商の第２の整数倍に実質的に等しい。フレネル・レンズは、第１の
基板において形成される。フレネル構造が、液晶に光学的に接続される。フレネル・レン
ズは、液晶で浸された第１の基板において形成される。フレネル・レンズは、第２の基板
とともに液晶を挟む第１の基板において形成される。第１の部分が、第２の部分に隣接し
て配置される。第１の電気活性レンズは、眼科用レンズであり、システムは、カメラであ
り、システムは、プロジェクタであり、システムは、太陽集光器であり、システムは、第
２の電気活性レンズを備え、システムは、屈折性の電気活性レンズを備え、システムは、
流体レンズを備え、システムは、従来の屈折性のレンズを備え、第１の複数のコンセント
リック・リングのうちの少なくとも１つが、丸められた外側コーナを有し、および／また



(9) JP 6077017 B2 2017.2.8

10

20

30

40

50

は、第１の複数のコンセントリック・リングのうちの少なくとも１つが、丸められた内側
コーナを有する。
【００２２】
　（定義）　
　本明細書において以下の用語が名詞として使用される場合、同伴する定義が当てはまる
。これらの用語および定義は、先入観無しで示され、本願およびその優先権を主張するあ
らゆる出願との一貫性を有し、本願の係属中の補正によってこれら用語を再定義する権利
が維持される。その優先権を主張するあらゆる特許の請求項を解釈する目的のために、そ
の特許におけるおのおのの定義は、明確であり、その定義を外れる主題の明白な否定とし
て機能する。
【００２３】
　１つ　－少なくとも１つ。
【００２４】
　収差－複数の光線があたる例えばレンズおよび／およびミラーのような光学構成要素に
おける１または複数の制限および／または欠陥。このような制限および／または欠陥は、
例えば、光学構成要素が、１または複数の球面のように、完全に平面ではない１または複
数の表面を備えることによって、１つの焦点に収斂することを阻止する。
【００２５】
　～にわたって　－ある側から別の側まで。
【００２６】
　動作　－アクション、作用、ステップ、および／または、プロセス、またはそれらの一
部。
【００２７】
　適合された　－適切な、適合する、および／または、指定された機能を実行することが
可能な。
【００２８】
　アダプタ　－装置またはシステムの１または複数の部分の異なるパーツ間の動作的な互
換性を有効にするために使用されるデバイス。
【００２９】
　隣接した　－近接した、近くの、隣の、および／または、接近した。
【００３０】
　アライン　－別のものに対して適切な方向および／または位置へ実質的に調節すること
。
【００３１】
　および／または　－連携して、または、その代わり、のうちの何れか。
【００３２】
　装置　－特定の目的のための器具またはデバイス。
【００３３】
　関連付ける　－結合すること、ともに連結すること、および／または、関連付けること
。
【００３４】
　において　－の中で、の上で、および／または、近くで。
【００３５】
　少なくとも　－～よりも少なくない。恐らくは、～よりも多い。
【００３６】
　自動的　－ユーザによる影響および／または制御と本質的に独立した方式で、情報デバ
イスによって実行される。例えば、自動的な光スイッチは、人がマニュアルで光スイッチ
を動作することなく、その「視界」に人を「見る」とオンされうる。
【００３７】
　光のビーム　－ソースから放射される光の射出。
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【００３８】
　ブール論理　－論理演算用の完全なシステム。
【００３９】
　ボーダ　－目標物の外端、表面、および／または、範囲に隣接して配置および／または
位置される。
【００４０】
　境界－　（名詞）バウンダリ、限界、および／または、その延長範囲、（動詞）範囲を
制限すること。
【００４１】
　バス　－複数の回路間の共通の接続をなす電導体。
【００４２】
　～によって　－使用および／または支援によって、および／または、使用および／また
は支援を用いて。
【００４３】
　カメラ　－レンズとともにアパチャを有する遮光性のエンクロージャを備えるデバイス
。目標物の静止画および／または動画がレンズによって焦点され、感光性フィルム、プレ
ート、テープ、および／または、電気的および／または光学的なメモリ・デバイス（例え
ば、ＲＡＭ、ＥＥＰＲＯＭ、フラッシュ・メモリ、磁気ディスク、光ディスク等）に接続
されたセンサに記録される。
【００４４】
　できうる　－少なくともいくつかの実施形態において、可能である。
【００４５】
　引き起こす　－もたらす、誘発する、促す、導入する、引き出す、理由となる、結果と
なる、および／または、もたらす。
【００４６】
　変更　－（動詞）違うようにさせる。（名詞）変更または修正の動作、処理、および／
または、結果。
【００４７】
　回路　－コンテキストに依存して、電導経路、情報送信メカニズム、および／または、
通信接続、経路、メカニズム、および／または、スイッチング・デバイス（例えば、スイ
ッチ、リレー、トランジスタ、および／または、論理ゲート等）によって確立された接続
；および／または、電導経路、情報送信メカニズム、および／または、通信接続、経路、
メカニズム、および／または、ネットワークによって構成されていないが、ネットワーク
に接続された対応するエンド・システム間において、ネットワークによって構成された２
またはそれ以上のスイッチング・デバイスを介して確立された接続；を備える物理的なシ
ステム。
【００４８】
　協調する　－個別におよび／または競合することなく、ともに、および／または、調和
して作業、動作、および／または機能する。
【００４９】
　備える　－含むが、以下に続くものに限定されない。
【００５０】
　備えている　－限定することなく含んでいる。
【００５１】
　同心的な　－共通の重心軸を持っていること。
【００５２】
　導体　－電気活性材料へ電圧を印加するように適合された電導材料および／または構成
要素。
【００５３】
　構成する　－特定の用途または状況のために適切にするか、または、適合させること。
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【００５４】
　接続する　－ともに連結または固定すること。
【００５５】
　接触する　－物理的に触れること、および／または、ともに一緒になること。
【００５６】
　含んでいる　－限定されずに含んでいる。
【００５７】
　隣接している　－近隣にある、および／または、隣接している。
【００５８】
　コントローラ　－１または複数の予め定められたタスクおよび／またはユーザが定義し
たタスクを実行するためのマシン読取可能な命令群のセットまたはデバイス。コントロー
ラは、ハードウェア、ファームウェア、および／またはソフトウェアのうちの何れか１つ
または組み合わせを備えうる。コントローラは、タスク（単数または複数）を実行するた
めに、機械的な、空気的な、水力的な、電気的な、磁気的な、光学的な、情報的な、化学
的な、および／または、生物学的な原理、信号、および／または、入力を利用しうる。い
くつかの実施形態では、コントローラは、実行可能な手順および／または情報デバイスに
よる使用のための情報を操作、分析、修正、変換、送信することによって、および／また
は、この情報を出力デバイスへルーティングすることによって、この情報に作用しうる。
コントローラは、中央処理ユニット、ローカル・コントローラ、遠隔コントローラ、並列
コントローラ、および／または、分散型コントローラ等でありうる。コントローラは、カ
リフォルニア州サンタ・クラーラのインテル社によって製造されたペンティアム（登録商
標）ＩＶシリーズのマイクロプロセッサや、イリノイ州ショームバーグのモトローラから
のＨＣ０８シリーズのような汎用マイクロプロセッサでありうる。別の実施形態では、コ
ントローラは、本明細書に開示された実施形態のうちの少なくとも一部をハードウェアお
よび／またはファームウェアで実施するように設計されたフィールド・プログラマブル・
ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）または特定用途向け集積回路（ＡＳＩＣ）でありうる。
【００５９】
　従来の　－一般的な取り決め、使用、および／または慣行に基づいて、または、したが
って。慣行的な。確立された慣行、および／または、容認された規格に一致する。および
／または、伝統的な。
【００６０】
　変換する　－変形させる、適合させる、および／または、変更する。
【００６１】
　コーナ　－２つの線、表面、またはエッジが出会い、角度を形成する位置。
【００６２】
　対応する　－関連する、関連付けられた、同伴する、目的および／または位置が類似し
