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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光学的に透明な光導波路の形の第１の層と、
　複屈折の第２の層と、
　第３の層と、
を少なくとも有する、非偏光を受け取り偏光を放射するように構成された照明構造であっ
て、
　前記第２の層と前記第３の層との間のインタフェース表面が微細構造を有し、
　所望の偏光方向の光が、前記インタフェース表面の前記微細構造によって選択的に内部
全反射されて前記照明構造の出射面から略垂直な角度で放射されるように、前記微細構造
が設計されるとともに、前記第２の層及び前記第３の層の屈折率が選択されることを特徴
とする照明構造。
【請求項２】
　前記複屈折層は前記光導波路と前記第３の層との間に位置し、それによって前記第３の
層がコーティング層の働きをする、請求項１に記載の照明構造。
【請求項３】
　前記第３の層は前記光導波路と前記複屈折層との間に位置し、それによって前記第３の
層が接着層の働きをする、請求項１に記載の照明構造。
【請求項４】
　前記第１の層及び前記第３の層が１つの層に合わせられる、請求項１乃至請求項３のい
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ずれか１項に記載の照明構造。
【請求項５】
　前記微細構造は、前記微細構造化された表面の外方に伸張するリッジを有する、請求項
１乃至請求項４のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項６】
　前記微細構造は、前記微細構造化された表面の内方に伸張する溝を有する、請求項１乃
至請求項４のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項７】
　前記微細構造の個々の断面は、前記伸張の方向に垂直な方向に関して対称である、請求
項５又は請求項６に記載の照明構造。
【請求項８】
　前記微細構造の個々の断面は三角形の形状である、請求項５乃至請求項７のいずれか１
項に記載の照明構造。
【請求項９】
　前記第３の層は、前記複屈折層の屈折率のうち１つと実質的に整合する屈折率をもつ等
方性材料である、請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項１０】
　前記第３の層は、前記複屈折層の屈折率のうち１つと実質的に整合する屈折率の１つを
もつ異方性材料である、請求項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項１１】
　前記光導波路は、前記複屈折層の屈折率より低い屈折率をもつ、請求項１乃至請求項８
のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項１２】
　前記光導波路は、前記複屈折層の複数の屈折率の間の屈折率をもつ、請求項１乃至請求
項８のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項１３】
　前記層のうち任意の２層間に付加的なリターディング層を更に有する、請求項１乃至請
求項１２のいずれか１項に記載の照明構造。
【請求項１４】
　フラットパネル液晶ディスプレイ及び請求項１乃至請求項１３のいずれか１項に記載の
照明構造を有するディスプレイシステム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光学的に透明（clear）な光導波路の形の第１の層、複屈折の第２の層及び
第３の層を少なくとも有し、非偏光を受け取り偏光を放射するように構成される照明構造
及びシステムに関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）のようなフラットパネルディスプレイは、多くの種類の電
