
JP 2010-517069 A 2010.5.20

(57)【要約】
　光学素子５０；７２ａ乃至７２ｄ；８０；９０は、第
１光学部材１；５１；８６；９３；１０１であって、前
記第１光学部材の第１面３に少なくとも１つの窪み２ａ
乃至２ｆ；２０；２５；３０；３５；４０；５７ａ乃至
５７ｃ；１００を備える第１光学部材と、前記第１光学
部材１；５１；８６；９３；１０１の前記第１面３に取
り付けられる第２光学部材５；５２；８７ａ乃至８７ｃ
；９４；１０４であって、本質的に、前記第１光学部材
の前記少なくとも１つの窪み２ａ乃至２ｆ；２０；２５
；３０；３５；４０；５７ａ乃至５７ｃ；１００に適合
する第２光学部材５；５２；８７ａ乃至８７ｃ；９４；
１０４とを持つ。前記光学素子は、前記第１光学部材と
前記第２光学部材との間の境界面における少なくとも１
つの反射器（９及び１０；５５ａ乃至５５ｃ；８５ａ乃
至８５ｃ；９２ａ乃至９２ｅ）であって、前記少なくと
も１つの窪みに配置される少なくとも１つの反射器を更
に有する。前記反射器（９及び１０；５５ａ乃至５５ｃ
；８５ａ乃至８５ｃ；９２ａ乃至９２ｅ）は、前記第１
光学部材と前記第２光学部材との間に形成される空隙８
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学素子であって、前記光学素子に埋め込まれる少なくとも１つの反射器を持つ光学素
子を製造する方法であって、
　少なくとも第１面であって、前記少なくとも第１面に形成される構造部を備える少なく
とも第１面を持つ第１光学部材を設けるステップであって、前記構造部の少なくとも一部
が、前記面の隣接部より低い、そこに付着される物質の解放のためのしきい値を持つよう
構成され、前記一部が、前記反射器の所望の位置及び延長部を規定するステップと、
　前記第１光学部材の前記第１面に、収縮可能な物質によって形成される第２光学部材を
設けるステップと、
　前記一部において前記第２光学部材が前記第１光学部材から解放され、前記一部におい
て、前記第１光学部材と前記第２光学部材との間に、空隙であって、前記第１光学部材と
前記空隙との間の第１境界面及び前記第２光学部材と前記空隙との間の第２境界面のうち
の少なくとも一方における全内部反射を可能にする空隙が形成されるように前記物質を収
縮させるステップとを有する方法。　　
【請求項２】
　前記構造部の前記一部が、前記より低い解放のためのしきい値を得るように、幾何学的
形状及び表面特性のうちの少なくとも一方に関して、前記面の前記隣接部と異なる請求項
１に記載の方法。
【請求項３】
　前記構造部が、溝などの窪みである請求項１又は２に記載の方法。
【請求項４】
　前記収縮可能な物質が、前記第１光学部材の前記第１面に設けられる場合に少なくとも
１つの前記窪みを埋めるよう適合させられる請求項３に記載の方法。
【請求項５】
　前記収縮可能な物質が、重合可能な材料から形成され、前記収縮させるステップが、前
記材料を重合させるステップを有する請求項１乃至４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項６】
　前記重合可能な材料が、光重合可能であり、前記重合させるステップが、適切な波長範
囲を持つ光を前記光重合可能な材料に照射するステップを有する請求項５に記載の方法。
【請求項７】
　前記収縮可能な物質の収縮中の材料輸送を制限するために前記第２光学部材の上に第３
光学部材を設けるステップを更に有する請求項１乃至６のいずれか一項に記載の方法。
【請求項８】
　前記第３光学部材が、相対的に堅いシートであって、前記シートの、前記第２光学部材
に面する側において、前記収縮可能な物質に対する優れた付着力を達成するよう処理され
るシートである請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記第１光学部材の前記第１面が、各々が前記面の隣接部より低い物質の解放のための
しきい値を持つよう構成される部分を持つ複数の構造部を有し、それによって、複数の埋
め込み反射器を持つ光学素子の形成が可能にされる請求項１乃至８のいずれか一項に記載
の方法。
【請求項１０】
　第１光学部材であって、前記第１光学部材の第１面に少なくとも１つの窪みを持つ第１
光学部材と、
　前記第１光学部材の前記第１面に取り付けられる第２光学部材であって、本質的に、前
記第１光学部材の前記少なくとも１つの窪みに適合する第２光学部材と、
　前記第１光学部材と前記第２光学部材との間の境界面における少なくとも１つの反射器
であり、前記少なくとも１つの窪みに配置される少なくとも１つの反射器であって、前記
第１光学部材と前記第２光学部材との間に形成される空隙と前記第１光学部材及び前記第
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２光学部材のうちの一方との間の境界面によって形成される少なくとも１つの反射器とを
有する光学素子。
【請求項１１】
　前記第１光学部材が、前記第１面に複数の窪みを有し、
　前記光学素子が、前記第１光学部材と前記第２光学部材との間の前記境界面に複数の反
射器を有し、前記反射器の各々が、前記窪みの１つ１つに配置され、
　前記反射器の各々が、前記第１光学部材と前記第２光学部材との間に形成される空隙と
前記第１光学部材及び前記第２光学部材のうちの一方との間の境界面によって形成される
請求項１０に記載の光学素子。
【請求項１２】
　前記空隙が、前記第１光学部材及び前記第２光学部材のうちの少なくとも一方の収縮に
よって形成される請求項１０又は１１に記載の光学素子。