ている、すべての観点において一致している、および／または、価値、量、大きさ、品質
、および／または、程度において等価および／または一致している。
【００６３】
　結合する　－機械的、流体的、音響的、電気的、磁気的、および／または、光学的等の
アプローチを含む任意の既知のアプローチによって、連結、接続、および／または、リン
クすること。
【００６４】
　結合可能な　－ともに連結、接続、および／またはリンクされることが可能な。
【００６５】
　カップリング　－ある方式でリンクすること。
【００６６】
　生成する　－もたらす。
【００６７】
　断面　－軸に対して直角に、目標物を面切断することによって形成される断面。
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【００６８】
　データ　－情報の個別の部分であって、通常は、特別なまたは予め定められた方式でフ
ォーマットされるか、および／または、概念を表現するように構成されるか、および／ま
たは、情報デバイスによる処理のために適した形式で表現される。
【００６９】
　データ構造　－データが効率的に操作されるようになるデータの収集の構成、および／
または、特定のデータ操作機能をサポートするように設計されたデータ要素間の論理関係
。データ構造は、データ構造の特性を記述するためのメタ・データを備えうる。データ構
造の例は、アレイ、辞書、グラフ、ハッシュ、ヒープ、リンクされたリスト、行列、オブ
ジェクト、キュー、リング、スタック、ツリー、および／または、ベクトルを含みうる。
【００７０】
　定義する　－その概要、形式、および／または構造を確立すること。
【００７１】
　配置する　－置く、敷設する、位置させる、および／または、下に設置する。および／
または、締める、固定する、および／または、固めること。
【００７２】
　判定する　－一般的に、調査、理由付け、および／または、計算によって、発見する、
取得する、計算する、決定する、推論する、確信する、および／または、結論付けること
。
【００７３】
　デバイス　－マシン、製造品、および／または、これらの集合。
【００７４】
　異なる　－本質においておよび／または品質的に、違っていること、相違していること
、および／または、別個であること。
【００７５】
　回折　－光線が、連続的な不透明および透明なエッジによって形成されたエッジを通過
する際に曲がること。
【００７６】
　デジタル　－非アナログおよび／または離散的。
【００７７】
　分岐する　－共通のポイントからの別方向に進むまたは延びること。
【００７８】
　おのおの　－個々に考慮されるグループのうちのそれぞれ１つ。
【００７９】
　電気的な　－電気によって動力供給された。
【００８０】
　電気的に　－電気に関連する、電気によって生成する、電気によって動作される。
【００８１】
　電気的に結合された　－その間の電気の流れを可能にするように適合された方式で接続
された。
【００８２】
　電気活性　－材料の電気的および／または電子的な状態とさまざまな特性との間の相互
作用に関連し、および／または、材料に電場および／または磁場を加えることによって、
材料のいくつかの特性を修正することによって動作する構成要素、デバイス、システム、
および／または、処理を含む技術のブランチ。この技術のサブ・ブランチは、限定される
訳ではないが、電気光学を含んでいる。
【００８３】
　電気活性素子　－例えば、電気アクティブ・フィルタや、リフレクタや、レンズや、シ
ャッタや、液晶制動装置や、アクティブ（つまり、非パッシブ）極性フィルタや、電気活
性アクチュエータによって移動可能な電気活性素子や、および／または、電気活性アクチ
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ュエータによって移動可能な従来のレンズのような電気活性効果を利用する構成要素。
【００８４】
　電気光学　－材料の電磁気的（光学的）状態と電気的（電子的）状態との間の相互作用
に関連し、および／または、材料に電場を加えることによって、材料の光学特性を修正す
ることによって動作する構成要素、デバイス、システム、および／または、処理を含む技
術のブランチ。
【００８５】
　電極　－電子および／またはイオンを放出および／または収集し、および／または、電
極に電場が加えられるにことによって、その動きを制御する電導素子。
【００８６】
　放射する　－放出する、発射する、および／または、照らすこと。
【００８７】
　等しい　－実質的に同じ。
【００８８】
　推定　－（名詞）実際の値を概算する計算値。
【００８９】
（動詞）おおよそ、および／または、一時的に計算、および／または、判定すること。
【００９０】
　エッチング　－例えば酸の作用のような化学作用によって（例えば、金属、ガラス等の
ような）材料の表面を摩減させること。
【００９１】
　場　－領域内のすべてのポイントにおいて決定された値を有する、例えば、重力または
電磁気力または流体圧力のような物理特定によって特徴付けられる空間領域。
【００９２】
　第１の　－セットのうち、最初に引用された要素。
【００９３】
　平坦な　－実質的に平坦な大きな面を有しているか、および／または、厚みまたは深さ
に関して相対的に広い面を有している。
【００９４】
　浸す　－沈める、満たす、および／または、オーバフローさせる。
【００９５】
　流体　－気体および／または液体。
【００９６】
　形成する　－製造する、作成する、創生する、生成する、構築する、および／または、
具体化すること。
【００９７】
　フレネル・レンズ　－セグメント・レンズからなるコンセントリック・リングを備える
薄い光学レンズ。
【００９８】
　～から　－ソースを示すために使用される。
【００９９】
　生成する　－創生する、製造する、生み出す、および／または、生じさせる。
【０１００】
　勾配　－可変量の距離に対する変化率。
【０１０１】
　グリッド　－現実的または概念的である、ラインからなるネットワークであって、互い
に交差して、一連の規則的な形状を形成する。
【０１０２】
　触覚的な　－人間の筋運動的な移動感覚、および／または、人間の接触感覚を含む。多
くの潜在的な触感的な経験の中には、多数の感覚、体の位置の違いによる感覚、非視覚的
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、非音響的、および非嗅覚的な方式で少なくとも部分的に知覚される時間ベースの感覚の
変化があり、これらは、触覚的なタッチ（タッチしている）、アクティブンなタッチ、把
握、圧力、摩擦、牽引、スリップ、伸張、力、トルク、インパクト、パンクチャ、振動、
動き、加速、ジャーク、パルス、方位、手足位置、重力、テクスチャ、ギャップ、休み、
粘性、痛み、むずがゆさ、湿気、温度、熱伝導率、および、熱容量からなる経験を含んで
いる。
【０１０３】
　有する　－限定されることなく含んでいる。
【０１０４】
　高さ　－１次元に沿った、ものの範囲の尺度。
【０１０５】
　ヒューマン・マシン・インタフェース　－ユーザに情報を提供するため、および／また
は、ユーザおよび／またはユーザ・インタフェースから情報を受信するために適合された
ソフトウェアおよび／またはハードウェア。
【０１０６】
　照明する　－光を提供するおよび／または光で照らす。
【０１０７】
　衝突する　－接触および／または攻撃する。
【０１０８】
　含んでいる　－限定することなく含んでいる。
【０１０９】
　屈折率　－物質を通過する光波を減速させる物質の程度の尺度。物質の屈折率は、その
物質中の速度に対する、真空中の光速の比に等しい。その値は、光が、物質に入る場合ま
たは出る場合に、屈折される範囲を決定する。
【０１１０】
　インジウム酸化スズ　－インジウム（ＩＩＩ）酸化物（Ｉｎ２０３）およびスズ（ＩＶ
）酸化物（Ｓｎ０２）の固溶体であって、一般には、重量で９０％のＩｎ２０３および１
０％のＳｎ０２であって、一般には、薄い層において透明および無色であって、電磁気ス
ペクトルの赤外領域において、金属状のミラーとして作用しうる。これは、電気伝導度お
よび光学的な透明性により、透明な電導性酸化物として広く用いられている。インジウム
酸化スズの薄膜は、最も一般的には、電子ビーム蒸発法、物理的気相成長法、および／ま
たは、一連のスパッタ堆積技法によって、表面上に体積される。
【０１１１】
　個々に　－別個のエンティティの、または、別個のエンティティに関連して。
【０１１２】
　情報デバイス　－例えば汎用コンピュータおよび／または特別目的コンピュータのよう
なデータおよび／または情報を処理することが可能な任意のデバイスであって、例えば、
パーソナル・コンピュータ、ワークステーション、サーバ、ミニコンピュータ、メインフ
レーム、スーパ・コンピュータ、コンピュータ端末、ラップトップ、ウエアラブル・コン
