
JP 5859585 B2 2016.2.10

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　発光装置の指向性光取り出しシステムの一部を形成するための回折光取り出しユニット
であって、前記回折光取り出しユニットは、
　光を輸送するためのキャリア素子であって、前記キャリア素子は、入口表面領域と、前
記入口表面領域の反対側にある出口表面領域と、を含み、前記光は前記入口表面領域に入
射し、前記光は前記出口表面領域から出射する、キャリア素子と、
　前記キャリア素子の入口表面領域および出口表面領域に画定された複数の連続する回折
表面レリーフ形状を個々に備える回折ユニットであって、
　　前記回折ユニットは、前記キャリア素子の上に配置され、
　　前記回折ユニットは、前記複数の連続する回折表面レリーフ形状のうちの少なくとも
２つを介して、前記回折ユニットへの入射光を取り出すように個々に構成され、
　　前記入射光の少なくとも一部は、前記複数の連続する回折表面レリーフ形状の少なく
とも１つの第一の回折表面レリーフ形状を貫通し、且つ、前記複数の連続する回折表面レ
リーフ形状の少なくとも１つの第二の回折表面レリーフ形状から前記出口表面領域に向か
って反射し、
　　前記キャリア素子の入口表面領域は、第一の表面領域と、前記第一の表面領域により
少なくとも部分的に取り囲まれる第二の表面領域と、を備え、前記第一の表面領域は、第
一の方向に整列された回折表面レリーフ形状を備え、且つ、前記第二の表面領域は、前記
第一の方向とは異なる第二の方向に整列された回折表面レリーフ形状を備える、回折ユニ
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ットと、を備え、
　前記複数の回折ユニットは、光源からの距離が増加するにつれて、前記光学的に透明な
キャリア素子上で前記複数の回折ユニットの密度を増加させるように配列され、前記複数
の回折ユニットは、セミランダム化において規則的なグリッドを形成しないように整列さ
れる、回折光取り出しユニット。
【請求項２】
　前記複数の連続する回折表面レリーフ形状は、前記キャリア素子の入口表面領域上で、
複数の傾斜型格子溝、凹状又は凸状のプロフィールを画定する、請求項１に記載の回折光
取り出しユニット。
【請求項３】
　前記複数の連続する回折表面レリーフ形状の少なくとも２つの連続する回折表面レリー
フ形状は、同一の高さを有する、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項４】
　ある入射角及びある円錐角の範囲内における、前記複数の連続する回折表面レリーフ形
状のうちの１つへの入射光の光線は、前記キャリア素子の出口表面領域に向かってある取
り出し角の範囲内で少なくとも部分的に取り出され、前記入射角は、前記キャリア素子の
法線に対して測定される際の前記入射光の角度であり、且つ、前記円錐角は、前記キャリ
ア素子の法線に直交する面に対して測定される際の前記入射光の角度である、請求項１に
記載の回折光取り出しユニット。
【請求項５】
　前記キャリア素子の出口表面領域上に画定された回折シート又はフィルムであって、前
記回折シート又はフィルムは、前記キャリア素子の外側で前記回折ユニットと協働して前
記回折ユニットへの入射光を取り出すように配列される、回折シート又はフィルム、をさ
らに備える、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項６】
　前記複数の連続する回折表面レリーフ形状の少なくとも１つの回折表面レリーフ形状は
、三角形状、台形状、平行四辺形状、及び等辺三角形状からなる群より選択されるプロフ
ィールを画定する、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項７】
　前記回折ユニットは、少なくとも２つの平行な回折表面レリーフ形状を個々に備える、
請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項８】
　前記キャリア素子は、光学的に透明であり、且つ、内部全反射による光伝達を可能にす
るように構成される、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項９】
　前記入射光は、前記回折ユニットのうちの少なくとも１つに結合される光源から受け入
れられる、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項１０】
　前記複数の連続する回折表面レリーフ形状は、４５°のブレーズ角を有する１つ以上の
ブレーズ型プロフィールを備える、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項１１】
　前記複数の連続する回折表面レリーフ形状は、前記形状間で可変のブレーズ角を有する
１つ以上のブレーズ型プロフィールを備える、請求項１に記載の回折光取り出しユニット
。
【請求項１２】
　前記回折ユニットの第一のもののブレーズ角は、前記回折ユニットの第一のものに隣接