子機器、特に携帯型コンピュータ、移動式通信端末等に必要な構成部品である。このよう
な装置は、必然的にバッテリによって動力供給され、それゆえバッテリのエネルギーが最
も効率的な態様で使用されることが極めて重要である。
【０００３】
　バックライト又はフロントライト付きＬＣＤに関する照明システムにおいて高い総エネ
ルギー効率を達成するため、偏光の生成に関連する損失は最小限にされなければならない
。最近の方法は、不所望の偏光を吸収する代わりにそれをリサイクルすることである。こ
れは、最近ではさまざまな製造業者から入手可能である反射偏光フォイルを使用して実現
されることができる。このようなフォイルは、１つの偏光方向の光を直接的に透過させ、
不所望の偏光を反射して照明システムに戻し、そこで不所望の光がリサイクルされる。ま
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た、不所望の偏光方向の光が反射される代わりに後方散乱され、そののちリサイクルされ
る偏光フォイルも提案されている。
【０００４】
　代替の方法は、ある偏光状態の光を直接的に放射するバックライト又はフロントライト
システムを設計することである。バックライトシステムには、上述したような反射又は散
乱偏光フォイルが取り入れられる。
【０００５】
　偏光依存の内部全反射（ＴＩＲ）、配向性の液晶コーティング又はこれらの組み合わせ
のような偏光の分離（separation）のための別の概念もまた利用されてきた。後者の概念
の例は、フラットパネルピクチャディスプレイに関する照明システムが示されている米国
特許第５７２９３１１号公報に示されている。
【０００６】
　米国特許第５７２９３１１号の照明システムは、導波路の端面を通して光が結合される
光導波路を有する。この導波路は、導波路の材料と異なる材料で満たされた凹部を備える
。材料の１つは、光学的に等方性であり屈折率ｎｐを有し、他の材料は、光学的に異方性
であり屈折率ｎｏ及びｎｅを有する。偏光分離が等方性材料と異方性材料との間のインタ
フェースにあり、それによって偏光された放射をもたらすために、屈折率に関してｎｏ又
はｎｅはｎｐに等しいか又は実質的に等しいことが保たれるべきである。
【０００７】
　米国特許第５７２９３１１号公報に示される装置の欠点は、凹部が光導波路自体に設け
られることである。これは、多かれ少なかれ導波路を複雑にし、それゆえ製造するのがか
なり高価になってしまう。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本発明の目的は、最先端技術の欠点に関連付けられた課題を克服することである。これ
らの課題は、すなわち、製造工程を簡素に且つ高価でないレベルに保ちながら、フラット
パネルディスプレイ用のエネルギー効率の良い照明システムを如何にして得るかである。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　これは、非偏光を受け取り偏光を放射する照明構造を提供することによって得られる。
構造は、少なくとも光学的に透明な光導波路の形の第１の層、複屈折の第２の層及び第３
の層を有する。これらの層のうち任意の２層間の少なくとも１つのインタフェース表面は
微細構造を有する。好適には、光導波路を微細構造化することを回避するため、第２の層
と第３の層との間のインタフェース表面が微細構造を有する。
【００１０】
　好適な実施例において、複屈折層は、光導波路と第３の層との間に位置し、それによっ
て第３の層がコーティング層の働きをする。別の好適な実施例において、第３の層は、光
導波路と複屈折層との間に位置し、それによって第３の層が接着層の働きをする。更に、
代替実施例において、第１の層及び第３の層は１つの同じ層を指す。
【００１１】
　更に光導波路、複屈折層及びコーティング又は接着層の材料を適当に選択し、それによ
って屈折率を選択し、更に微細構造化された表面を複屈折層に適当に設けることによって
、構造は偏光を放射する。