ピュータ、および／または、情報携帯端末（ＰＤＡ）、モバイル端末、Ｂｌｕｅｔｏｏｔ
ｈ（登録商標）デバイス、コミュニケータ、「スマート」フォン（例えば、ｉＰｈｏｎｅ
のような、および／または、Ｔｒｅｏのようなデバイス）、メッセージング・サービス（
例えば、Ｂｌａｃｋｂｅｒｒｙ）受信機、ページャ、ファクシミリ、セルラ電話、従来型
電話、電話デバイス、プログラムされたマイクロプロセッサまたはマイクロコントローラ
および／または周辺集積回路素子、ＡＳＩＣまたはその他の集積回路、ディスクリート素
子回路のようなハードウェア電子論理回路、および／または、ＰＬＤ、ＰＬＡ、ＦＰＧＡ
、またはＰＡＬ等のようなプログラマブル論理回路等でありうる。一般に、本明細書に記
載された方法、構造、および／または、グラフィック・ユーザ・インタフェースのうちの
少なくとも一部を実現することができる有限状態マシンが存在するいずれのデバイスも、
情報デバイスとして使用されうる。情報デバイスは、例えば、１または複数のネットワー
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ク・インタフェース、１または複数のプロセッサ、命令群を含む１または複数のメモリ、
および／または、１または複数の入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス、Ｉ／Ｏデバイスに接続
された１または複数のユーザ・インタフェース等のような構成要素を備えうる。
【０１１３】
　初期化する　－使用および／またはある将来のイベントのために、何かを準備すること
。
【０１１４】
　内側　－中心および／または中央に対して、他のものよりも近いこと。
【０１１５】
　入力／出力（Ｉ／Ｏ）デバイス　－情報デバイスへ入力を提供する、および／または、
情報デバイスから出力を受信するように適用された任意のデバイス。例は、オーディオ、
ビジュアル、触覚型、嗅覚的、および／または、味指向的なデバイスを含み、これらは例
えば、モニタ、ディスプレイ、プロジェクタ、オーバヘッド・ディスプレイ、キーボード
、キーパッド、マウス、トラックボール、ジョイスティック、ゲームパッド、ホイール、
タッチパッド、タッチ・パネル、ポインティング・デバイス、マイクロホン、スピーカ、
ビデオ・カメラ、カメラ、スキャナ、プリンタ、スイッチ、リレー、触覚式デバイス、バ
イブレータ、触覚式シミュレータ、および／または、触覚式パッドを含んでおり、潜在的
に、Ｉ／Ｏデバイスが取り付けられるか、または接続されうるポートを含んでいる。
【０１１６】
　インストールする　－使用のための場所に接続または設定し、準備すること。
【０１１７】
　命令群　－ハードウェア、ファームウェア、および／または、ソフトウェアとして実現
されうる指示であって、予め定められた物理的な回路を生成および／または維持すること
によって、特定の動作および／または機能を実行するように適用された指示。
【０１１８】
　絶縁すること　－電流の流れに対し実質的な抵抗を有していること。
【０１１９】
　整数　－正の整数｛１，２，３，・・・｝、負の整数｛－１，－２，－３，・・・｝、
およびゼロ｛０｝からなるセットのメンバ。
【０１２０】
　層　－連続的で、比較的薄い材料、領域、地層、コース、薄片、コーティング、および
／または、１または複数の機能を有するシート。一定の厚みを有する必要はない。
【０１２１】
　レンズ　－しばしばガラスおよび／またはプラスチックである透明な物質の一部であっ
て、２つの対向する面を有する。これらは、ともに曲面であるか、一方が曲面であり他方
が平面であり、光線の収斂および／または焦点を変化させるための光学デバイスにおいて
、および／または、光を伝達し、光を、屈折、集光、および／または、分岐させるように
適用された光学デバイスにおいて使用される。レンズは、例えば、光景レンズ、内部接眼
レンズ、および／または、コンタクト・レンズのような眼科レンズになりうる。
【０１２２】
　光　－約３００ナノメータから約１０００ナノメータの範囲内の波長を有する電磁放射
。この範囲は、例えば約４００ｎｍから約７００ｎｍへ、近赤外から、長波長を通って遠
赤外へ、および／または、紫外線からＸ線および／またはガンマ線へのような、範囲内の
任意およびすべての値およびサブ範囲を含む。
【０１２３】
　光源　－印加された電流に対応する光を放射するように適応されたデバイス。
【０１２４】
　液体　－流れるのが容易な特性を示す物体であって、分散する傾向はほとんどまたはま
ったく無く、比較的高い非圧縮性を有し、ポンプアップ可能、および／または、フロー可
能なスラリーおよび／または懸濁液を含む。
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【０１２５】
　液晶　－原子または分子が１次元または２次元の何れかにおいて規則的に配置している
さまざまな液体のうちの何れか。その規則は、例えば、異方性散乱のように、水晶に関連
付けられた光学特性を生ぜしめる。
【０１２６】
　位置する　－特定のスポット、領域、および／または位置に、配置、設定、発見、およ
び／または、位置される。
【０１２７】
　論理ゲート　－１または複数の論理入力に対して論理演算を実行すること、および、物
理的に明示される単一の論理出力を生成することのために適応された物理デバイス。出力
はまた論理レベル値であるので、１つの論理ゲートの出力は、１または複数のその他の論
理ゲートの入力に接続され、このような組み合わせによって、複雑な動作が実行されうる
。通常実行されるロジックは、ブール論理で実行され、デジタル回路において最も一般的
に見い出される。論理ゲートの最も一般的な実施は、レジスタ、トランジスタ、および／
または、ダイオードを用いたエレクトロニクスに基づいており、このような実施は、しば
しば、集積回路（別名、ＩＣ、マイクロ回路、マイクロチップ、シリコン・チップ、およ
び／または、チップ）の形態で大規模アレイにおいて見られる。しかしながら、真空管、
電磁気学（例えば、リレー）、力学（例えば、ギヤ）、流体工学、光学、化学反応、およ
び／または、分子スケールにおけるものを含むＤＮＡに基づいて動作する論理ゲートを生
成することが可能である。電子的に実現された各論理ゲートは一般に、２つの入力と１つ
の出力を有する。これらおのおのは、論理レベル、または、一般には電圧によって物理的
に表される状態を有する。任意の所定の瞬間において、すべての端末は、異なる電圧レベ
ルによって表される２つのバイナリ論理状態のうちの１つ（「偽」（「低」または“０”
としても知られている）または「真」（「高」または“１”としても知られている）にあ
り、端末の論理状態は、変動することがあり、回路がデータを処理すると、一般にしばし
ば変動する。したがって、各電子論理回路は、一般に、正しい出力電圧を達成するために
電流をソースおよび／またはシンクできるように、電力を必要とする。一般に、マシン実
行可能な命令群は、究極的には、“０”および／または“ｌ”のバイナリ値へ符号化され
、一般には、例えば「レジスタ」のようなメモリ・デバイス内および／またはメモリ・デ
バイス上に書き込まれる。メモリ・デバイスは、このバイナリ値を、例えば、電圧、電流
、電荷、位相、圧力、重さ、高さ、張力、レベル、ギャップ、位置、速度、運動量、力、
温度、極性、磁場、磁力、帯磁方向、反射率、分子結合、分子量等のようなメモリ・デバ
イスの物理特性の変化として記録する。典型的なレジスタは、合計８「ビット」（１バイ
ト）を符号化し、値“０１１０１１００”を格納しうる。ここで、“０”または“１”で
ある各値は、「ビット」と呼ばれる（そして、８ビットは、集合的に「バイト」と呼ばれ
る）。バイナリ・ビットは、２つの異なる値のうちの１つのみ（“０”または“１”の何
れか）しか有さないので、ビットを示すために、２つの飽和状態間をスイッチングするこ
とができる任意の物理媒体が使用されうる。したがって、バイナリ・ビットを示すことが
できる任意の物理システムは、数的な量を示し、潜在的には、符号化された特定のマシン
実行可能な命令群によって、これらの数字を操作しうる。これが、デジタル・コンピュー
ティングの基礎となる基本概念のうちの１つである。レジスタおよび／またはゲート・レ
ベルでは、コンピュータ自体は、“０”および“１”を数字としてではなく、一般に、（
電子工学的に実行可能なコンピュータの場合）電圧レベルとして取り扱い、例えば、約＋
３ボルトといった高電圧は、“１”または「論理的に真」を示し、約０ボルトといった低
電圧は、“０”または「論理的に偽」（または、回路がどのように設計されているかに依
存して、その逆）を示しうる。これら高電圧および低電圧（または、実施の特性に依存し
て、その他の物理特性）は、一般に、一連の論理ゲートへ供給され、ここでは、正しい論