する前記回折ユニットの第二のもののブレーズ角とは異なる、請求項１に記載の回折光取
り出しユニット。
【請求項１３】
　前記回折ユニットは第一の回折表面を備え、前記回折光取り出しユニットは前記キャリ
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ア素子の出口表面領域上に画定された第二の回折表面を備え、前記第二の回折表面は、前
記キャリア素子の外側で前記第一の回折表面と協働して前記第一の回折表面上への入射光
を取り出すように配列される、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項１４】
　前記第一の表面領域内の回折表面レリーフ形状は、第一の形状周期を有し、且つ、前記
第二の表面領域内の回折表面レリーフ形状は、前記第一の形状周期とは異なる第二の形状
周期を有する、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項１５】
　前記第一の表面領域内の回折表面レリーフ形状は、第一の形状型を有し、且つ、前記第
二の表面領域内の回折表面レリーフ形状は、前記第一の形状型とは異なる第二の形状型を
有する、請求項１に記載の回折光取り出しユニット。
【請求項１６】
　導光体と、
　光を前記導光体内に結合するための光取り込みシステムであって、前記光取り込みシス
テムは光分配体又は散光体を備える、光取り込みシステムと、
　その中で光伝播を可能にするための光学的に透明なキャリア素子であって、前記キャリ
ア素子は入口表面領域及び出口表面領域を含み、前記光は前記入口表面領域に入射し、前
記光は前記出口表面領域から出射する、キャリア素子と、
　複数の回折ユニットを備える光取り出しシステムであって、前記複数の回折ユニットは
、前記光学的に透明なキャリア素子の入口表面領域および出口表面領域上で複数のブレー
ズ型又は傾斜型格子プロフィールを画定する複数の連続する回折表面レリーフ形状を個々
に備え、
　　前記回折ユニットは、前記キャリア素子の上に配置され、
　　前記回折ユニットは、前記複数の連続する回折表面レリーフ形状のうちの少なくとも
２つを介して、前記回折ユニットへの入射光を取り出すように配列され、
　　前記入射光の少なくとも一部は、前記複数の連続する回折表面レリーフ形状の少なく
とも１つの第一の回折表面レリーフ形状を貫通し、且つ、前記複数の連続する回折表面レ
リーフ形状の少なくとも１つの第二の回折表面レリーフ形状から前記出口表面領域に向か
って反射し、
　　前記キャリア素子の入口表面領域は、第一の表面領域と、前記第一の表面領域により
少なくとも部分的に取り囲まれる第二の表面領域と、を備え、前記第一の表面領域は、第
一の方向に整列された回折表面レリーフ形状を備え、且つ、前記第二の表面領域は、前記
第一の方向とは異なる第二の方向に整列された回折表面レリーフ形状を備える、光取り出
しシステムと、
を備える、導光体システムであって、
　前記複数の回折ユニットは、光源からの距離が増加するにつれて、前記光学的に透明な
キャリア素子上で前記複数の回折ユニットの密度を増加させるように配列され、前記複数
の回折ユニットは、セミランダム化において規則的なグリッドを形成しないように整列さ
れる、導光体システム。
【請求項１７】
　前記キャリア素子は前記入口表面領域に隣接する第三の表面領域を含み、前記第三の表
面領域は回折素子のない位置を含む、請求項１６に記載の導光体システム。
【請求項１８】
　前記導光体に結合され、且つ、前記入射光を提供するように構成された光源をさらに備
える、請求項１６に記載の導光体システム。
【請求項１９】
　前記複数の回折ユニットに属する複数の回折ユニットは、独立してもグループとしても
、１つ以上の光源に関連して整列される、請求項１６に記載の導光体システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　概して、本発明は、光学に関する。詳細には、本発明は、回折格子の効果を利用する、
光取り出し（outcoupling）及び指向（directing）構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　回折格子構造は、回折効果を含む物理光学に基づいて光路を調節する微細表面構造であ
る（断面プロフィールが、例えば、５ミクロン）。多くの周知の「マイクロプリズム」構
造は、これらが比較的大きなものであり（断面プロフィールが、例えば、５０ミクロン）
、それによって、光路の変化がその中での屈折効果のみに基づく、すなわち、幾何光学の
原理のみが適用されることから、真の回折構造ではない。
【０００３】
　一般的に、２つの媒体間の界面における光の屈折は、以下のスネルの法則によって記述
され、
【数１】

反射は、θｉ＝θｒで説明され、
　ここで、θｉ、θｒ、及びθｔは、それぞれ、界面に対する法線ベクトルと入射ビーム
、反射ビーム、及び屈折ビームとの間の入射角、反射角、及び屈折角である。ｎ及びｖは
、それぞれ、第一及び第二の媒体の屈折率、並びに該媒体中での光速を意味する。図１ａ
を参照されたい。内部全反射は、第二の物質と比べて屈折率の高い物質から到達する光が