【００１２】
　第３の層の屈折率は、対応する偏光方向の屈折／反射の損失を最小限にするために、複
屈折層の屈折率のうちの１つと整合することが好ましいが、これは、微細構造における所
望の偏光方向の選択的なＴＩＲのような最も好適な出力結合メカニズムの適切な機能にと
って本質的に必要ではない。屈折率のいくらかの不整合は、不所望の偏光方向がＴＩＲな
く微細構造で生じるためには許容される。それゆえ、＋／－０．０４の範囲内、優先的に
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は＋／－０．０２の範囲内、より優先的には＋／－０．０１の範囲内の実質的な整合は許
容できる。更に、複屈折層は、直交偏光と実質的に合致する所望の偏光方向に関して屈折
率の差を増加させる役割を果たし、これは、放射量及び偏光コントラストの改善をもたら
す。導波される光のこの選択的なＴ．Ｉ．Ｒ．が微細構造で生じるようにするため、対応
する偏光方向に関して複屈折層とコーティング層との間の屈折率の重要な不整合を達成す
る必要がある。すなわち対応する空間方向において、複屈折層の屈折率は、コーティング
層の屈折率よりかなり高くなければならない。これは、複屈折層－コーティングのインタ
フェースにおいてＴ．Ｉ．Ｒ．に関する臨界角を生じさせる。すなわち、臨界角より大き
い角度でインタフェースに入射する光は内部全反射される。十分に大きい臨界角をインタ
フェースの十分な傾斜角度すなわち微細構造の頂部の角度と組み合わせることによって、
内部全反射される角度領域は、導波される角度レンジ内にあるように制御されることがで
き、内部全反射後の対応する角度方向は、光導波路からの放射をもたらすように制御され
ることができる。適切な最適化によれば、導波される角度領域は、微細構造インタフェー
スにおいて内部全反射されるとともに、光導波路の法線方向に近い偏光放射をもたらす角
度に向けられるように選択されることができる。
【００１３】
　別の実施例において、非偏光が光導波路の端面に入る。光の或る偏光成分は、光導波路
と複屈折層と間のインタフェースにおいて、また、コーティングと周囲空気との間のイン
タフェースにおいてＴＩＲを受ける。光の別の偏光成分は、複屈折フィルムとコーティン
グとの間の微細構造化されたインタフェースにおいて屈折され又は反射され、構造からデ
ィスプレイ又は観察者の方へ放射される。本発明のこの実施例において、複屈折層の微細
構造は、表面から外方に伸張する平行なリッジ（隆起）の形であり、これらの平行なリッ
ジは、光の或る偏光成分の屈折を生じさせ、それによって主としてコーティング層を通し
てＬＣＤの方へ光を出力結合させる。本発明の別の実施例において、複屈折層の微細構造
は、表面から内方に伸張する平行な溝の形であり、これらの平行な溝は、光の或る偏光成
分のＴＩＲ及び／又は反射を生じさせ、それによって主として光導波路を通してＬＣＤの
方へ光を出力結合させる。更に、第３の層が光導波路と複屈折層との間に位置する実施例
において、偏光は、微細構造におけるＴＩＲ／反射によって主として複屈折層を通してＬ
ＣＤの方へ出力結合される。
【００１４】
　本発明による構造は、偏光放射を非常に効率的に供給することができる。微細構造にお
ける選択的な内部全反射（ＴＩＲ）による光出力結合メカニズムは、高直線偏光の放射を
ほぼ直角に生じさせ、これは、例えば米国特許第５７２９３１１号による構造における屈
折プロセスでは達成し得ない。
【００１５】
　それゆえ、偏光は、コーティングを通して又は反対方向に導波路を通して放射されるこ
とができ、これは、有利な態様で透過型（バックライト）、半透過型（バックライト）又
は反射型（フロントライト）ディスプレイ構造の如何なる構築も可能にする。
【００１６】
　本発明により提供される更なる利点は、微細構造が複屈折層上に適用されるとき、例え
ばＬＣベースのフィルムに既知のＵＶレプリケーション又はＵＶ硬化プロセスを適用する