理設計によって、符号化された特定のマシン実行可能な命令群によって指定される物理的
な結果および論理的な結果が生成される。例えば、符号化が計算を必要とするのであれば
、論理ゲートは、符号化の最初の２ビットをともに加え、結果“１”（“０”＋“１”＝
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“１”）を生成し、その後、この結果を、その後の検索および読取のために別のレジスタ
に書き込む。あるいは、符号化が、ある種のサービスを必要とするのであれば、論理ゲー
トは、必要とされたサービスを開始するために別の論理ゲートをトリガするその他の別の
レジスタにアクセスまたは書き込みをしうる。
【０１２８】
　論理的　－概念的な表現。
【０１２９】
　マシン実行可能な命令群　－例えば情報デバイスのようなマシンに対して、特定の物理
回路を形成することによって、１または複数の特定の動作、演算、および／または機能を
実行させるように適合された指示。「プロセッサ」、「カーネル」、「オペレーティング
・システム」、「プログラム」、「アプリケーション」、「ユーティリィティ」、「サブ
ルーチン」、「スクリプト」、「マクロ」、「ファイル」、「プロジェクト」、「モジュ
ール」、「ライブラリ」、「クラス」、および／または「オブジェクト」等と呼ばれるエ
ンティティをしばしば形成しうるこれら指示は、ハードウェア、ファームウェア、および
／またはソフトウェアにおいて、マシン・コード、ソース・コード、オブジェクト・コー
ド、コンパイル・コード、アセンブル・コード、インタプリタブル・コード、および／ま
たは、実行可能コード等として具体化および／または符号化されうる。
【０１３０】
　マシン読取可能な媒体　－例えば、情報デバイス、コンピュータ、マイクロプロセッサ
、および／または、コントローラ等のようなマシンからの物理構造が、１または複数のマ
シン実行可能な命令群、データ、および／または情報を格納および／または取得しうる。
例は、メモリ・デバイス、パンチ・カード、自動ピアノ・スクロール等を含みうる。
【０１３１】
　マッチさせる　－２またはそれ以上の値、エンティティ、および／または、エンティテ
ィのグループ間の一致を、ミラーする、似させる、調和させる、適合させる、対応させる
、および／または、判定させる。
【０１３２】
　材料　－物質および／または組成。
【０１３３】
　最大　－最も大きな程度。
【０１３４】
　しうる　－少なくともいくつかの実施形態において、することを可能とされる、および
／または、許可される。
【０１３５】
　メモリ・デバイス　－マシン実行可能な命令群、データ、および／または、情報を、ア
ナログ・フォーマットおよび／またはデジタル・フィーマットで、しばしば永久的に格納
することができる装置。例は、少なくとも１つの不揮発性メモリ、揮発性メモリ、レジス
タ、リレー、スイッチ、ランダム・アクセス・メモリＲＡＭ、読取専用メモリＲＯＭ、フ
ラッシュ・メモリ、磁気媒体、ハード・ディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁
気テープ、光学媒体、光ディスク、コンパクト・ディスクＣＤ、デジタル・バーサタイル
・ディスクＤＶＤ、および／または、レイド・アレイ等を含む。メモリ・デバイスは、プ
ロセッサに接続され、および／または、例えば、本明細書に開示された実施形態にしたが
って、プロセッサによって実行可能であるように適合された命令群を格納および提供しう
る。
【０１３６】
　方法　－主題が別の状態または物に変換される場合、および／または、特定の装置に結
び付けられる場合に実行される１または複数の動作。１または複数の動作は、基本原理で
はなく、基本原理のすべての使用を占有している訳でもない。
【０１３７】
　多くの　－１より多くの。
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【０１３８】
　ネットワーク　－通信可能に接続された複数のノード、通信デバイス、および／または
、情報デバイス。これらノードおよび／またはデバイスは、ネットワークを経由して、例
えば、電話線、送電線、光ファイバ、ラジオ波、および／または、光ビーム等のようなさ
まざまな有線媒体および／または無線媒体によってリンクされ、（例えば、プリンタおよ
び／またはメモリ・デバイスのような）リソースの共有、ファイルの交換、および／また
は、その間の電子通信が可能とされる。ネットワークは、例えば、回路切替、公衆切替、
パケット交換、無接続、無線、仮想、ラジオ、データ、電話、ツイスト・ペア、ＰＯＴＳ
、非ＰＯＴＳ、ＤＳＬ、セルラ、テレコミュニケーション、ビデオ配信、ケーブル、ラジ
オ、地上、マイクロ波、ブロードキャスト、衛星、ブロードバンド、企業、グローバル、
国、地域、広域、バックボーン、パケット交換ＴＣＰ／ＩＰ、ＩＥＥＥ８０２．０３、イ
ーサネット（登録商標）、高速イーサネット、トークン・リング、ローカル・エリア、広
域、ＩＰ、公衆インターネット、イントラネット、プライベート、ＡＴＭ、ウルトラ・ワ
イド・バンド（ＵＷＢ）、Ｗｉ－Ｆｉ、ＢｌｕｅＴｏｏｔｈ（登録商標）、空港、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１、ＩＥＥＥ８０２．１１ａ、ＩＥＥＥ８０２．１１ｂ、ＩＥＥＥ８０２．
１　ｌｇ　、Ｘ－１０、電力、３Ｇ、４Ｇ、マルチ・ドメイン、および／または、マルチ
・ゾーン・サブ・ネットワークおよび／またはプロトコル、１または複数のインターネッ
ト・サービス・プロバイダ、１または複数のネットワーク・インタフェース、および／ま
たは、例えばローカル・エリア・ネットワーク等にダイレクトに接続されていないゲート
ウェイ、ルータ、および／または、スイッチのような１または複数の情報デバイス、およ
び／または、これらの等価物のような種々様々なサブ・ネットワークおよび／またはプロ
トコルのうちの何れかでありうるか、および／または、これらを利用しうる。
【０１３９】
　ネットワーク・インタフェース　－情報デバイスをネットワークに結合することが可能
な任意の物理的および／または論理的なデバイス、システム、および／またはプロセス。
典型的なネットワーク・インタフェースは、電話、セルラ電話、セルラ・モデム、電話デ
ータ・モデム、ファックス・モデム、無線トランシーバ、通信ポート、イーサネット・カ
ード、ケーブル・モデム、デジタル加入者線インタフェース、ブリッジ、ハブ、ルータ、
またはその他類似のデバイス、このようなデバイスを管理するためのソフトウェア、およ
び／または、このようなデバイスの機能を提供するためのソフトウェアを備える。
【０１４０】
　オーバラップしない　－その部分の上に及んでいないこと、または、カバーしていない
こと。
【０１４１】
　オフセット　－所与のポイントまたはエリアの近くであるが、所与のポイントまたはエ
リアから識別可能な位置にあること。
【０１４２】
　眼科の　－目の、および／または、目に関連する。
【０１４３】
　対向する　－反対の。逆の。２つの相補的または相互に排他的な物のうちの他方。反対
側に配置または位置された。対照的に。釣り合って。および／または、その他別のものと
向かい合って、および／または、互いに向かい合って。
【０１４４】
　光学的な　－光、視野、および／または、視覚的表現の、または、これらに関連する。
【０１４５】
　外側の　－中心および／または中央からの別のものより遠い。
【０１４６】
　オーバラップ　－その部分の上に及ぶこと、および、その部分をカバーしていること。
【０１４７】
　パケット　－例えばデジタル・パケット交換ネットワークのようなネットワーク内、お
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よび／または、ネットワークを介して、送信のために特定の手法で体系化されたデータの
バンドルのための一般的な用語。送信されるべきデータと、例えば、宛先アドレスような
ある制御情報とを備えている。
【０１４８】
　知覚可能な　－人間の感覚によって知覚することができる。
【０１４９】
　垂直　－実質的に直角に交差するか、実質的な直角を形成する。および／または、軸に
対して実質的に直角。
【０１５０】
　フェーズ　－連続状態および／または発振および／または反復システムのサイクル、固
定基準点、別のシステムの状態、および／または、別のシステムのサイクルの間の時間関
係。
【０１５１】
　フォトリソグラフィ　－例えば予め設計された構造パターンおよび／または回路パター
ンのようなパターンに感光性物質を露出し、基板の露出された部分または露出されていな
い部分を化学的にエッチングすることによって金属箔、流体回路、および／または、プリ