【請求項１３】
　前記第１光学部材及び前記第２光学部材のうちの少なくとも一方が高収縮ポリマーであ
る請求項１０乃至１２のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項１４】
　前記第２光学部材を覆い、前記第２光学部材に付着する第３光学部材を更に有する請求
項１０乃至１３のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの窪みが溝である請求項１０乃至１４のいずれか一項に記載の光学
素子。
【請求項１６】
　複数の連続した空隙の各々が、それらの各々の溝の同じ側に形成される請求項１５に記
載の光学素子。
【請求項１７】
　前記溝の各々の断面が、幾何学的形状及び表面特性のうちの少なくとも一方について、
非対称である請求項１５又は１６に記載の光学素子。
【請求項１８】
　前記窪みの各々の断面が、前記第１面に平行な面において閉ループを形成する請求項１
０乃至１７のいずれか一項に記載の光学素子。
【請求項１９】
　前記断面が、前記第１面に平行な所与の面において同心のものである請求項１８に記載
の光学素子。
【請求項２０】
　請求項１０乃至１９のいずれか一項に記載の光学素子と、前記光学素子内に光を結合す
るよう配設される少なくとも１つの光源とを有する照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学素子であって、前記光学素子に埋め込まれる少なくとも１つの反射器を
持つ光学素子と、このような光学素子を有する照明装置と、このような光学素子を製造す
る方法とに関する。
【背景技術】
【０００２】
　消費者が、固体照明及びフラットパネルディスプレイ技術などの領域における最近の進
歩を利用することを可能にするために、ライティング及び照明は、ますます高度になって
いる。例えば、様々なアプリケーションのために、薄さを達成するためのドライブ、広域
照明装置、又は有利な照明特性を持つ照明器具がある。その目的のため、及び多数の他の
アプリケーションのために、コンパクトな構造で光の方向を正確に制御する能力、及びこ
れを安価なやり方で達成する能力のニーズがある。
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【０００３】
　このような構造で光の方向を制御するための１つの方法が、米国特許出願公開公報第Ｕ
Ｓ２００３／００９５３３２号において開示されており、米国特許出願公開公報第ＵＳ２
００３／００９５３３２号においては、表示装置用の光学素子が記載されている。この光
学素子は、光配向膜によって形成され、前記光配向膜は、鋸歯状構造を備える１つの面を
持つ。この面は、ポリマー保護層によって保護される金属コーティングを具備する。光配
向構成において、金属コーティングが内部反射器を形成する。
【０００４】
　しかしながら、この反射器は、腐食による損傷を受けやすく、一般に、本質的に費用の
かかる真空プロセスで形成される。 
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　従来技術の上述及び他の不利な点を鑑みて、本発明の主な目的は、とりわけ、より耐久
性がある反射器を持つ、改良された光学素子を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本発明の第１の態様によれば、光学素子であって、前記光学素子に埋め込まれる少なく
とも１つの反射器を持つ光学素子を製造する方法であって、少なくとも第１面であって、
前記少なくとも第１面に形成される構造部を備える少なくとも第１面を持つ第１光学部材
を設けるステップであって、この構造部の少なくとも一部が、前記面の隣接部より低い、
そこに付着される物質の解放のためのしきい値を持つよう構成され、この一部が、前記反
射器の所望の位置及び延長部を規定するステップと、前記第１光学部材の前記第１面に、
収縮可能な物質によって形成される第２光学部材を設けるステップと、上述した一部にお
いて前記第２光学部材が前記第１光学部材から解放され、前記第１光学部材と前記第２光
学部材との間に、空隙であって、前記第１光学部材と前記空隙との間の第１境界面及び前
記第２光学部材と前記空隙との間の第２境界面のうちの少なくとも一方における全内部反
射を可能にする空隙が形成されるように前記物質を収縮させるステップとを有する方法に
よって、これら及び他の目的は達成される。
【０００７】
　「光学部材」は、本願との関連においては、可視光、赤外線及び紫外線を含む波長範囲
内の少なくとも１つの波長の電磁放射線を少なくとも部分的に透過する、例えば、半透明
又は透明である部材と理解されたい。前記光学部材は、このような放射線に対するその透
過性／半透明性／透明性とは別に、例えば、等方性である、又は異方性であるといった、
あらゆる種類の適切な他の特性を持ち得る。
【０００８】
　前記第２光学部材の前記収縮可能な物質が収縮させられる場合、前記第１光学部材と前
記第２光学部材との間の前記境界面において応力が誘起される。前記第１光学部材のイン
ターフェイス面を適切に構成することによって、前記収縮による前記応力は、前記第１光
学部材と前記第２光学部材との間の解放を、それらの間の前記境界面の選択された位置に
おいてもたらす。前記第２光学部材が収縮し続ける場合、前記第１光学部材と前記第２光
学部材とが、前記解放の位置において分離し、このことは、これらの位置における空隙の
形成にもたらす。したがって、これらの空隙の各々と前記第１及び第２光学部材との間の