ことによって製造工程が簡略化されることが可能であり、それゆえ従来技術の構造と比較
してより安価になりうる。
【００１７】
　本発明のこれら及び他の見地は、以下に記述される実施例から明らかであり、それらを
参照して説明される。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　図１、図２ａ及び図２ｂを参照して、等方性の光導波路１０１と、微細構造２１１、２
２１をもつ複屈折層１０２と、トップコーティング１０３とを有するＬＣＤ１００用バッ
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クライトシステムが図示されている。光導波路内に優先的に閉じ込められた偏光方向の光
をリサイクルするために、第１の反射体１０４及び第２の反射体１０５が、光導波路に隣
接して設けられる。これは、例えば拡散反射体、鏡面ミラーと四分の一波長フィルムとの
組み合わせのような減偏光反射体の形の反射体１０４、１０５を設けることによって達成
されてもよい。代替例として、付加のリターディング層における偏光された導波光の光学
的リタデーションが光のリサイクルの代替手段を提供する。更に、光学的リタデーション
によるリサイクルは、例えば射出成型されたポリカーボネート（ＰＣ）層において一般に
生じるように、光導波路１０１の理想的な光学的等方性からの逸脱により生じることがあ
りえる。
【００１９】
　一般に、光導波路１０１として使用される材料は、例えばポリメチルメタクリレート（
ＰＭＭＡ）、ポリカーボネート（ＰＣ）又はポリスチレン（ＰＳ）のような透過ポリマー
からなる。一般に複屈折層１０２は、例えば、配向性ポリエチレンテレフタレート（ＰＥ
Ｔ）、ポリブチレンテレフタレート（ＰＢＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）の
ような配向性の（例えば延伸された）高分子層又は硬化された一軸配向性の液晶層若しく
は橋かけ結合された液晶ネットワークのような液晶層からなる。コーティング層１０３は
一般に、例えば硬化されたビスフェノールＡエトキシレートジアクリレート（Bisphenol 
A ethoxilated diacrylate）、硬化されたヘキサンジオールジアクリレート（hexanediol
diacrylate、ＨＤＤＡ）、硬化されたフェノキシエチルアクリレート（phenoxyethylacry
late、ＰＯＥＡ）である重合されたアクリル樹脂、硬化されたエポキシ樹脂若しくはこの
ような材料の組み合わせのような透過高分子材料又は配向性液晶層からなる。
【００２０】
　非偏光は、光源１２０から発し、複数の光路に沿って導波路に入る。複数の光路のうち
第１の光路１３１及び第２の光路１４１が図示されている。以下、光路１３１、１４１の
伝播について詳しく述べる。
【００２１】
　しかしながら、光路の伝播について詳細な記述を始める前に、偏光現象のいくつかの特
性を思い起こすことが好都合であり、これは、以下の実施例の記述に依拠する。直線偏光
のため、非偏光ビームは、２つの相互に垂直な偏光ビーム成分に分かれる。このような偏
光分離は、例えば、屈折率ｎｉｓｏをもつ等方性材料をもつ領域と、屈折率ｎｏ及びｎｅ

をもつ異方性材料をもつ領域との間のインタフェースに非偏光ビームを入射させることに
よって得られる。２つの屈折率ｎｏ、ｎｅのうち１つは、ｎｉｓｏに等しい又は実質的に
等しい。非偏光ビームがこのようなインタフェースに入射するとき、等方性材料と異方性
材料との間のインタフェースにおいて屈折率の差を見つけないビーム成分は屈折されずに
通され、他の成分は屈折される。ｎｉｓｏがｎｏに等しい又は実質的に等しい場合、常光
ビームが、等方性材料と異方性材料との間のインタフェースによって屈折されずに通され
る。ｎｉｓｏがｎｅに等しい又は実質的に等しい場合、このようなインタフェースは、異
常光ビームを屈折されない状態で通過させる。
【００２２】