ント回路が生成されるプロセス。
【０１５２】
　光子　－光および／またはその他の電磁放射の量子量を表わす粒子。この粒子は、ゼロ
の静止質量を有し、放射の周波数に比例するエネルギーを運ぶ。
【０１５３】
　物理的　－有形的、現実的、および／または、実体的。
【０１５４】
　物理的に　―存在する、生じる、発生する、動作する、および／または、有形的、現実
的、および／または、実体的な方式で動作すること。
【０１５５】
　複数の　－複数および／または１より多い状態。
【０１５６】
　ポイント　－（名詞）地理的に記述されたセットにおける少なくとも２次元体系および
／または要素において定義された物理的および／または論理的な位置、および／または、
時間軸および非時間軸を有する測定値または測定値の表現。（動詞）その位置および／ま
たは方向を示すこと。
【０１５７】
　部分　－一部、構成要素、セクション、パーセンテージ、比、および／または、大きな
全体よりも少ない量。視覚的、物理的、および／または、仮想的に、識別可能および／ま
たは識別不能でありうる。
【０１５８】
　ポジション　－配置する、または位置させること。
【０１５９】
　パワー　－ビジョン・システム、目、レンズ、および／または、レンズ支援された目の
、屈折、拡大、識別、収斂、および／または、分岐のための能力の尺度。および／または
、例えば、実効的な、等価な、屈折光学の、焦点の、屈折の、表面の、および／または、
両眼転導的なパワーを称する一般用語。
【０１６０】
　プレ　－前もっておよび／または先行して生じた動作に先行する接頭辞。
【０１６１】
　予め定められた　－前もって確立された。
【０１６２】
　確率　－　発生の可能性を示す量的表現。
【０１６３】
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　プロセッサ　－ハードウェア、ファームウェア、および／または、ソフトウェアを利用
するマシンであって、特定の物理回路を形成する複数の論理ゲートで動作するブール論理
によって、マシン実行可能な命令群のセットによって定義された特定のタスクを実行する
ように物理的に適合されたマシン。プロセッサは、タスク（単数または複数）を実行する
ために、機械的な、空気的な、水力的な、電気的な、磁気的な、光学的な、情報的な、化
学的な、および／または、生物学的な原理、メカニズム、改造、信号、入力、および／ま
たは、出力を利用しうる。いくつかの実施形態では、プロセッサは、情報を操作し、分析
し、修正し、および／または、変換することによって、情報に対してアクションし、この
情報を、マシン実行可能な命令群および／または情報デバイスによる使用のために送信す
るか、および／または、この情報を出力デバイスへルーティングする。プロセッサは、中
央処理ユニット、ローカル・コントローラ、遠隔コントローラ、並列コントローラ、およ
び／または、分散コントローラ等として動作しうる。もしもそうではないのであれば、プ
ロセッサは、例えばカリフォルニア州サンタクラーラのインテルによって製造されたペン
ディアム・ファミリのマイクロプロセッサのようなマイクロプロセッサおよび／またはマ
イクロコントローラのような汎用デバイスでありうる。いくつかの実施形態では、プロセ
ッサは、そのハードウェアおよび／またはファームウェアにおいて、本明細書に開示され
た実施形態のうちの少なくとも一部を実行するように設計された例えば特定用途向け集積
回路（ＡＳＩＣ）またはフィールド・プログラマブル・ゲート・アレイ（ＦＰＧＡ）のよ
うな専用目的デバイスでありうる。プロセッサは、コントローラ上に存在することができ
、コントローラの機能を使うことができる。
【０１６４】
　プログラムによって　－プログラムおよび／または命令群に関連して、または、プログ
ラムおよび／または命令群を有することに関連して。
【０１６５】
　プロジェクトする　－計算する、推定する、または予測する。
【０１６６】
　プロジェクタ　－光のビームを投影するため、および／または、画像をスクリーンおよ
び／または他の面に投影するためのデバイス。
【０１６７】
　提供する　－与える、供給する、付与する、および／または、利用可能にする。
【０１６８】
　径方向の　－共通の中心から放射しているもの、および／または、共通の中心へと集ま
るものに関し、および／または、そのように構成されている、あまたはそのように放射し
ている部分を有しているか、特徴付けられる。
【０１６９】
　受信する　－信号として受け取る、得る、獲得する、および／または、取得すること。
【０１７０】
　推奨する　－示唆する、称賛する、推薦する、および／または、保証すること。
【０１７１】
　低減する　－より少なく、および／または、より小さくする、および／または、より小
さくなること。
【０１７２】
　屈折性の　－光または音波のような波が、１つの媒体から、光密度の異なる別の媒体を
通過した場合における曲がりおよび／または屈め。
【０１７３】
　レンダする　－物理的に、化学的に、生物学的に、電子工学的に、電気的に、磁気的に
、光学的に、音響的に、流体的に、および／または、機械的等に、例えば、データ、コマ
ンド、テキスト、グラフィック、オーディオ、ビデオ、アニメーション、および／または
、ハイパーリンク等として、例えば、視覚、音響、および／または、触覚等の手段、およ
び／または、例えば、ディスプレイ、モニタ、電子ペーパ、眼球インプラント、内耳イン
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プラント、スピーカ、バイブレータ、シェーカ、フォース・フィードバック・デバイス、
スタイラス、ジョイスティック、ステアリング・ホイール、グローブ、ブロワ、ヒータ、
クーラ、ピン・アレイ、触覚タッチスクリーン等による描写によって、人間に知覚可能な
形式に情報を変換すること。
【０１７４】
　繰り返し　－再三。反復して。
【０１７５】
　要求する　－～を所望していることを示す、および／または、～を求める。
【０１７６】
　リング　－ループの外部にある固定ラインの周囲に、閉ループ（例えば、楕円、円、不
規則な曲線、多角形等）を回転させることによって生成されたものとして推測されうる実
質的に環状の物体。
【０１７７】
　丸められた　－曲げられ、孤状にされ、および／または、平坦ではない表面を有するこ
と。
【０１７８】
　挟む　－配置されるものに相違する２つの間に配置すること。
【０１７９】
　シーン　－動作が生じる場所、および／または、興味のある物体が存在する場所。視覚
者によって見られるもの。および／または、景色および／または眺め。
【０１８０】
　第２の　－第１の要素に続くセットの、引用された要素。
【０１８１】
　選択する　－代案から選ぶまたは選択すること。
【０１８２】
　分離された　－接触していない、および／または、何かによって離されている。
【０１８３】
　サーバ　－情報デバイスおよび／または情報デバイスで動作するプロセス。すなわち、
ネットワークに通信可能に接続された少なくとも１つの他の情報デバイスのため、および
／または、ネットワークに通信可能に接続された別の情報デバイスで動作する少なくとも
１つのプロセスのために、ネットワークに通信可能に接続されるように適合され、少なく
とも１つのクライアントのために少なくとも１つのサービスを提供するように適合されて
いる。１つの例は、ファイル・サーバである。これは、ローカル・ドライブを有しており
、このドライブにおけるファイルを読み出したり、このドライブにファイルを書き込んだ
り、および／または、このドライブのファイルを管理するとの遠隔クライアントからの要
求に対してサービスする。別の例は、電子メール・サーバである。これは、電子メール・
メッセージを受け取り、一時的に格納し、中継し、および／または、配信する少なくとも
１つのプログラムを提供する。さらに別の例は、データベース・サーバである。これは、
データベース・クエリを処理する。さらにまた別の例はデバイス・サーバである。これは
、例えば、情報デバイス、プリンタ、モデム、スキャナ、プロジェクタ、ディスプレイ、
照明、カメラ、防犯設備、接近リーダ、カード・リーダ、キオスク、ＰＯＳ／小売設備、
電話システム、居住設備、ＨＶＡＣ設備、医療機器、実験装置、産業設備、工作機械、ポ
ンプ、ファン、電動部、スケール、プログラマブル・ロジック・コントローラ、センサ、
データ・コレクタ、アクチュエータ、アラーム、アナンシエータ、および／または、入力
／出力デバイス等のようなデバイスおよび／または共有物理リソースの、ネットワーク化
されたおよび／またはプログラム可能な、制御、管理、モニタリング、および／または、
アクセスを提供する。
【０１８４】
　セット　－関連する複数。
【０１８５】