前記境界面の一方又は両方において、全内部反射（ＴＩＲ）によって機能する効率的な反
射器が形成される。
【０００９】
　このようにして、本発明による方法により、全内部反射（ＴＩＲ）によって反射する非
常に効率的で、丈夫且つコンパクトな反射器が、光学素子内に形成され得る。
【００１０】
　更に、前記少なくとも１つの反射器の大きさ及び位置は、前記第１光学部材を適切に構
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成し、且つ／又は前記収縮させるステップを適切に制御することによって、正確に制御さ
れ得る。
【００１１】
　更に、前記少なくとも１つの反射器の前記所望の位置及び延長部を規定する前記一部は
、上述したより低い解放のためのしきい値を得るために、幾何学的形状及び表面特性のう
ちの少なくとも一方に関して、前記面の前記隣接部と異なってもよい。
【００１２】
　例えば、前記一部は、前記第２光学部材の前記収縮可能な物質を設ける前に前記面のそ
の特定の一部に解放増強剤を塗布するなどにより物質の解放を助長するよう処理されても
よく、又は他の例においては、前記面の、反射器規定部に隣接する一部が、前記一部に対
する付着力を高めるよう処理されてもよい。これらの方法の両方とも、前記第１光学部材
と前記第２光学部材との間の境界が前記第２光学部材の前記収縮可能な物質の収縮によっ
て誘起される応力にさらされる場合に、物質、とりわけ前記第２光学部材の前記収縮可能
な物質などの物質が、前記面の前記隣接部からより、前記反射器規定部から分離されやす
くなることをもたらす。
【００１３】
　別の例として、前記構造部の幾何学的形状が、前記収縮により誘起される応力が、前記
反射器規定部で、隣接部でより大きくなり、且つ／又は前記第１光学部材と前記第２光学
部材との間の結合を断つのにより効率的である方向に加えられるように、選択されてもよ
い。
【００１４】
　或る実施例によれば、前記構造部は、溝などの窪みであってもよい。
【００１５】
　前記窪みは、一般に、前記光学素子向けの特定のアプリケーションに適合させられても
よく、基本的に点状で、細長くてもよく、又は、他のいかなる形状をしていてもよい。
【００１６】
　前記窪みが溝である特定の場合においては、このような溝は、前記面に平行な或る方向
に、前記面に平行な垂直方向より大きい延長部を持つ窪みのことを意味することに注意さ
れたい。更に、このような溝は、特定の長さ又は方向の延長部、即ち断面に限定されない
ことに注意されたい。従って、ここで言及されている前記溝は、単純な対称形のＶ字形の
断面を持っていてもよく、又は前記第１面の局所勾配に平行な仮想溝中心線に対して対称
形であってもよく、若しくは対称形でなくてもよいより複雑な断面を持っていてもよい。
更に、前記溝は、延長部の主方向を持っていてもよく、又は持っていなくてもよく、後者
の場合には、閉ループを形成してもよい。
【００１７】
　有利には、前記収縮可能な物質は、前記第１光学部材の前記第１面に設けられるときに
、前記少なくとも１つの窪みを埋めるよう適合させられ得る。
【００１８】
　例えば、前記収縮可能な物質は、前記第１光学部材によって、前記第１光学部材の前記
面の前記構造部に合うように変形可能である形態で加えられ得る。このため、前記収縮可
能な物質は、例えば、液体、ペースト又は変形可能なシートの形態で加えられ得る。
【００１９】
　或る実施例によれば、前記収縮可能な物質は、重合可能な材料を有してもよく、前記収
縮させるステップは、前記材料を重合させるステップを含んでもよい。
【００２０】
　多くの物質は、重合すると収縮する。更に、この収縮は、あらゆる蒸発又は他の形態の
材料の抽出の必要なしに行われ得る。更に、前記収縮は、一般に、不可逆性のものである
。
【００２１】
　前記重合可能な材料は、主にモノマーから形成され得るが、代わりに又はそれに加えて
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、二量体又は部分高分子鎖などのより大きなポリマービルディングブロックから形成され
てもよい。
【００２２】
　本実施例によれば、前記収縮可能な物質は、重合可能な材料に加えて、例えば、前記重
合を開始及び／又は制御することを可能にする活性剤又は開始剤、及び望ましくない重合
を防止する所謂抑制剤を含む様々な種類の制御物質などの付加的な物質を有してもよい。
【００２３】
　有利には、前記重合可能な材料は、光重合可能であってもよく、前記重合させるステッ
プは、適切な波長範囲を持つ光を前記光重合可能な材料に照射するステップを有してもよ
い。
【００２４】
　光重合の場合には、偶発的な環境紫外線放射による時期尚早の重合を防止するために上
述した抑制剤が用いられ得る。一般に、このような抑制剤は、偶発的に形成されるあらゆ
る基、及びさもなければ急速な連鎖重合プロセスをもたらすであろうあらゆる基と反応す
ることが可能な分子である。
【００２５】
　光重合による前記第２光学部材の収縮は、前記収縮可能な物質が含まれる前記光学素子
の外部から前記収縮可能な物質が直接アクセス可能ではない場合であっても行われ得る。
更に、前記第２光学部材の前記重合及び付随する硬化は、前記照射ステップが行われる方
法によって制御され得る。前記重合及びそれによる前記収縮を制御するために変えられ得
る前記照射ステップに関連するパラメータは、照射の方向、照射の強度、照射の継続時間
及び波長範囲を含む。例えば、照射パラメータの適切な選択及び／又は前記収縮可能な物
質の適切な配合によって、前記第２光学部材の前記収縮が前記構造部の前記反射器規定部