、表面に対する法線に対して臨界角以上の角度で媒体境界へ到達した場合に発生し得る。
【０００４】
　回折現象は、光をスペクトルに分光するために用いられる、多数の平行線、すなわち、
格子溝又は「スリット」の透過又は反射面パターンを意味する回折格子によって検査され
る場合が多い。透過格子は、透過性材料上に溝を有する。反射格子は、表面の反射性コー
ティング上に溝を有する。そのような表面を通過又は反射する光線は、回折の結果として
曲げられる。回折角は、光波長λ、及び「ピッチ」とも称される、いわゆる溝「間隔」又
は溝「周期」ｄに依存し、以下の（面内）格子方程式に従う。

【数２】

　ここで、角度α及びβは、それぞれ、入射角及び回折角を意味する。これらの角度は、
本例では、格子法線から測定される。「ｍ」は、回折次数を意味し、整数である。選択さ
れた波長λに対して、｜ｍλ／ｄ｜＜２に従うｍの値は、式（２）から明らかに物理的に
実現可能である。ｍ＝０の次数は、正透過又は正反射に相当する。格子の各々の溝が回折
パターンを誘導し、それによって、複数の溝による多くの回折パターンが干渉する。反射
格子の概略図を示す図１ｂを参照されたい。ここで、格子溝はページ表面に対して垂直で
あり、単色光線が平面中を伝播する。ほとんどの回折では、回折格子の溝は、長方形断面
を有する、すなわち、バイナリ溝（binary groove）であるが、台形状又は三角形状とす
ることも可能である。
【０００５】
　正確で効率的な光管理は、その重要性を増し続けている。電力消費及び光害は、ともに
あらゆる光学アプリケーションにおける実際の問題となっている。光学ソリューションに
おける現在の主たる焦点は、光結合及び指向構造である。
【０００６】
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　導波路は、その内部で波を伝達するよう特に適合された素子である。光学的には、導波
路は導光体（lightguide）と称されることが多く、通常、比較的屈折率の高い誘電体を含
む。導波路は、屈折率の低い環境下に置かれると、有利に、内部全反射の原理に従って光
波を伝達する。導光体には、光ファイバー、ガラス、及び、例えば、種々のフィルムが含
まれる。
【０００７】
　バイナリ溝などの回折格子は、光学アプリケーションにおいて、光の取り出し及び散乱
に用いることができる。しかし、以下再検討するように、単に回折格子溝を用いるだけで
は、いかなる基準であっても、許容レベルのパフォーマンスが自動的に保証されるわけで
はない。
【０００８】
　図２は、ＬＥＤ（発光ダイオード）などの光源２０４が装着された縦長形状の導光体２
０２の断面を図示した概要を開示する。大部分の光は、媒体界面法線に対するその入射角
が臨界角よりも小さい場合、導光体の上面から、好ましくない、適切ではない方向へ取り
出される。コノスコープによる図から分かるように、導光体２０２から放射される光出力
２０６は、特に均一でもなく、指向性でもない。そのような出力は、導光体内を全反射で
伝播していた光の一部がその方向及び入射角を変え、それによって、媒体界面と接触した
際に導光体外部へと伝達されるように、導光体の底面又は上面に提供される光路を変える
ための多数の微細構造によって達成が可能である。
【０００９】
　図３は、対応する状況を開示しており、ここでは、光取り出しのために、多数の単独の
（solitary）、すなわち、単一のブレーズ型（blazed）格子溝３０２が、導光体底部表面
３０４に配置されている。ブレーズ型格子溝は、特に、入射角に対する選択性及び感度を
有する構造であるため、格子溝の指向性結合効率（directive coupling efficiency）は
、光の入射角と強い相関があり、円錐角（conical angle）、すなわち、入射光と格子法
線に平行な図３の平面（ＸＹ）との間の角度に対しても同様である。従って、指向性の光
取り出しは、導波路の出力係数、すなわち、入射光と適切に取り出された光との間の関係
から決定することができる好ましい効率パラメータがなお適度である狭い垂直方向の取り
出し角を達成するための非常に限定された範囲の入射角によってのみ達成される。それ以
外の入射角では、例えば、光はブレーズ型格子構造を通過し、導光体の内部又は外部へと
さらに伝播する。この光の大部分は、最終的には導光体から漏出するか、又は好ましくな
い角度で取り出されて無指向性の出射光となり、従って、多くの用途において、発光効果
が劣り、光結合効率が低くなる。単独ブレーズ型格子溝により、連続する溝の間の間隔が
少なくとも数十ミクロンである先行技術の一つのソリューションが、ＥＰ１２６０８５３
に開示されている。
【先行技術文献】
【特許文献】
【００１０】
【特許文献１】欧州特許第１２６０８５３号明細書
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　種々の先行技術によるソリューションにもかかわらず、導光体又はその他の発光装置の
発光表面からの出射は、取り出し光の指向性及び均一性という点で十分に適切ではなかっ
た。取り出し光は、おおよそ均等拡散（Lambertian）であり、不均一であった。