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　シグナル　－（動詞）通信する。（名詞）例えば、空気、水力、音響、流体、機械、電
気、磁気、光学、化学のような物理的変数、および／または、例えば、電力、エネルギ、
圧力、流量、粘性、密度、トルク、衝撃、力、周波数、位相、電圧、電流、抵抗、起磁力
、磁界強度、磁束、磁束密度、磁気抵抗、透磁率、屈折率、光学的波長、極性、反射率、
透過率、位相シフト、濃度、および／または、温度のような生物学的変数における１また
は複数の自動検出可能なバリエーション。動作のためのマシン実行可能な命令群、および
／または、１または複数の文字、ワード、キャラクタ、シンボル、信号フラグ、ビジュア
ル表示、および／または、例えば予めアレンジされた意味を有する特別な音のような情報
を符号化しうる。コンテキストに依存して、信号および／またはここで符号化された情報
は、同期的に、非同期的に、ハード・リアル・タイムで、ソフト・リアル・タイムで、非
リアル・タイムで、連続的に生成され、連続的に変動し、アナログで、個別に生成され、
個別に変動し、量子化され、デジタルであり、ブロードキャストされ、マルチキャストさ
れ、ユニキャストされ、送信され、伝送され、受信され、連続的に測定され、個別に測定
され、処理され、符号化され、暗号化され、多重化され、変調され、拡散され、逆拡散さ
れ、復調され、検出され、逆多重化され、解読され、および／または、復号等されうる。
【０１８６】
　太陽集光器　－太陽の強度を高め、それを、ソーラ・パネルのソーラ・セルへ向けるデ
バイス。
【０１８７】
　立体角　－共通点において交差する３またはそれ以上の平面によって形成される３次元
の角度。その大きさは、単位のない尺度であるステラジアンで測定される。円錐の頂点の
ように、空間のコーナ、立体角を形成する。頂点においてすべて交差する円錐の丸められ
た平滑面を形成する無限数の平面が想像されうる。立体角は、一般に、光測光において使
用される。
【０１８８】
　特別目的コンピュータ　－複数の論理ゲートを有するプロセッサ・デバイスを備えるコ
ンピュータおよび／または情報デバイス。これによって、これら論理ゲートのうちの少な
くとも一部は、特定のマシン実行可能な命令群をプロセッサによって実行することにより
、例えば、電圧、電流、電荷、位相、圧力、重量、高さ、張力、レベル、ギャップ、位置
、速度、運動量、力、温度、極性、磁界、磁力、帯磁方向、反射率、分子結合、分子量等
のような少なくとも１つの物理的および測定可能な特性における変化を経験する。これに
よって、特定のマシン実行可能な命令群を、論理ゲートの特定の構成および特性（単数ま
たは複数）にダイレクトに結び付ける。電子コンピュータのコンテキストでは、論理ゲー
トにおけるこのようなおのおのの変化は、特定の電気回路を生成し、これによって、特定
のマシン実行可能な命令群を、その特定の電子回路にダイレクトに結び付ける。
【０１８９】
　特別目的プロセッサ　－複数の論理ゲートを有するプロセッサ・デバイス。これによっ
て、これら論理ゲートのうちの少なくとも一部は、特定のマシン実行可能な命令群をプロ
セッサによって実行することにより、例えば、電圧、電流、電荷、位相、圧力、重量、高
さ、張力、レベル、ギャップ、位置、速度、運動量、力、温度、極性、磁界、磁力、帯磁
方向、反射率、分子結合、分子量等のような少なくとも１つの物理的および測定可能な特
性における変化を経験する。これによって、特定のマシン実行可能な命令群を、論理ゲー
トの特定の構成および特性（単数または複数）にダイレクトに結び付ける。電子コンピュ
ータのコンテキストでは、論理ゲートにおけるこのようなおのおのの変化は、特定の電気
回路を生成し、これによって、特定のマシン実行可能な命令群を、その特定の電子回路に
ダイレクトに結び付ける。
【０１９０】
　球状の　－球の形状に類似した形状を有すること、および／または、それに関連するこ
と。
【０１９１】
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　状態　－条件の質的および／または量的な記述。
【０１９２】
　格納する　－データを、一般にメモリに、配置、保持、および／または、維持すること
。
【０１９３】
　構造　－特定の手法でともに維持および／または配置された多くの部品から構成される
もの。
【０１９４】
　実質的に　－大部分および／または大程度。
【０１９５】
　基板　－根本をなす、および／または、構造的にサポートしている材料、領域、ベース
、層、コース、薄片、コーティング、および／または、シート。
【０１９６】
　十分に　－予め定められた結果を達成するために必要な程度。
【０１９７】
　サポート　－特に下部から、その重さを支えること。
【０１９８】
　表面　－物体の外側境界、および／または、このような境界を構成する、および／また
は、似せている材料層。
【０１９９】
　スイッチ　－（名詞）回路を開き、および／または、閉じ、電気的な経路を完成し、お
よび／または、遮断し、および／または、経路および／または回路を選択する機械的、電
気的、および／または、電子的なデバイス。（動詞）１または複数の回路を形成し、開き
、および／または、閉じること。電気的および／または情報的な経路を形成し、完成し、
および／または、遮断する。電気的に活性化することと、非活性化することとを交互させ
ること。複数の利用可能な経路および／または回路から経路および／または回路を選択す
ること。および／または、ネットワークにおいて（または複数のネットワーク間で）、個
別の送信経路セグメント間の接続を確立すること。（名詞）スイッチするために適合され
た、例えば、機械的、電気的、および／または、電子的なデバイスのような物理的なデバ
イス。
【０２００】
　スイッチ　－（動詞）１または複数の回路を形成し、開き、および／または、閉じるこ
と。電気的および／または情報的な経路を形成し、完成し、および／または、遮断するこ
と。複数の利用可能な経路および／または回路から経路および／または回路を選択するこ
と。および／または、ネットワークにおいて（または複数のネットワーク間で）、個別の
送信経路セグメント間の接続を確立すること。（名詞）スイッチするために適合された、
例えば、機械的、電気的、および／または、電子的なデバイスのような物理的なデバイス
。
【０２０１】
　スイッチ　－オンおよび／またはオフすること。
【０２０２】
　システム　－メカニズム、デバイス、マシン、製造物品、プロセス、データ、および／
または、命令群の集合。この集合は、１または複数の特定の機能を実行するために設計さ
れている。
【０２０３】
　～へ　－目的を表現するために使用されるために適合された前置詞。
【０２０４】
　変形する　－測定可能な状態で変化すること。外形、本質、および／または、特性を形
成すること。
【０２０５】
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　送信する　－信号として送ること。提供する、与える、および／または、供給する。
【０２０６】
　透明な　－クリアな。入射光を、実質的な部分を吸収することも、反射することもなく
、伝送することによって特徴付けられる。および／または、後方または後ろに位置する物
体がはっきりと見えるように、その物質を通過する光線の特性を有すること。
【０２０７】
　ユニークな　－個別に、別個に。
【０２０８】
　ユーザ・インタフェース　－ユーザへ情報をレンダリングする、および／または、ユー
ザからの情報を要求する任意のデバイス。ユーザ・インタフェースは、テキスト形式、グ
ラフィック形式、オーディオ、ビデオ、アニメーション、および／または、触覚式の要素
のうちの少なくとも１つを含む。テキスト形式の要素は、例えば、プリンタ、モニタ、デ
ィスプレイ、プロジェクタ等によって提供されうる。グラフィック形式の要素は、例えば
、モニタ、ディスプレイ、プロジェクタ、および／または、例えば、光、フラグ、ビーコ
ン等のような視覚的な指示デバイスによって提供されうる。オーディオ要素は、例えば、
スピーカ、マイクロホン、および／または、その他の音生成および／または受信デバイス
によって提供されうる。ビデオ要素またはアニメーション要素は、例えば、モニタ、ディ
スプレイ、プロジェクタ、および／または、その他の視覚的なデバイスによって提供され
うる。触覚式の要素は、例えば、超低周波数スピーカ、バイブレータ、触覚刺激部、触覚
式パッド、シミュレータ、キーボード、キーパッド、マウス、トラックボール、ジョイス
ティック、ゲームパッド、ホイール、タッチパッド、タッチ・パネル、ポインティング・
デバイス、および／または、その他の触覚型のデバイス等によって提供されうる。ユーザ
・インタフェースは、例えば１または複数の文字、数字、シンボル等のような１または複