からの分離をもたらすことが望ましいところでの前記構造部の方への材料輸送を防止する
などのために、前記第２光学部材の、前記第１光学部材とは反対側の面がまず硬化するよ
うにさせられてもよい。
【００２６】
　光重合に代わるもの又は光重合を補完するものとして、前記重合反応は、高い温度で反
応基の形成をもたらすであろう熱的に不安定な開始剤を用いて、熱により始動させられて
もよい。
【００２７】
　その上、本発明による方法は、前記収縮可能な物質の収縮中の材料輸送を制限するため
に前記第２光学部材の上に第３光学部材を設けるステップを更に有してもよい。
【００２８】
　前記反射器規定部において十分なレベルの応力を得るためには、前記第２光学素子の他
の部分からの均等材料輸送が、防止されなければならない、又は少なくとも制限されなけ
ればならない。上述した、前記収縮可能な物質の、時として「ガラス化」と呼ばれる硬化
の制御に代わるものとして、前記反射器規定部における、前記第１光学部材と前記第２光
学部材との間の境界面における材料輸送及び付随する前記応力の低下を制限する目的で、
適切な第３光学部材が設けられてもよい。
【００２９】
　有利には、前記第３光学部材は、相対的に堅いシートであってもよく、前記シートは、
前記シートの、前記第２光学部材に面する面において、前記収縮可能な物質に対する良好
な付着力を達成するよう処理されてもよい。
【００３０】
　前記第３光学部材がシートである場合には、このシートは、好ましくは、実質的に局所
的に変形させられずに前記第１光学部材の前記構造部の方への材料輸送を防止することが
可能であり、収縮時の前記第２光学部材の肉眼で見えるスケールでの変形を基本的に防止
するといった２つの要件を満たすのに十分に堅くなければならない。
【００３１】
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　粗面処理若しくは前記第３光学部材の表面積を増加させるための他の方法及び／又は付
着促進剤の塗布を含み得る、上述した表面処理は、前記第２光学部材の収縮時に前記第２
光学部材と前記第３光学部材との間で解放又は「剥離」がないように、前記第２光学部材
と前記第３光学部材との間の十分に強い付着力を達成するよう適合させられなければなら
ない。
【００３２】
　前記収縮させるステップの後、前記第３光学部材は、前記第２光学部材の上に残されて
もよく、又は随意に、取り除かれてもよい。後者の場合には、前記第２光学部材と前記第
３光学部材との間の付着力は、前記第２光学部材が前記第１光学部材から分離される前に
、前記第２光学部材と前記第３光学部材との間の解放が行われることを可能にするよう調
整され得る。
【００３３】
　本発明の第２の態様によれば、上述した目的及び他の目的は、第１光学部材であって、
前記第１光学部材の第１面に少なくとも１つの窪みを持つ第１光学部材と、前記第１光学
部材の前記第１面に取り付けられる第２光学部材であって、本質的に、前記第１光学部材
の前記少なくとも１つの窪みに適合する第２光学部材と、前記第１光学部材と前記第２光
学部材との間の境界面における少なくとも１つの反射器であり、前記少なくとも１つの窪
みに配置される少なくとも１つの反射器であって、前記第１光学部材と前記第２光学部材
との間に形成される空隙と前記第１光学部材及び前記第２光学部材のうちの一方との間の
境界面によって形成される少なくとも１つの反射器とを有する光学素子によって達成され
る。
【００３４】
　前記光学素子は、有利には、各々が前記第１光学部材の複数の窪みの１つ１つに配置さ
れる複数の反射器を有してもよい。
【００３５】
　或る実施例によれば、前記窪みは、溝であってもよい。
【００３６】
　有利には、複数の連続した空隙の各々は、それらの各々の溝の、上記の溝中心線に対し
て同じ側に形成されてもよい。
【００３７】
　このことの効果は、前記光学素子が、第１方向において前記光学素子に入るほぼ全ての
光を第２方向に向けるよう適合させられ得ることである。
【００３８】
　前記空隙は、それらの各々の溝の一方の側だけに形成されてもよく、又は他の例におい
ては、それらの各々の溝の両側に形成されてもよい。
【００３９】
　連続した空隙をそれらの各々の溝の同じ側に形成することを達成するため、前記溝の各
々の断面は、幾何学的形状及び表面特性のうちの少なくとも一方について、非対称であっ
てもよい。
【００４０】
　更に、前記窪みの各々の断面は、前記第１光学部材の前記第１面に平行な面において閉
ループを形成してもよい。
【００４１】
　これらの閉ループ窪みのうちの少なくとも１つは、前記第１光学部材の前記面の閉ルー
プに沿って延在する溝であってもよい。
【００４２】
　更に、前記閉ループ窪みのうちの少なくとも１つは、前記第１光学部材の拡張された点
窪みであってもよく、例えば、光源のためのコリメート反射器を規定してもよい。
【００４３】
　更に、これらの閉ループ窪みの断面は、前記第１面に平行な所与の面において同心のも
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のであってもよい。
【００４４】
　このような同心閉ループ窪みは、例えば、複数の同心溝を有してもよく、又は１つの拡
張された点窪み及び少なくとも１つの同心溝を有してもよい。
【００４５】
　更に、本発明による光学素子は、有利には、前記光学素子内に光を結合するよう配設さ
れる少なくとも１つの光源を更に有する照明装置に含まれてもよい。
【００４６】
　このような照明装置は、例えば、一般照明目的及びディスプレイアプリケーションのた