【００１２】
　回折格子溝の性能をさらに分析するために、図３に示すように格子溝が導光体底部に位
置した場合における、単独マイクロプリズム型格子溝のパフォーマンス、及び電磁気学的
（～物理光学）手法と光線追跡法との違いに関して、いくつかの試験及びシミュレーショ
ンを行った。単独格子溝、又はブレーズ角が４５°であり、従って、等辺三角形状である



(6) JP 5859585 B2 2016.2.10

10

20

30

40

50

マイクロプリズム上での入射光の相互作用の分析の後、以下の結論が導かれた。この試験
の設定では、６０°～９０°の範囲の角度αでマイクロプリズム型の溝へ光が入射し、こ
こで、角度αは、垂直線に対するＸＹ面内の入射光の角度である。角度θは、円錐角、す
なわち、ＸＺ面内の入射光の角度である。θ＝０°の場合、光は、ＸＹ面内を溝に対して
垂直に伝播する。
【００１３】
　前述のマイクロプリズム型の溝は、一般的に、角度αが８７°＜α＜１３２°の範囲（
溝法線に対して４２°＜γ＜８７°の入射角に対応）である場合に、導光体の最上部表面
を通しての出射光に適している。これより小さい角度では、光が溝を通して導光体から放
射され、導光体の最上部表面まで到達する光エネルギーは少しの部分でしかない。αの最
適角度は９０°である。角度αが８０°乃至１００°の範囲である場合、導波路からの出
射角は、実質的に１５°以下である。さらに、例えば、８７°乃至１００°など、角度α
の範囲が比較的狭い場合、８７°未満の角度では光の一部分が回折溝を通過することが思
い起こされる一方、導波路の出力係数は、明らかに０．９０を超えていることも明らかと
なったが、ここで、この係数は、溝の反射率と導波路最上部表面の透過率との積として定
義される。θのゼロからの偏移は、出射角φの絶対値を増加させる。θが１０°を超える
場合、１５°よりも小さい角度での導光体最上部からの光の取り出しは実質的に不可能で
ある。単独の溝は、従って、入射角の大きな光を、出口面に対して垂直方向に取り出すこ
とに特に適してはいない。
【００１４】
　例えば偏光現象を組み込んだ電磁気学的モデルと光線追跡モデル（幾何光学）とを比較
すると、この二つの手法は、例えば、３０°未満など、角度θが特に大きくない場合、光
の進行方向及び光出力係数に関して、概ね同じ結果を提供することができることが分かっ
た。しかし、電磁気学的モデルは、特に、入射角が小さい場合と大きい場合に関して、回
折現象のために、高い光出力係数を提供する。
【課題を解決するための手段】
【００１５】
　本発明の実施形態の目的は、先行技術の配列において明らかな前述の欠点を少なくとも
軽減することである。
【００１６】
　この目的は、結合光の指向性の改善された効率的な制御を提供する回折表面レリーフ構
造を含み、通常、改変、複製、及びその他の要素との一体化によって発光装置の回折光取
り出しシステムの少なくとも一部を形成することができる本発明のソリューションによっ
て達成される。
【００１７】
　従って、本発明の一つの局面において、複数の回折光取り出しユニットを含む発光装置
の指向性光取り出しシステムの一部分を形成する回折光取り出しユニットは、
　‐回折表面レリーフパターンを収容するキャリア素子と、
　‐キャリア素子の表面領域上に画定された複数の連続する回折表面レリーフ形状を含む
回折表面レリーフパターンと、
　を含み、ここで、この形状周期は、好ましくは、約１０ミクロン以下であり、該回折表
面レリーフパターンの該連続する回折表面レリーフ形状のうちの少なくとも２個の表面レ
リーフ形状が関与する相互作用を介して結合光の指向性を高めるように、該回折表面レリ
ーフパターンへの入射光をキャリア素子外部へ結合するよう配置されている。
【００１８】
　一つの実施形態では、複数の連続する回折光取り出しユニットは、その表面領域上に、
多数のブレーズ型又は傾斜型（slanted）格子溝、凹状又は凸状のプロフィールを画定す
る。ブレーズ型溝のプロフィールは、マイクロプリズム型、三角形状、又は鋸歯状プロフ
ィールと称することもできる。傾斜型溝のプロフィールとしては、例えば、平行四辺形及
び台形の形状を挙げることができる。
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【００１９】
　本発明の実施形態では、光取り出しユニットの連続する回折表面レリーフ形状間の相互
作用を組み入れており、それによって、単に単一の光取り出しユニット及びその指向性だ
けではなく、複数の光取り出しユニットを含む光取り出しシステムに関して、所定の方向
への全体の結合効率、すなわち、光の指向性を高めることができる。各々の光学設計は、
一般的に、複数の類似の又は異なる光取り出しユニットを含むことができる。
【００２０】
　通常、所望する光取り出し角は、実施形態によるが、より広い範囲の入射角を、上記の
表面レリーフ形状の相互作用を用いることによってより狭い範囲の光取り出し角へと効果
的に取り出すことができるように、入射角に比べて狭い。光取り出しユニットの効率は、
所望の光取り出し角内で取り出された光の入射光に対する量（例：光束／光強度）に関連