数のテキスト要素を含みうる。ユーザ・インタフェースは、例えば、画像、写真、図面、
アイコン、ウィンドウ、タイトル・バー、パネル、シート、タブ、ドロワ、行列、テーブ
ル、フォーム、カレンダ、外観図、フレーム、ダイアログ・ボックス、静止テキスト、テ
キスト・ボックス、リスト、ピック・リスト、ポップ・アップ・リスト、プル・ダウン・
リスト、メニュー、ツール・バー、ドック、チェック・ボックス、ラジオ・ボタン、ハイ
パーリンク、ブラウザ、ボタン、コントロール、パレット、プレビュー・パネル、カラー
・ホイール、ダイヤル、スライダ、スクロール・バー、カーソル、ステータス・バー、ス
テッパ、および／または、プログレス・インジケータ等のような１または複数のグラフィ
ック要素を含みうる。テキスト要素および／またはグラフィック要素は、外観、背景色、
背景スタイル、境界スタイル、境界厚み、前景色、フォント、フォント・スタイル、フォ
ント・サイズ、アライメント、行間隔、インデント、最大データ長、検証、クエリ、カー
ソル・タイプ、ポインタ・タイプ、自動サイジング、位置、および／または次元等の選択
、プログラミング、調節、変更、指定等のために使用されうる。ユーザ・インタフェース
は、例えば、音量制御や、ピッチ制御や、速度制御や、音声選択や、および／または、オ
ーディオ再生、速度、一時停止、早送り、早戻し等を制御する１または複数の要素のよう
な１または複数のオーディオ要素を含みうる。ユーザ・インタフェースは、例えば、ビデ
オ再生、速度、一時停止、早送り、早戻し、ズーム・イン、ズーム・アウト、回転、およ
び／または、チルト等を制御する１または複数の要素のような１または複数のビデオ要素
を含みうる。ユーザ・インタフェースは、例えば、アニメーション再生、一時停止、早送
り、早戻し、ズーム・イン、ズーム・アウト、回転、チルト、色、強度、速度、周波数、
外観等を制御する要素のような１または複数のアニメーション要素を含みうる。ユーザ・
インタフェースは、例えば、触覚的な刺激、力、圧力、振動、動き、変位、温度等を利用
する要素のような１または複数の触覚型要素を含みうる。
【０２０９】
　可変焦点　－指定された１つの目における調節可能な焦点品質を有する。
【０２１０】
　変動する　－その１または複数の特性および／または属性を変化、変更、および／また
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は、修正すること。
【０２１１】
　～によって　－～によって、および／または、利用することによって。
【０２１２】
　電圧　－（別名、「電位差」および「起電力」）電気回路の任意の２つの導電体間の電
位の差および／または量であって、ボルト（Ｖ）の符号が付された数字で表され、電気回
路における２点間における、符号が付された差として測定され、これら２点間における抵
抗（オーム）によって除された場合、オームの法則にしたがって、これら２点間の電流を
アンペアで与える。
【０２１３】
　波面　－実質的に予め定められた時間において、実質的に波と同じように影響を受ける
ポイントを含む面。
【０２１４】
　波長　－波の２つの隣接するピークまたは頂点の距離。
【０２１５】
　重み　－重要度を示す値。
【０２１６】
　場合　－時に、および／または、その期間中。
【０２１７】
　ここで　－それに関して、および、それに加えて。
【０２１８】
　とともに　－～によって同伴される。
【０２１９】
　ゾーン　－独特な特徴および／または特性によって、隣接する部分から区別されるエリ
アおよび／または領域。
【０２２０】
　（注記）　
　記載された主題を当業者によって実施させるために、実質的におよび具体的に、現実的
かつ典型的なさまざまな実施形態が、もしあれば、発明者（単数または複数）によって知
られたベスト・モードを含めて、テキスト形式および／またはグラフィック形式で説明さ
れる。本ドキュメントが当業者に読まれることによって、本明細書に記載された１または
複数の実施形態の、多くの可能なバリエーション（例えば、変形、増強、追加、改良、お
よび／または、補強等）、詳細（例えば、種、態様、ニュアンス、および／または、加工
等）、および／または、等化物（例えば、代用品、交換、結合、および／または、代替等
）が、当業者の専門知識および／または知見の全体に依存して、過剰な実験を経ることな
く、明らかになりうる。発明者（単数または複数）は、当業者が、このようなバリエーシ
ョン、詳細、および／または、等化物を適切に実施することを期待している。したがって
、発明者（単数または複数）は、記載された主題が、本明細書に具体的に記載されたもの
とは異なって実現されることを意図している。したがって、法律によって許可されている
ように、記載された主題は、記載された主題のすべてのバリエーション、詳細、および等
価物を含む。さらに、法律によって許可されているように、本明細書に記載された特性、
特徴、動作、実体、および／または、構成要素のあらゆる組み合わせ、および、そのすべ
ての可能なバリエーション、詳細、および等価物は、もしも本明細書に明確に示されても
おらず、明確におよび具体的に放棄されてもおらず、あるいは、コンテキストによって明
確に否定されてもいないのであれば、記載された主題によって包含されている。
【０２２１】
　本明細書に記載された任意およびすべての例、または、典型的な用語（例えば、「～の
ような」）を用いることは、単に、１または複数の実施形態をより良く例示することが意
図されているのであって、別に述べられていないのであれば、記載された何れの主題の範
囲に制限を課すものではない。本明細書に記載されているどの用語も、記載された何れの
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主題も、記載された主題の実行に不可欠であるとして示していると解釈されるべきではな
い。
【０２２２】
　したがって、本ドキュメントの任意の部分（例えばタイトル、技術分野、背景技術、概
要、詳細説明、要約、図面等）の内容に関わらず、何れかの請求項に関して、例えば、明
示的な定義、主張、または議論によって明確に反対のことが述べられていないのであれば
、または、コンテキストによって明確に否定されていないのであれば、本ドキュメント、
および／または、何れかのドキュメントの何れかの請求項が、その優先権を主張している
かに関わらず、および、最初から示されているか否かに関わらず、
　記載された任意の特定の特性、機能、動作、実体、または構成要素を含めること、任意
の特定の動作のシーケンス、任意の特定の実体の組み合わせ、または、任意の特定の要素
の相互関係に対する要件は無く、
　記載されたどの特性、機能、動作、実体、または構成要素も「本質的」であることは無
く、
　記載された任意の２またはそれ以上の実態が、混合、結合、反応、分割、および／また
は、分離されることができ、
　記載された何れの特性、機能、動作、実体、および／または、構成要素も、統合、分離
、および／または、複製されることができ、
　記載された何れの動作も、マニュアルで、半自動的に、および／または、自動的に実行
されることができ、
　記載された何れの動作も、反復されることができ、何れの動作も、複数のエンティティ
によって実行されることができ、および／または、何れの動作も、複数の管轄で実行され
ることができ、および、
　記載された何れの特性、機能、動作、実体、および／または、構成要素も、具体的に排
除されることができ、動作のシーケンスは変わることがあり、および／または、構成要素
の相互関係も変わることがありうる。
【０２２３】
　“ａ”、“ａｎ”、「前記」、“ｔｈｅ”、および／または、（特に、本明細書に表さ
れている何れかの請求項のコンテキスト、または、その優先権を主張している何れかのド
キュメントにおいて）さまざまな実施形態を記載しているコンテキストにおける類似の指
示語は、ここで示されていないか、あるいは、コンテキストによって明確に否定されてい
ないのであれば、単数形と複数形との両方をカバーするものと解釈されるべきである。
【０２２４】
　用語「備える」、「有する」、「含む」、および「包含する」は、特に注記されていな
いのであれば、オープン・エンドな用語（すなわち、「含んでいるが、それに限定されな
い」ことを意味する）として解釈されるべきである。
【０２２５】
　本明細書において、任意の数値または範囲が記載されている場合、別のことが明確に述
べられていないのであれば、その数値または範囲は概算である。本明細書における値の範
囲の列挙は、別のことが示されていないのであれば、単に、この範囲内にある各個別の値
を個々に参照する簡便な方法として役立つことが意図されており、各個別の値、および、
このような個別の値によって定義された各個別のサブ範囲が、あたかも個々に列挙されて