めのバックライト／フロントライトとしての使用のために適合させられ得る。
【００４７】
　このような照明装置の一例においては、本発明による光学素子は、基本的に、上面及び
底面及び端部を持つスラブ状をしていてもよい。この場合には、複数の反射器は、前記端
部のうちの少なくとも１つにおいてインカップルされる光を、前記上面及び前記下面の一
方又は両方を通って出るよう方向づけるよう形成され得る。例えば、前記複数の反射器は
、平行に延在する溝の同じ側に配置され、それによって、前記インカップルされる光のほ
ぼ全てが、前記反射器の傾斜に応じて、前記上面及び前記下面のうちの一方を通って出る
ことを可能にしてもよい。
【００４８】
　このような照明装置の別の例によれば、前記埋め込み反射器は、少なくとも１つの反射
器が、例えば、前記光学素子の前記底面を通して光をインカップルするよう配設される複
数の光源の各々の光軸を囲むように形成され得る。その場合、各光軸を囲む前記反射器は
、好ましくは、その特定の光源のためのコリメータとして機能するように構成され得る。
【００４９】
　ここで、本発明の現在好ましい実施例を示している添付図面を参照して、本発明のこれ
ら及び他の態様をより詳細に説明する。
【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】本発明の好ましい実施例による光学素子を製造する方法を概略的に図示している
フローチャートである。
【図２ａ】図１の方法に従って製造される光学素子であって、対応する方法ステップの後
の状態の光学素子を概略的に図示する。
【図２ｂ】図１の方法に従って製造される光学素子であって、対応する方法ステップの後
の状態の光学素子を概略的に図示する。
【図２ｃ】図１の方法に従って製造される光学素子であって、対応する方法ステップの後
の状態の光学素子を概略的に図示する。
【図２ｄ】図１の方法に従って製造される光学素子であって、対応する方法ステップの後
の状態の光学素子を概略的に図示する。
【図３ａ】解放しきい値を制御するための様々な反射器規定構造部の構成を概略的に図示
する。
【図３ｂ】解放しきい値を制御するための様々な反射器規定構造部の構成を概略的に図示
する。
【図３ｃ】解放しきい値を制御するための様々な反射器規定構造部の構成を概略的に図示
する。
【図３ｄ】解放しきい値を制御するための様々な反射器規定構造部の構成を概略的に図示
する。
【図３ｅ】解放しきい値を制御するための様々な反射器規定構造部の構成を概略的に図示
する。
【図４ａ】本発明による光学素子であって、光導体から光をアウトカップルするよう機能
する光学素子の実施例の概略的な断面図である。



(9) JP 2010-517069 A 2010.5.20

10

20

30

40

50

【図４ｂ】本発明による光学素子であって、光導体から光をアウトカップルするよう機能
する光学素子の実施例の概略的な断面図である。
【図５ａ】本発明による光学素子であって、光をコリメートするよう機能する光学素子の
実施例の概略的な断面図である。
【図５ｂ】本発明による光学素子であって、光をコリメートするよう機能する光学素子の
実施例の概略的な断面図である。
【図６】例示的な、本発明の実施例によるアウトカップリング光導体を概略的に図示する
。
【発明を実施するための形態】
【００５１】
　以下の説明においては、第２光学部材の収縮により第１光学部材と第２光学部材との間
の材料境界面に形成される複数の反射器を持つ光学素子に関して本発明を説明する。この
説明においては、第２光学部材は、第１光学部材に形成される構造部に適合する光重合可
能な材料の形態で設けられ、第３光学部材は、第２光学部材の上に設けられる。
【００５２】
　これは、決して本発明の範囲を限定せず、本発明は、第３光学部材を持たないこのよう
な光学素子、及び第２光学部材が、光重合可能な材料の形態で設けられず、熱により引き
起こされる重合を含む当業者に既知の他の方法で開始される重合、溶媒蒸発、冷却による
収縮、又は体積減少をもたらすあらゆる種類の化学反応などの任意の他のメカニズム又は
メカニズムの組み合わせにより収縮可能である材料の形態で設けられる光学素子にも等し
く適用可能であることに注意されたい。
【００５３】
　ここで、本発明による光学素子及びこのような光学素子を製造する方法の好ましい実施
例を、このような方法を概略的に図示しているフローチャートである図１と、図１の対応
する方法ステップの後の状態の光学素子を概略的に図示する図２ａ乃至２ｄとを参照して
説明する。
【００５４】
　第１ステップ１０１においては、第１光学部材１であって、前記第１光学部材１の上面
３に構造部２ａ乃至２ｆを持つ第１光学部材１が設けられる。第１光学部材１は、第１屈
折率ｎ１を持つ。本実施例においては、構造部２ａ乃至２ｆは、Ｖ字形溝のように形成さ
れている窪みとして図示されているが、以下で更に説明するように、これは、考えられる
構造部のうちの１つでしかない。
【００５５】
　構造部２ａ乃至２ｆの各々は、面３の隣接部より低い解放しきい値を持つよう適合され
る部分４ａ乃至４ｆを持つ。これらの部分４ａ乃至４ｆの各々が、形成されるべき各々の
反射器の位置及び延長部を規定する。
【００５６】
　次のステップ１０２においては、収縮可能な、光重合可能な材料を有する第２光学部材
５が設けられる。第２光学部材５は、その現在の状態において、構造部２ａ乃至２ｆが埋
められるように第１光学部材１の上面３に適合する。第２光学部材５は、収縮後、第２屈
折率ｎ２を持つ。
【００５７】