　この実施例において、導波路１０１、複屈折フィルム１０２及びコーティング１０３に
おける高分子材料は次のように選ばれる。
【数１】

【００２３】
　上式で、ｎｏ，ｆｉｌｍ及びｎｅ，ｆｉｌｍは、複屈折フィルム１０２の常屈折率及び
異常屈折率であり、ｎｉｓｏ，ｗａｖｅｇｕｉｄｅは導波路１０１の等方性の屈折率であ
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り、ｎｉｓｏ，ｃｏａｔｉｎｇはコーティング１０３の等方性の屈折率である。
【００２４】
　ｓ偏光状態の光は、導波路／複屈折フィルムのインタフェース１０７において低屈折率
から高屈折率への変化（transition）を経験し、従って光路１３２及び光路１４２によっ
て図示されるように複屈折フィルム１０２へ結合される。ｐ偏光は、高屈折率から低屈折
率への変化を経験し、従って光が十分にコリメートされる場合、光路１３３及び光路１４
３によって図示されるように導波路に内部全反射される。言い換えると、第１の偏光分離
メカニズムは、導波路／複屈折フィルムのインタフェース１０７におけるＴＩＲに基づい
て導入される。
【００２５】
　複屈折フィルムは、ｓ偏光１３２、１４２をＬＣＤ１００に向けて出力結合するために
微細構造（図２ａの符号２１１及び図２ｂの符号２２１）を備える。このような微細構造
がない場合、光は、例えばコーティング／空気のインタフェース１０９においてＴＩＲに
より導波路に閉じ込められたままである。微細構造２１１、２２１は、複屈折フィルム１
０２の常屈折率と整合するコーティング１０３で満たされ、それゆえ第２の偏光メカニズ
ムが導入される。すなわち、光路１３３によって図示される残余のＰ偏光は、複屈折フィ
ルム１０２とコーティング１０３との間の屈折率整合を経験し、コーティング／空気のイ
ンタフェース１０９において内部全反射されて閉じ込められたままになる。しかしながら
、Ｓ偏光すなわち光路１３２は、複屈折フィルム１０２とコーティング１０３との間の屈
折率不整合を経験し、それゆえ微細構造２１１、２２１によって導波路１０１からＬＣＤ
１００又は観察者に向けて出力結合される。Ｓ偏光に関する屈折率不整合を最大限にする
ため、トップコーティング１０３も異方性であるように選択されることができる。
【００２６】
　任意に、放射光の偏光方向を異なる向きへ回転させるために、偏光回転層が加えられて
もよい。例えば、偏光方向の４５度の回転を達成するために、互いに４５度の方向をなす
それぞれの軸を有する２つのλ／４リターダー（波長板）を重ね合わせたものが加えられ
ることができる。
【００２７】
　複屈折フィルム１０２における微細構造の設計に関していくらかの注意が払われるべき
である。２つの異なる微細構造設計２１１、２２１は、それぞれ図２ａ及び図２ｂに主と
して屈折及び反射に関して図示される。図２ａにおいて、微細構造２１１は、主として屈
折を通して直線偏光を出力結合するように示されている。これらの微細構造の主な利点は
、出力結合時の減偏光が回避され、それゆえ高偏光性の光が得られることである。しかし
ながら、光は導波路平面の法線２１０に対して大きい角度で出力結合され、それゆえ付加
のリダイレクションフォイル（図示せず）が、ＬＣＤ１００又は観察者の方向への発光を
得るために必要とされる。
【００２８】
　図２ａ及び図２ｂに図示される微細構造の断面は、三角形の形状であるとともに、図の
平面へのそれらの伸張方向に対して垂直な方向Ｚに関して非対称であるが、Ｚ方向に関し
て対称である三角形状の微細構造が適用されることもできる。更に、例えばホール又はこ
ぶ（ハンプ）様のジオメトリのように三角形状から逸脱したような及び／又は図の平面に
伸張される溝又はリッジ様のものから逸脱したような微細構造の他の変形例が適用されて
もよい。図６ａ乃至図６ｒは、微細構造のジオメトリの例を断面図によって示している。
溝又はリッジは、表面に伸張する小さい溝／リッジの反復を有することができ又はピット