する選択された基準に従って測定することができる。従って、入射光は、少なくともその
一部分が所望するように取り出され、一方、ある程度の漏光又は所望されない光取り出し
角は依然として発生する可能性はある。
【００２１】
　前述のユニットは、複製し、任意に大きさ及び形などを改変し、導光体又は別の要素の
所定の多数の部位に配置することで、その光取り出しシステムの少なくとも一部分を形成
し、取り込まれた(incoupled)入射光を導光体内又はその他の要素内の所定の方向へ指向
させることができる。このシステムのキャリア素子、又は「キャリア媒体」（基材）は、
光の輸送が可能であってよく、及び光取り出しユニットの複数のより小さく光学的に透明
であって、該ユニット並びにその他の光学及び／又は回折素子の回折表面レリーフパター
ンが形成されるキャリア素子を含んでよい。回折表面レリーフパターンの、又は光取り出
しシステム全体のキャリア素子は、導光体として用いられない場合でも、回折パターンを
搭載するのに適する材料を含むべきであり、そこへ、入射光が到達して、キャリア素子自
体の内部に侵入することなく取り出される。
【００２２】
　光取り出しユニットの前述の実施形態は、従って、光取り出しシステム全体の機能的構
成要素とみなすことができる。光取り出しユニットの回折表面レリーフパターン中の連続
する回折表面レリーフ形状、すなわち回折構造の総数は、例えば２～５個などの数個から
、数十個まで、用途に応じて様々としてよい。数を決定することができる方法は、実施形
態の詳細な説明と関連して、以下でより詳細に分析する。
【００２３】
　キャリア基材上の回折光取り出しユニット全般の物理的な配置及び外観について考察す
ると、ユニットには、周囲のキャリア素子物質及びその任意の表面レリーフ形状に対して
、含有される表面レリーフ形状の境界によってキャリア素子の残りの表面から視覚的にも
区別可能であり分離可能である、機能的に分離可能な表面領域が通常は含まれる。回折光
取り出しユニットの分離可能な表面領域は、通常、さらに、少なくとも２個の連続する回
折表面レリーフ形状を有する少なくとも１個の回折表面レリーフパターンを含む。この少
なくとも２個の連続する形状は、好ましくは、説明した相互作用によって効果的に光が結
合されるように配置され、整列される。例えば、そのような相互作用を提供する整列とは
、ブレーズ型プロフィールを有する２個の格子溝などの実質的に平行な２個の型のことで
あり得る。回折光取り出しユニットの回折表面レリーフパターンの少なくとも２個の連続
する形状は、ある実施形態では、完全に平行な形状とは対照的に、例えば、５°又は１０
°の違いを有する整列など、異なった形で整列してもよい。
【００２４】
　回折光取り出しユニットの前述の分離可能な表面領域は、例えば、第一及び第二の表面
領域など、各々が異なる、又は少なくとも異なった形で整列された表面レリーフパターン
を含む複数のサブ領域へ、機能的に及び／又は視覚的に分離することも可能であってよい
。しかし、他の形状も可能であるため、必ずしもそのような表面レリーフパターンのすべ
てが、回折表面レリーフ形状を有する必要なはい。表面（サブ）領域には、実質的に表面
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レリーフ形状がなくてもよい。複数の表面レリーフパターン又は少なくとも複数の表面領
域が機能的光取り出し要素を構成する場合、集合（aggregate）光取り出しユニットが作
り出される。
【００２５】
　光取り出しユニットの大きさ、整列、表面レリーフ型、形、及び位置は、１若しくは２
個以上の所定の方向へのシステムの所望する全体の効率に基づいて調節することができ、
実際、一つの光取り出しシステムは、回折型を有する複数の少なくとも機能的に分離可能
な表面領域を含むことができ、該領域は、異なった所定の結合方向を有する。このような
集合光取り出しシステムは、従って、複数の光取り出しサブシステムから構築されると見
なすことができる。
【００２６】
　従って、一つの実施形態では、前記のキャリア素子は、第一の表面領域、及び第一の表
面領域に隣接する第二の表面領域を含むことができ、ここで、該第一の表面領域は、上記
の回折表面レリーフパターンを含み、該第二の表面領域は、回折要素を含まないか、又は
第一の表面領域の第一の回折構造のレリーフ形状と異なるか（形、大きさ、など）、若し
くは少なくとも異なった形で整列される１個以上の回折素子を含む。従って、異なる種類
の集合ユニットを形成することができる。第二の表面領域を用いて、例えば、第一の表面
領域からの光取り出しを補助、調節、及び／又は微調整することができる。第二の表面領
域の回折素子は、表面レリーフ形状を用いて形成することもできる。
【００２７】
　本発明の第二の局面によると、回折光取り出しシステムは、
　‐複数の回折光取り出しユニットを含むキャリア素子を含み、
　ここで、各ユニットは、キャリア素子の表面領域上に画定されたブレーズ型又は傾斜型
格子プロフィールなどの複数の連続する回折表面レリーフ形状を含む回折表面レリーフパ
ターンを含み、ここで、この形状周期は、好ましくは、約１０ミクロン以下であり、該複