　次のステップ１０３においては、第２光学部材５の上に第３光学部材６が設けられる。
第３光学部材６は、好ましくは、第２光学部材５の収縮により肉眼で見えるゆがみが光学
素子に生じるのを防止するために十分に堅いシートによって形成される。第３光学部材は
、第３屈折率ｎ３を持つ。更に、有利には、第３光学部材６の、第２光学部材５に面する
面７は、第２光学部材５と第３光学部材６との間の付着力を高めるよう構成される。これ
は、第２光学部材５を収縮させるや否や第２光学部材５が第３光学部材６から解放される
のを防止するためになされる。
【００５８】
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　次のステップ１０４においては、図２ｄにおいて破線の矢で図示されているように、第
２光学部材５が、第３光学部材６を通して放射線にさらされる。第２光学部材５に含まれ
る光重合可能な材料は、適切な、（通常紫外領域内の）波長範囲と、強度と、期間とを持
つ放射線を照射される場合、重合し、短い化学結合の形成により、収縮する。第２光学部
材５の収縮は、第１光学部材１及び第３光学部材６の、第２光学部材５に隣接する全ての
面に応力をもたらす。第１光学部材１に形成される構造部２ａ乃至２ｆの一部４ａ乃至４
ｆは、面３の隣接部より低い解放しきい値を持ち、第３光学部材６の、第２光学部材に面
する面７は、第２光学部材５に対して高い付着力を持つよう構成されていることから、図
２ｄの拡大されたものにおいて一部４ｂについて示されているように、収縮させると、反
射器規定部４ａ乃至４ｆにおいて、第１光学部材１と第２光学部材５との間の剥離がある
であろう。
【００５９】
　図２ｄにおいても示されているように、収縮は、剥離だけでなく、（拡大された構造部
２ｂについてしか示されていないが、構造部２ａ乃至２ｆの各々に対して存在する）空隙
８の形成ももたらす。この空隙は、第１光学部材１及び／又は第２光学部材５において分
子的に分解されたガスでかなり素早く満たされると思われる。空隙は、第４屈折率ｎ４を
持ち、空隙８が満たされているかどうか、及び空隙８がどのガスによって満たされている
かにかかわりなく、各々の屈折率ｎ１、ｎ２がｎ４より大きい第１光学部材１及び第２光
学部材５のための適切な材料の多くの選択肢があるであろう。
【００６０】
　従って、第２光学部材５を収縮させることによる内部空隙８の形成は、空隙８と第１光
学部材１との間の境界面９又は空隙８と第２光学部材５との間の境界面１０のいずれかに
おける全内部反射（ＴＩＲ）を可能にする。
【００６１】
　あり得る材料の選択肢及び処理条件などに関する更なる詳細は、下記の実験欄で示す。
【００６２】
　図３ａ乃至３ｅは、それに付着される物質の解放しきい値を制御するための様々な反射
器規定構造部の構成を概略的に図示している。
【００６３】
　第１光学部材１の上面３に対する傾斜に対して平行な線２４に関する幾何学的対称性、
Ｖ字形断面を持つ窪み２０の概略的な断面図である図３ａにおいては、空隙８は、窪み２
０の第１側部２１における第１光学部材１と第２光学部材５との間の材料境界面において
形成され、窪みの第２側部２２においては、第２光学部材５は依然として第１光学部材１
と接触していることが分かる。ここで図示されている例によれば、これは、窪みの第２側
部２２が、第２光学部材５に対する付着力の向上のために適合させられているためである
。この適合は、機械的なものであってもよく、又は化学的なものであってもよい。明らか
に、代わりに、窪み２０の第１側部２１を、第２光学部材５からの解放の向上のために適
合させることによっても、同じ結果が得られ得る。
【００６４】
　図３ｂは、線２４に対して非対称の断面を持つ窪み２５の第２構成を概略的に図示して
いる。この構成においては、幾何学的形状は、第１側部２６における第１光学部材１から
の第２光学部材５の解放に有利である。なぜなら、第１側部２６における第１光学部材１
と第２光学部材５との間の境界面において誘起される応力は、窪み２５の第２側部２７に
おける境界面において誘起される応力より大きな剪断成分を持つからである。剪断応力は
、一般に、境界面全体にわたって作用している結合を断つのにより効率的であることから
、剥離及び空隙８の形成は、図示されているように、第２側部２７においてではなく、第
１側部２６において生じるであろう。
【００６５】
　図３ｃにおいては、第１光学部材１に、平底部３１を持つ窪み３０が形成される他の例
が図示されている。窪み３０の対称構成、及び窪み３０の平底部３１と第１側部３２及び
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第２側部３３との間の斜角により、図３ｃにおいて示されているように、２つの側部の剥
離が生じると思われる。更に、平底部３１は、それがどのように構成されているかに依存
して、剥離するかもしれず、又は剥離しないかもしれない。
【００６６】
　図３ｄにおいては、図３ｃにおいて示されているものとは異なる構造であって、窪み３
５の底部３６が、平坦でなく、窪み３５の側部３８及び３９の各々に関連して、各々、鋭
い端部３７ａ及び３７ｂがあるように構成される構造が図示されている。鋭い端部３７ａ
及び３７ｂの各々は、その各々の側部３８、３９の剥離のための核形成部位の役割を果た
し、それによって、多かれ少なかれランダムな１つの側部の剥離ではなく、安定した２つ
の側部の剥離を可能にすると思われる。
【００６７】
　最後に、図３ｅにおいて図示されている構造は、対称軸２４に対する表面特性における
非対称と幾何学形状における非対称性との組み合わせを利用する。図３ｅにおける窪み４