若しくはハンプを有することができ、あるいは対称的又は非対称的な三角形の代わりに、
凹部、凸部又は多数のまっすぐな側面を有することもできる。
【００２９】
　図２ｂにおいて、微細構造２２１は、主として内部全反射を通して光を出力結合するよ
うに示されており、光は、付加のフォイルを使用することなくＬＣＤ１００又は観察者の
方へ直接に放射される。法線２１０に沿って中心を合わせられる偏光出力は、一方向の出
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力結合と組み合わされて達成され、これは、フロントライトの応用例において有利である
。また、光の出力結合の効率は、光の出力結合の低い効率によって特徴付けられる屈折型
の微細構造と異なり、内部全反射に基づく反射型微細構造の場合は極めて高い。
【００３０】
　図２ａ及び図２ｂを付加的に参照する図３に移り、本発明によるバックライト／フロン
トライト照明構造の第２の設計例が概略的に示されている。図１、図２ａ及び図２ｂに関
連して説明されたシステムと同様に、等方性の光導波路３０１と、微細構造２１１、２２
１をもつ複屈折フィルム３０２と、トップコーティング３０３とを有するＬＣＤ３００用
バックライト及び／又はフロントライトシステムが図示されている。前述の例のように、
反射体３０５が、光導波路に隣接して配置される。
【００３１】
　非偏光が、光源３２０から発せられ、複数の光路に沿って導波路３０１を入る。複数の
光路のうち、第１の光路３３１のＳ成分及び第２の光路３４１のＰ成分が図示されている
。高分子材料は次のように選ばれる。
ｎｉｓｏ，ｗａｖｅｇｕｉｄｅ≦ｎｏ，ｆｉｌｍ＜ｎｅ，ｆｉｌｍ

及び
ｎｏ，ｆｉｌｍ＝ｎｉｓｏ，ｃｏａｔｉｎｇ

【００３２】
　ここで、Ｓ偏光及びＰ偏光の双方は、導波路／複屈折フィルムのインタフェース３０７
において低屈折率から高屈折率への変化を経験する。言い換えると、双方の偏光方向の光
が複屈折フィルム３０２へ結合され、光の偏光方向の分離はこの特定のインタフェース３
０７において生じない。すなわち、双方の偏光方向のビームが異なったように屈折される
。しかしながら、どちらの偏光も異方性の層から締め出されない。Ｐ偏光及びＳ偏光の分
離及び光の出力結合は、微細構造／トップコーティングのインタフェース３０８において
もっぱら発生する。この特定の設計の利点は、材料の選択があまり重要でなく、より重要
なことはバックライト及び／又はフロントライトの性能が、光が適切にコリメートされる
か否かに影響されないことである。これは、例えば一般的な冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ
）又は発光ダイオード（ＬＥＤ）からの非コリメート光が使用されることができることを
意味する。
【００３３】
　図４ａ－図４ｆは、本発明による多層化された照明構造の実施例の他の変形例を示す。
光導波路基板４０１の形の第１の層は、ランプ４２０から非偏光を受け取る。光の伝播並
びにＳ成分及びＰ成分の分離は、図４ａ乃至図４ｆのそれぞれに示されている。伝播に関
する詳細については図１－図３に関連してすでに上で説明した。図４ａ－図４ｆにおける
すべての例は、微細構造４１０、４３０を備える複屈折層を有する。図４ａ－図４ｃの例
において微細構造４１０は、平行な溝であり、図４ｄ－４ｆの例における微細構造４３０
は平行なリッジの形である。
【００３４】
　図４ａにおいて、光導波路基板４０１は、微細構造化された複屈折（すなわち異方性）
の第２の層４０２によって少なくとも部分的に覆われており、第３の層４０３すなわちコ
ーティング層が第２の層４０２上に置かれている。コーティング層４０３は、光学的に等
方性又は異方性のどちらでもよい。
【００３５】
　図４ｂにおいては図４ａと同様に、光導波路基板４０１は、微細構造化された複屈折（
すなわち異方性）の第２の層４０２によって少なくとも部分的に覆われており、第３のコ
ーティング層４０３が、第２の層４０２上に置かれている。しかしながら、図４ｂの構造