数の連続する回折表面レリーフ形状のうちの少なくとも２個の表面レリーフ形状が関与す
る相互作用を介して光取り出しシステムの該複数の回折光取り出しユニットによる結合光
の指向性を高めるように、該回折表面レリーフパターンへの入射光をキャリア素子外部へ
結合するよう配置されている。
【００２８】
　光取り出しシステムの設計全般について考察すると、設計の要求事項により、例えば、
キャリア素子の許容される形及び大きさを決定することができる。さらに、設計の要求事
項により、使用する光源の種類、光源の位置及び整列、並びに、複数を使用する予定であ
るか又は使用することができる場合は、光源の総数、を決定することができる。そのよう
な設計パラメータの１若しくは２個以上を最初は固定せず、従って、設計プロセスの間に
調整可能としてもよい。要求事項は、所定の方向への光取り出し効率の目標を設定しても
よく、そのような効率を、１若しくは２個以上の別の選択肢としての設計オプションによ
って達成することを可能とすることができ、ここで、選択された光取り出しユニットの回
折構造の位置、形、整列、及び光学的形状は、別の選択肢としての設計間で、及び設計内
でさえも異なっていてよく、それでも、すべての設計は所定の要求事項を満たす。許容さ
れる設計の最終的なパフォーマンスは、それでも、必然的に異なる場合がある。
【００２９】
　本発明の第三の局面によると、導光体は、
　‐光源からの光を導光体内へ結合するための光取り込みシステム（incoupling system
）と、
　‐光を輸送するための光学的に実質的に透明であるキャリア素子と、
　‐複数の回折光取り出しユニットを含む光取り出しシステムと、
　を含み、
　ここで、各ユニットは、キャリア素子上に画定された、ブレーズ型又は傾斜型格子プロ
フィールなどの複数の連続する回折表面レリーフ形状を含む回折表面レリーフパターンを
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含み、ここで、この形状周期は、好ましくは、約１０ミクロン以下であり、該回折表面レ
リーフパターンの該複数の表面レリーフ形状のうちの１個の表面レリーフ形状と少なくと
も別の１個とが関与する相互作用を介して光取り出しシステムの該複数の回折光取り出し
ユニットによる結合光の指向性を高めるように、該回折表面レリーフパターンへの入射光
をキャリア素子外部へ結合するよう配置されている。
【００３０】
　一つの実施形態では、複数の回折表面レリーフパターンの１個への、所定の入射角及び
所定の円錐角の範囲内の入射光線の少なくとも一部が、該複数の回折表面レリーフ形状の
うちの少なくとも２個の回折表面レリーフ形状が関与する相互作用によって、少なくとも
部分的に所望の出口領域を通して結合され、所定の方向に対する所定の取り出し角の範囲
内でキャリア素子から放射されることで光の指向性の効果的な制御が高められるように、
該回折表面レリーフパターン上の入射光が結合されるように導光体が設計される。
【００３１】
　実施形態では、光取り出しシステムが延長するよう構成される表面領域は、さらに、回
折要素を含まない位置か、又は前記の回折表面レリーフパターンの回折表面レリーフ形状
と異なるか若しくは少なくとも異なる形で整列される１個以上の回折素子を含む位置をさ
らに含む。
【００３２】
　従って、導光体の前述の光取り出しシステムが延長することができる領域は、領域内に
その他の構造、異なった形で整列された構造、又は構造のない領域が存在することができ
るように、好ましくは、正確に類似し、類似した形で整列された前述の回折構造によって
１００％の密度で完全に覆われていないことが好ましい。好ましくは、その他の構造も、
回折表面レリーフパターンを含む。結果として、延長された全領域を、例えば、最大密度
の格子で単に充填するよりも、さらなる制御性を得ることができる。
【００３３】
　特定の実施形態によっては、例えば導光体最上部表面などの所定の出口領域、及び光取
り出しシステムが延長される領域は、別々の領域であっても、又は少なくとも部分的に重
なり合った領域であってもよい。
【００３４】
　光取り込みシステムは、格子構造、光分配体、散光体などの、光源からの光を導光体へ
伝達する手段を含むことができる。ＬＥＤ、又は蛍光灯若しくは白熱灯、又はこれらの複
数などの光源自体をさらに含むことができる。
【００３５】
　本発明の有用性は、各々の特定の実施形態に応じた複数の課題より生ずる。一般的に述
べると、特定の結合ソリューションは、光を正確に、及び効率的に制御するための多様な
光学アプリケーションに適している。前述のユニットの回折パターンは、好ましくは、２
０μｍ（長さ）×２０μｍ（幅）で、周期及び深さ（又は高さ）が５μｍなど、小さいも
のであり、高い変調度が提供される。例えば、溝のブレーズ角を様々に変えて、光取り出
し角、及び導光体などの関連する発光装置の配光、すなわち、放射パターンを、少ない損
失及び漏光で制御することができる。提案する光取り出しソリューションは、特別の光取
り出しユニットの補助のもとで（「相互作用」）、より広い範囲の入射角を処理し、効率
的に取り出すことが可能であることから、有利に、単独の溝によるソリューションよりも