０は、傾斜しており、「滑らかである」第１側部４１と、垂直であり、「粗い」第２側部
４２とを持つ。図３ｂと関連して上で記述したように、幾何学的な非対称性により、解放
が、第１側部４１に有利にされており、更に、第２光学部材５の、第２側部４２に対する
付着力が、その構造化面によって高められている。
【００６８】
　解放制御構造部の構成の上記の代表的な例から明らかであろうように、変形の可能性は
、事実上無限にある。しかしながら、これらの構成は、全て、構造部及び／又はそれらの
周囲の幾何学的形状及び／又は表面特性が、構造部の少なくとも一部においてより低い解
放しきい値を達成するよう適合させられているという共通点を持っている。
【００６９】
　図４ａ及び４ｂは、光学素子が光導体から光をアウトカップルするよう機能する、本発
明による光学素子の実施例の概略的な断面図である。
【００７０】
　図４ａにおいては、第１光学部材５１、第２光学部材５２及び第３光学部材５３を持ち
、アウトカップリング構造部を持つ光導体として機能するよう適合させられている光学素
子５０の一部が示されている。光源５４によって放射され、光導体５０に入った光は、光
学素子５０に埋め込まれた反射器５５ａ乃至５５ｃによってアウトカップルされるであろ
う。上記のように、反射器５５ａ乃至５５ｃは、ここでは第１光学部材５１の基本的に平
行な溝５７ａ乃至５７ｃの形態の窪みの反射器規定部５６ａ乃至５６ｃによって規定され
る位置において第１光学部材５１と第２光学部材５２との間の境界面に形成される空隙に
よって形成される。
【００７１】
　光線は、全内部反射（ＴＩＲ）のためのしきい値を上回る角度で反射器５５ｂに当たる
場合、図４ａにおいて矢印５９によって示されているように、光導体５０の底面５８を通
って光導体を出ることができるように、全反射されるであろう。
他方で、光線が、全内部反射のためのしきい値角度未満の角度で反射器５５ａに当たる場
合には、光の一部は、空隙／反射器５５ａを通過するであろう。図４ｂにおける矢印６０
によって、反射器５５ａにほぼ垂直に当たる光線について、このことが図示されている。
第１光学部材５１、第２光学部材５２及び第３光学部材５３の屈折率が全てほぼ同一であ
る

と仮定すると、この光線は、空隙／反射器５５ａをまっすぐに通り抜けて（空隙５５ａの
幅にわたっての小さな平行移動は無視され、空隙５５ａの幅は一般にμmのオーダーであ
る）、その代わりに、第３光学部材と周囲雰囲気との間の境界面において全内部反射にさ
らされるであろう。この全内部反射の後、光線は、再び、反射器５５ａ乃至５５ｃの方へ
進み、直接、又は光導体５０と周囲雰囲気との間の境界面のいずれかにおける他の反射の
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後に、アウトカップルされるであろう。
【００７２】
　これにより、材料及び寸法の適切な選択によって、実質的に完全に指向性のアウトカッ
プリングを持つ光導体が形成され得る。
【００７３】
　図４ｂにおいては、導光部材７１であって、前記導光部材７１の両側に幾つかの協働光
学部材７２ａ乃至７２ｄを持つ導光部材７１を含むアウトカップリング光導体７０の一部
が示されている。図４ｂの光導体７０は、図４ａの光導体と同様に、光導体７０に入った
光源７３からの光をアウトカップルするように構成される。
【００７４】
　導光部材の上面７４には、各々が複数の埋め込み反射器を持つ３つの案内／アウトカッ
プリング光学素子７２ａ乃至７２ｃが設けられ、前記埋め込み反射器は、各々、光学部材
の間の材料境界面における空隙において形成される。これらの光学素子７２ａ乃至７２ｃ
は、導光部材７１の底面７５に設けられる光学素子７２ｄと共に、図４ａと関連して上に
記載され、図４ｂにおいて矢印７６ａ乃至７６ｄによって図示されているように、光導体
７０から光をアウトカップルするよう機能する。幾つかの平行なアウトカップリング光学
素子７２ａ乃至７２ｃを設けることにより、より大きな角度広がりにわたる光が、効率的
に、所望の方向にアウトカップルされ得る。
【００７５】
　特に図４ｂにおいて概略的に図示されている実施例においては、光学素子７２ａ乃至７
２ｄは、予め形成され、後で導光部材７１（及び互い）に取り付けられてもよい。例えば
、これらの相対的に薄い光学素子７２ａ乃至７２ｄは、リール・ツー・リールプロセス(r
eel-to-reel process)で形成されてもよく、前記リール・ツー・リールプロセスは、費用
効果が優れている製造方法である可能性が高い。
【００７６】
　図５ａ及び５ｂは、光学素子が光をコリメートするよう機能する、本発明による光学素
子の実施例の概略的な断面図である。
【００７７】
　図５ａにおいては、光学素子８０は、光を光学素子の第１面８２内へ結合させるよう配
設される複数の光源８１ａ乃至８１ｃによって放射される光を、コリメート光が、光学素
子８０の、反対側の、第２面８３を出るようにコリメートするコリメータ板の形態をして
いる。
【００７８】
　図５ａにおいて図示されているように、各々の光源８１ａ乃至８１ｃからの光をコリメ
ートするよう構成されるコリメータ８４ａ乃至８４ｃの各々は、第１光学部材８６と各々
の第２光学部材８７ａ乃至８７ｃとの間の空隙８５ａ乃至８５ｃにおけるＴＩＲ反射器に
よって形成される。第２光学部材８７ａ乃至８７ｃの各々の上には第３光学部材８８が設
けられる。コリメータ板の反射器８５ａ乃至８５ｃの機能及び構成は、図４ａ及び４ｂの
光導体実施例について上で記載したものと同様である。
【００７９】