いるかのように、明細書内に表されるものとして組み込まれ、明確に示唆されている。例
えば、たとえ暗黙的であっても、１乃至１０の範囲が記載されており、その他が記載され
ていないのであれば、その範囲は、例えば、１．１，２．５，３．３３５，５，６．１７
９，８．９９９９等のように、その間のすべての値を必然的に含んでおり、例えば、１乃
至３．６５，２．８乃至８．１４，１．９３乃至９等のように、その間のすべてのサブ範
囲を含んでいる。
【０２２６】
　本明細書に記載された、または、請求項に示される何れかのフレーズ（すなわち、１ま
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たは複数の単語）に、図面の要素番号が続く場合、その要素番号は、典型的であり、詳細
説明および請求項の範囲に対して非限定的である。
【０２２７】
　本ドキュメントまたはその優先権を主張する何れのドキュメントの請求項も、「～する
手段」という正確なフレーズに動名詞が続かないのであれば、３５　ＵＳＣ　１１２の第
６パラグラフを引用することは意図されていない。
【０２２８】
　本明細書において参照によって組み込まれている何れの資料（例えば、米国特許、米国
特許出願、書籍、記事等）における何れの情報も、このような情報と、本明細書に記載さ
れたその他の文および図面との間にコンフリクトが存在しない限りは、法律によって許可
される範囲を可能にする最大限まで、その全体が本明細書において参照によって組み込ま
れている。本明細書において何れかの無効な請求項をもたらすであろうコンフリクトを含
んでいるか、または、その優先権を要求しているような、コンフリクトが存在するイベン
トでは、これら資料における何れかのコンフリクト情報は、本明細書では参照によって特
に組み込まれない。
【０２２９】
　本ドキュメント内、および、それに関連するあらゆる特許出願（その優先権を主張して
いる任意の特許出願を含む）の審査中、権利主張されている何れの主題に対する参照も、
その時に係属中でありその特定の時点においてのみ権利主張されている主題の正確な用語
を参照することが意図されている。
【０２３０】
　したがって、本ドキュメントの何れかの部分（例えば、タイトル、技術分野、背景技術
、概要、詳細説明、要約、図面等）、および、本明細書で使用されているフレーズの与え
られた定義は、本質的に例示的であるとみなされ、限定的と見なされるべきではない。本
ドキュメントに基づいて発生するあらゆる特許のあらゆる請求項によって保護される主題
の範囲は、本ドキュメントのコンテキストによって通知されているように、その請求項（
およびその法律的に等価なすべて）の正確な文言と、その請求項で用いられているフレー
ムの与えられた定義とによってのみ定義され、制限される。
　以下に、出願当初の特許請求の範囲に記載された発明を付記する。
［Ｃ１］
　システムであって、
　フレネル構造を備えた回折性の第１の電気活性レンズを備え、前記第１の電気活性レン
ズは、
　　第１の複数のコンセントリック・リングによって定義される第１のゾーンと、ここで
、前記第１の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、第
１の最大径方向断面高さによって定義される、
　　第２の複数のコンセントリック・リングによって定義される第２のゾーンと、ここで
、前記第２の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、第
２の最大径方向断面高さによって定義される、を備え、
　前記第１の最大径方向断面高さは、前記第２の最大径方向断面高さとは異なる、システ
ム。
［Ｃ２］
　前記第１の最大径方向断面高さは、光の予め定められた波長の第１の整数倍に実質的に
等しい、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ３］
　前記第１の最大径方向断面高さは、前記回折性の第１の電気活性レンズの光学経路差へ
分割された、光の予め定められた波長に対応する商の第１の整数倍に実質的に等しく、
　前記第２の最大径方向断面積高さは、前記商の第２の整数倍に実質的に等しい、Ｃ１に
記載のシステム。
［Ｃ４］
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　前記第１の最大径方向断面高さは、前記第１の電気活性レンズが電力状態にある場合に
対応する前記第１の電気活性レンズの第１の光学経路長さと、前記第１の電気活性レンズ
が電力状態にない場合に対応する前記第１の電気活性レンズの第２の光学経路長さとの差
へ分割された、光の予め定められた波長に対応する商の第１の整数倍に実質的に等しく、
　前記第２の最大径方向断面積高さは、前記商の第２の整数倍に実質的に等しい、Ｃ１に
記載のシステム。
［Ｃ５］
　前記フレネル・レンズが、第１の基板において形成される、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ６］
　前記フレネル構造が、液晶に光学的に接続されている、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ７］
　前記フレネル・レンズは、液晶で浸された第１の基板において形成される、Ｃ１に記載
のシステム。
［Ｃ８］
　前記フレネル・レンズは、第２の基板とともに液晶を挟む第１の基板において形成され
る、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ９］
　前記第１のゾーンは、前記第２のゾーンに隣接して配置される、Ｃ１に記載のシステム
。
［Ｃ１０］
　前記第１の電気活性レンズは、眼科レンズである、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ１１］
　カメラであるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１２］
　プロジェクタであるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１３］
　太陽集光器であるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１４］
　第２の電気活性レンズを備えるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１５］
　屈折性の電気活性レンズを備えるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１６］
　流体レンズを備えるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１７］
　従来式の屈折レンズを備えるＣ１に記載のシステム。
［Ｃ１８］
　前記第１の複数のコンセントリック・リングのうちの少なくとも１つが、丸められた外
側コーナを有する、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ１９］
　前記第１の複数のコンセントリック・リングのうちの少なくとも１つが、丸められた内
側コーナを有する、Ｃ１に記載のシステム。
［Ｃ２０］
　方法であって、
　システムにおいて、
　フレネル構造を備えた回折性の第１の電気活性レンズを備え、前記第１の電気活性レン
ズは、
　　第１の複数のコンセントリック・リングによって定義される第１のゾーンと、ここで
、前記第１の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、光
の予め定められた波長の第１の整数倍に実質的に等しい最大径方向断面高さによって定義
される、
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　　第２の複数のコンセントリック・リングによって定義される第２のゾーンと、ここで
、前記第２の複数のコンセントリック・リングからの各コンセントリック・リングは、光
の予め定められた波長の第２の整数倍に実質的に等しい最大径方向断面高さによって定義
される、
　　前記第１の整数倍は、前記第２の整数倍とは異なり、
　　前記回折性の第１の電気活性レンズを、第１の屈折力に対応する第１の電力状態から
、前記第１の屈折力とは異なる第２の屈折力に対応する第２の電力状態へスイッチングす
ることと、を備える方法。

【図１】 【図２】

【図３ａ】



(30) JP 6077017 B2 2017.2.8

【図３ｂ】
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【図５】

【図６】
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