、光取り出し効率が高く、光の指向性が優れている。例えば、ノート型コンピュータ及び
携帯型端末のディスプレイの照明など、多くの用途において、例えば、セキュリティ及び
プライバシーの問題などのため、均等拡散光よりも効率及び指向性に優れる光の方が好ま
しく、本発明により、照射される対象が所定の角度の範囲内の外部観察者にのみ視認され
るように、取り出された光線を所望の方向に対して平行とすることができる。単一の光取
り出しユニットが効率的であるように、複数の光取り出しユニットに対応するより広い変
調された発光表面も効率的である。本発明の一若しくは二つ以上の実施形態による回折構
造は、種々の光電子工学的用途にも利用することができる。
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【００３６】
　本発明の実施形態の発明である光取り出し構造は、通常、従来のソリューションと比べ
て、入射角及び波長の変化による影響を受けにくく、むしろ広い範囲の入射角及び波長に
対して効率的な光取り出し器であり、さらに、種々の波長に対しても（例：準単色光に対
して）、光取り出しの指向性に対する制御性を高めることができる。光取り出しユニット
を用いて、例えば、フロントライト及び／又はバックライトの両方の機構を形成すること
ができる。フロントライトの用途では、通常、見る方向に対してライト自体が視認可能な
加工物を作り出さないことが有益であり、本発明の光取り出しユニットは、照明標的に向
かって光を効果的に取り出す、精密で、内部が密であり、しかし、一体として実質的に感
知できない局所的な回折素子の構築を提供する。さらに、本発明の実施形態に従う効率的
な回折構造を用いるため、多くの用途において、都合よく、後方反射体を省略することが
できる。
【００３７】
　本発明は、高価で、比較的厚く、所望の方向へ光を集光するための光結合という点で損
失の多い素子である従来のプリズム型のＢＥＦ（輝度上昇フィルム）シートの使用を避け
ることも可能とすることができる。本発明の場合、散光体などの種々の追加の回折構造を
、キャリア素子に一体化することができる。本発明の実施形態による光取り出しユニット
は、それ自体で光の指向性の制御性をすでに高めているが、任意に、さらなる制御のため
の表面レリーフパターンをさらに用いて、例えば、円形又は楕円形の発光パターンを形成
することができる。
【００３８】
　格子溝などの表面レリーフ形状の長さは、小さい凹状部からより長い（例：２０μｍ～
数ｍｍ）連続する溝まで様々であってよい。光取り出しユニット内の形状は、異なる長さ
であってよいが、それでも、例えばピクセルなどの機能的光取り出しユニットが作られる
ように組織化される。この形状の断面の形、すなわちプロフィールを制御して、例えば、
所望するように回折エネルギーを集中させることができる。光源の数及び配置に応じて、
キャリア素子表面上を直線状に伸びる溝に加えて、若しくはその代わりに、曲線状の溝、
又はその他の形状を用いることもできる。
【００３９】
　本発明の光取り出しユニットの実施形態に従う発光素子は、薄く、及び電気的／光学的
に効率的であるように作製することができ、従って、腕時計、ポータブルコンピュータ、
携帯用端末、及びパーソナルデジタルアシスタント（ＰＤＡ）などのディスプレイ及び／
又はキーパッド／キーボードの照明のための低電力ソリューションに適用可能である。発
光素子の光の指向性の効率的な制御は、街灯、交通信号灯、信号灯、自動車用照明、光学
電子工学的及び一般的な発光用途にも利用することができる。
【００４０】
　本明細書で用いる「多数の」という表現は、１から始まるいずれの正の整数をも意味し
、例えば、１、２、３などである。
【００４１】
　「形状周期」という表現は、例えば格子溝などの形状（プロフィール）の始端部から、
連続する形状（プロフィール）の始端部までの距離を意味する。格子溝の場合、対応する
用語である「溝周期」が用いられることが多い。
【００４２】
　「深さ」及び「高さ」という表現は、以降、関連する回折表面レリーフ形状の実際の性
質、すなわち、それが、例えば、キャリア素子上の凹状であるか又は凸状であるか、にか
かわらず、同等に用いられる。
【００４３】
　本発明の種々の実施形態は、添付の従属クレームに開示される。
【図面の簡単な説明】
【００４４】
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【図１ａ】スネルの法則及び光の屈折を示す図である。
【図１ｂ】回折格子を示す図である。
【図２】光源が接続された、縦長形状の導光体の断面図である。
【図３】導光体底部に画定された多数の単独の格子溝からの光の取り出しを示す図である
。
【図４ａ】複数の光取り出しユニットを有する導光体の実施形態の平面図を開示する。
【図４ｂ】本発明の一つの実施形態による回折光取り出しユニットの断面図である。
【図４ｃ】本発明の一つの実施形態による光取り出しシステムの一部分としての、回折光
取り出しユニットの立体図である。
【図４ｄ】取り出し光及びキャリア素子に対する回折光取り出しユニットの配置の例を開
示する。