において、複屈折層４０２は、例えば接着剤のような接着層４１４によって光導波路基板
層４０１に接着される。
【００３６】
　図４ｃにおいて、光導波路基板４０１は、微細構造化された複屈折の第２の層４２２に
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よって少なくとも部分的に覆われている。しかしながら、図４ａ及び図４ｂと異なり、接
着性の第３の層４２３が、基板４０１と第２の層４２２との間に置かれる。接着層４２３
は、光学的に等方性又は異方性のどちらでもよい。
【００３７】
　図４ｄにおいて、光導波路基板４０１は、微細構造化された複屈折の第２の層４３２に
よって少なくとも部分的に覆われ、第３の層４３３すなわちコーティング層が第２の層４
３２上に置かれる。コーティング層４３３は、光学的に等方性又は異方性のどちらでもよ
い。
【００３８】
　図４ｅにおいては図４ｄと同様に、光導波路基板４０１は、微細構造化された複屈折の
第２の層４３２によって少なくとも部分的に覆われている。第３のコーティング層４３３
が第２の層４３２上に置かれる。しかしながら、図４ｅの構造において、複屈折層４３２
は、例えば接着剤のような接着層４４４によって光導波路基板層４０１に接着される。
【００３９】
　図４ｆにおいて、光導波路基板４０１は、微細構造化された複屈折の第２の層４５２に
よって少なくとも部分的に覆われている。しかしながら、図４ｄ及び図４ｅの例と異なり
、接着性の第３の層４５３が、基板４０１と第２の層４５２との間に置かれる。接着層４
５３は、光学的に等方性又は異方性のどちらでもよい。
【００４０】
　偏光分離が基板と配向性層との間のインタフェースでのみ生じる構造によって放射され
る光の基準測定と、本発明による構造によって放射される光の測定とが、本発明の技術的
効果を説明するためになされた。
【００４１】
　基準測定において、屈折率ｎｉｓｏ，ｗａｖｅｇｕｉｄｅ＝１．５８５をもつポリカー
ボネート導波路が使用された。延伸比４．５、ｎｏ，ｆｉｌｍ＝１．５７及びｎｅ，ｆｉ

ｌｍ＝１．８７をもつ延伸ＰＥＮフィルムが使用された。微細構造は、延伸フィルム（図
２ｂ参照）に、微細構造の長軸が延伸方向と平行であるように微細加工された。複屈折フ
ィルムは、屈折率１．５８５（すなわちポリカーボネート導波路の屈折率と同一）をもつ
接着剤を使用してポリカーボネート導波路に接着された。非コリメート光及び高コリメー
ト光が導波路へ結合され、放射光の偏光依存の角度分布が測定された。測定は、光が、導
波路の平面の法線に関して約１５度の角度で主に放射されることを示している。Ｓ偏光と
Ｐ偏光との間のコントラスト比は、非コリメート光の場合に低く（法線２１０の方向にお
いて１．９）、入射光のコリメーション時に改善する（法線２１０の方向において２．５
）。
【００４２】
　本発明による構造を用いた測定において、屈折率ｎｉｓｏ，ｗａｖｅｇｕｉｄｅ＝１．
４９をもつポリ（メチル）メタクリレート導波路が使用された。延伸比４．５、ｎｏ，ｆ

ｉｌｍ＝１．５７及びｎｅ，ｆｉｌｍ＝１．８７をもつ延伸ＰＥＮフィルムがここでも使
用された。微細構造は、延伸フィルム（図２ｂ参照）に、微細構造の長軸が延伸方向と平
行であるように微細加工された。複屈折フィルムは、屈折率１．４９をもつ接着剤を使用
してポリ（メチル）メタクリレート導波路に接着された。トップコーティングが、屈折率
１．５７（すなわち延伸ＰＥＮフィルムの常屈折率と同一）をもつ延伸フィルムに加えら
れた。非コリメート及び高コリメートＣＣＦＬ光の双方が導波路へ結合され、放射光の偏
光依存の空間分布が測定された。測定は、光が主として光導波側の導波路の平面の法線に
沿って放射され、ｓ偏光とｐ偏光との間のコントラスト比が非コリメート入射光に関して
高いことを示す。
【００４３】
　表１において、非コリメートのエッジ照明が使用され、すべての角度にわたって積分さ
れるとき、全発光強度が与えられ、表２において、法線方向における対応する局所強度値