　空隙８５ａ乃至８５ｃの各々の断面は、光学素子８０の第２面８３に平行な面において
閉ループを形成する。断面を含む、コリメータの形状は、コリメート光線の望ましい形状
に依存する。例えば、円形断面を持つ光線のためには、一般に、空隙断面も円形でなけれ
ばならない。
【００８０】
　図５ｂにおいては、コリメータ板の第２例９０が示されおり、前記第２例においては、
光源９１によって放射される光が、光源９１からの距離が増大するにつれてコリメータ板
に対する垂線に対して増大する傾斜を持つ幾つかの同心反射器９２ａ乃至９２ｅによって
コリメートされる。反射器の各々は、第１光学部材９３と第２光学部材９４との間の空隙
で形成される。第２光学部材９４の上には、第３光学部材９５が設けられる。
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【００８１】
　当業者には、本発明が、決して、上記の好ましい実施例に限定されないことは分かるで
あろう。例えば、まさに、光導体について上で記載したように、コリメータは、例えばリ
ール・ツー・リールプロセスで予め形成されていてもよい複数の光学素子を有してもよい
。
【００８２】
　実験の構成
  ここで、図６を参照して、本発明による光学素子を製造する方法の具体的な例を説明す
る。
【００８３】
　ステップ１：レプリカ作成
  従来の光重合によるレプリカ作成技術を用いて、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ
）の基板キャリア１０２上の２Ｐアクリレート材料１０１において、微細溝のレプリカ１
００（図面が理解しやすいように図６にはこれらのうちの１つしか示されていない）が得
られた。ＰＭＭＡキャリア１０２は、端部１０３ａ及び１０３ｂにおいて冷陰極蛍光灯（
ＣＣＦＬ）又は発光ダイオード（ＬＥＤ）などの光源からの光が注入される導光基板とし
て機能する。溝１００は、自由２Ｐ面において１００ミクロンから２０ミクロンまでの幅
を持った。溝の頂角は５０°であった。それ故、溝の対応する深さは、容易に計算される
ことができ、幅よりほんの少し大きい。
【００８４】
　レプリカ作成後、熱により重合（転化）の度合いを高めて、２Ｐバルク及び表面材料の
残りの反応を停止させるために、マイクロ光学光導波路は１２５℃で１２時間焼きなまさ
れた。
【００８５】
　ステップ２：コーティング
  微細構造部のコーティング
  微細溝構造部１００は、高収縮モノマー１０４でコーティングされ、上部ホイル１０５
又は上部シート（プラスチック若しくはガラス）によって覆われた。用いられたモノマー
は、ヘキサンジオールジアクリレート（ＨＤＤＡ）又はヘキサンジオールジメタクリレー
ト（ＨＤＤＭＡ）である。これらのモノマーは、光重合によって高い収縮をもたらし、文
献によれば、それらの収縮率は１６％のオーダーである。
【００８６】
　上部ホイルのコーティング
  上部ホイル１０５又は上部シートは、付着促進剤でコーティングされた。これは、実験
的に薄いガラス板を用いて達成された。ガラス板は、アクリレート官能基を持つアミノシ
ラン（メルクのシランA 174）の、ガラス板を真空乾燥器においてA 174材料にさらすこと
による気相堆積が後に続く紫外線オゾン洗浄処理を受けた。その後、ガラスは、アミノシ
ランとガラス面との間の表面反応を促すために、６０℃で１時間「焼かれた」。この処理
の結果として、ガラス面は、アクリレートコーティングと化学的に反応することができる
付着促進アクリレート面グループの非常に薄い層（「単分子層」）を含むこととなる。 
【００８７】
　ステップ３：収縮
  コーティングは、特に、空気と自由に接触する端部の近くでの酸素（Ｏ２）による光誘
起反応の妨害を防止するために、窒素（Ｎ２）環境において、図６において矢印によって
図示されているように、紫外線を用いて、光重合によって硬化された。
【００８８】
　光重合中、モノマー１００は、遊離基連鎖反応メカニズムによってポリマーに転化させ
られる。その結果として、モノマーの間の相対的に長い距離は、ポリマーを形成するモノ
マーの間の短い寸法の化学結合と置き換えられる。これは、材料内部の自由体積の減少を
もたらし、密度が高められ、体積が減らされる。これは、光重合によってモノマー膜を硬
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化させることによる膜の厚みの減少をもたらす。
【００８９】
　（微細溝などの）予め構造化された面を含む微細構造部１００をコーティングすること
によって、前記材料も、溝内で収縮する。これは、溝内で硬化される材料に応力をもたら
し、硬化されるモノマーと予め構造化されたマイクロ光学面との間の境界面に応力を加え
る。これは、境界面における２つの材料の間の付着力と、存在する応力の量とに応じて、
前記面において剥離をもたらすことができ、表面接触は消え、２つの剥離される面の間に
真空がもたらされる。新しく形成される真空中間層は、通常用いられるプラスチック材料
において分子的に分解されているガスですぐに満たされる可能性が高い。結果として生じ
る空隙は、厚さが数ミクロンである可能性が高い。

【図１】 【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図３ａ】 【図３ｂ】
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【図５ａ】
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