が示されている。表２において、表面の法線に沿って放射されるＳ／Ｐ偏光比率が６０－
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９０の高さであることが理解されることができ、表１に示される結果から、Ｓ／Ｐ光の積
分された偏光コントラスト比が１４．５の高さであることが理解されることができる。
【００４４】
　図５ａ－図５ｄは、上述の例で使用されたようなバックライトプロトタイプ照明構造の
写真を示す。図５ａは、ランプ及び試料ホルダ５０１、ＰＭＭＡ基板５０２及び溝領域５
０４をもつＰＥＮフォイル５０３を示している。図５ｂは、オンにされ直接観察されるラ
ンプを有する構造を示している。図５ｃに示されるように、Ｓ配向性の偏光子５０５を通
してバックライトの左の部分を観察することは輝度の低減をほとんど与えないが、図５ｄ
に示されるように、Ｐ配向性の偏光子５０６を通してバックライトの左の部分を観察する
ことはピクチャを完全に黒くし、これは、光導波路放射の高直線偏光コントラストを示す
。
【００４５】
【表１】

【００４６】
【表２】

【００４７】
　それゆえ、要約すると、本発明による多層構造は偏光放射を提供する。層間のインタフ
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基板（４０１）の形の第１の層は、ランプ（４２０）から非偏光を受け取る。複屈折の第
２の層（４０２）は、平行な溝の形の微細構造（４１０）を備える。複屈折層上に、第３
の層（４０３）すなわちコーティング層が位置付けられる。光は、複屈折層の微細構造化
された表面において選択的な内部全反射（ＴＩＲ）によって出力結合され、これは、ほぼ
垂直な角度で高直線偏光性の放射を生じさせる。偏光は、コーティングを通して又は光導
波路を通して反対方向に放射されることができ、これは、有利な態様で、透過型（バック
ライト）、半透過型（バックライト）又は反射型（フロントライト）ディスプレイ構造の
いかなる構築も可能にする。　
【図面の簡単な説明】
【００４８】
【図１】本発明による照明装置の概略斜視図。
【図２ａ】図２ａは、本発明による照明装置の層間のインタフェースの概略断面図。
【図２ｂ】図２ｂは、本発明による照明装置の層間のインタフェースの概略断面図。
【図３】本発明による照明装置の概略斜視図。
【図４ａ】本発明による照明装置の概略断面図。
【図４ｂ】本発明による照明装置の概略断面図。
【図４ｃ】本発明による照明装置の概略断面図。
【図４ｄ】本発明による照明装置の概略断面図。
【図４ｅ】本発明による照明装置の概略断面図。
【図４ｆ】本発明による照明装置の概略断面図。
【図５ａ】本発明による光を放射する照明装置の平面図。
【図５ｂ】本発明による光を放射する照明装置の平面図。
【図５ｃ】本発明による光を放射する照明装置の平面図。
【図５ｄ】本発明による光を放射する照明装置の平面図。
【図６ａ】図６ａは、微細構造の概略断面図。
【図６ｂ】図６ｂは、微細構造の概略断面図。
【図６ｃ】図６ｃは、微細構造の概略断面図。
【図６ｄ】図６ｄは、微細構造の概略断面図。
【図６ｅ】図６ｅは、微細構造の概略断面図。
【図６ｆ】図６ｆは、微細構造の概略断面図。
【図６ｇ】図６ｇは、微細構造の概略断面図。
【図６ｈ】図６ｈは、微細構造の概略断面図。
【図６ｉ】図６ｉは、微細構造の概略断面図。
【図６ｊ】図６ｊは、微細構造の概略断面図。
【図６ｋ】図６ｋは、微細構造の概略断面図。
【図６ｌ】図６ｌは、微細構造の概略断面図。
【図６ｍ】図６ｍは、微細構造の概略断面図。
【図６ｎ】図６ｎは、微細構造の概略断面図。
【図６ｏ】図６ｏは、微細構造の概略断面図。
【図６ｐ】図６ｐは、微細構造の概略断面図。
【図６ｑ】図６ｑは、微細構造の概略断面図。
【図６ｒ】図６ｒは、微細構造の概略断面図。
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