【図５ａ】ブレーズ角が格子溝間で異なる回折光取り出しユニットの実施形態を示す図で
ある。
【図５ｂ】回折光取り出しユニット内の溝プロフィール形状の考えられる様々な実施形態
を示す図である。
【図６ａ】擬似ランダムである方法でその上に画定された光取り出しユニットを有する光
取り出しシステムの平面図である。
【図６ｂ】キャリア素子表面上の本発明の実施形態に従う複数の光取り出しユニットの回
折構造によって形成された規則的な表面パターンの顕微鏡で捉えた平面図である。
【図６ｃ】回折素子の形の二つの実施形態の平面図である。
【図６ｄ】キャリア素子表面上の本発明の実施形態による光取り出しユニットの表面レリ
ーフパターンの顕微鏡で捉えた平面図である。
【図６ｅ】キャリア素子表面上の本発明の実施形態による光取り出しユニットの回折構造
の顕微鏡で捉えた別の平面図である。
【図７ａ】光取り出しユニットの配列のさらなる実施形態を示す図である。
【図７ｂ】光取り出しユニットの配列のさらなる実施形態を示す図である。
【図８】導光体全体上の集合光取り出しユニットの一つの例を示す図である。
【図９ａ】表面レリーフパターン内に３個の回折表面レリーフ形状を有する実施形態を示
す図である。
【図９ｂ】光取り出し効率測定のための、一つの考えられる設定を示す図である。
【図９ｃ】本発明に従う一つの実施形態に関する光取り出し効果を示す図である。
【図９ｄ】入射光の円錐角の影響を分析する典型的なシナリオを示す図である。
【図１０】本発明に従う一つの考えられる導光体設定のパフォーマンスの実験結果を示す
図である。
【発明を実施するための形態】
【００４５】
　図４ａは、例示のみの目的で、導光体の設定の一つの実施形態を示し、ここで、複数の
異なる光取り出しユニット４０４が、透明である導光体表面領域４０１の上に構築され、
蛍光灯又はＬＥＤなどの１若しくは２個以上の光源４０２が、導光体の一方の端部に隣接
して位置している。この特定の実施形態のユニット４０４内の線は、格子溝（又はその「
尾根部（peak）」）などの回折表面レリーフ形状を表す。光取り出しユニット４０４は、
大きさ、形、整列、内部構造、材料などが異なっていてもよい。さらに、直線状、曲線状
、又は波形状などの異なる種類のサブ構造を含む集合ユニットを用いて、そこへの入射光
を効率的に指向させることもできる。隣接する光取り出しユニット間の距離は、所定のス
キーマに基づいて変えることができる。例えば、光源４０２から離れるに従って光強度は
弱まる傾向にあるため、光取り出しユニットの密度を、長さ方向及び／又は幅方向に応じ
て、光源及び／又は光取り込み手段までの距離の関数として増加させ、損失を補償するこ
とができる。
【００４６】
　光取り出しユニット４０４は、独立して又はグループとして、所定の光源方向へ整列さ
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せてよく、例えば、右上の２個のユニット４０４が回転され、その溝の尾根部の線が、４
０２と表示される要素に含まれる複数の光源の中の特定の点光源（この光源からの仮想光
線を２本の点線で表す）に対して実質的に垂直に位置していることに留意されたい。
【００４７】
　導光体の材料は、例えば、ポリマーなどのプラスチック、クラス、又はシリコンであっ
てよい。
【００４８】
　図４ｂは、本発明に従う光取り出しユニット（長方形の内部）の一つの実施形態の断面
を開示する。このような回折光取り出しユニットは、一般に、複数の回折光取り出しユニ
ットを含む発光装置の光取り出しシステムの一部を形成し、光を輸送するための実質的に
透明であるキャリア素子、及びキャリア素子の表面領域上に画定された複数の連続する回
折表面レリーフ形状を含む回折構造を含むと言うことができ、ここで、形状は、実質的に
ブレーズ型又は傾斜型の溝プロフィールを有し、プロフィール周期は、１５ミクロン若し
くはそれ未満、好ましくは、０と１０ミクロンとの間であり、最も好ましくは、例えば３
ミクロンなどの０と５ミクロンの間であり、所定の入射角及び所定の円錐角の範囲内であ
る、複数の格子溝のうちの一つへの入射光線の少なくとも一部が、該複数のレリーフ形状
のうちの１個レリーフ形状と少なくとも別の１個とが関与する相互作用により、所望の方
向及び／又は出口領域へ向けて少なくとも部分的に結合されるように、回折構造への入射
光を複数のレリーフ形状に属する１若しくは２個以上のレリーフ形状によって所定の方向
及び／又はキャリア素子上の出口領域へ向けて結合するように配列される。適切に結合さ
れた光線のいくつかは、格子構造のレリーフ形状の各々、すなわち、光取り出しユニット
の表面レリーフパターンと協動することができる。
【００４９】
　さらに図４ｂを参照すると、この特定の実施形態において、任意に反射体４０８で覆わ
れるキャリア素子の底部表面上に画定された回折表面レリーフパターンの表面レリーフ形
状として、ブレーズ型の溝４０６が存在し、例えば、所望の発光効果が得られるように、
所定の種類の反射性を提供し、発光作業全体において表面レリーフパターン４０６の溝を
補助するように配列された格子などの表面レリーフパターンによって鏡面反射体を提供す
ることができる。
【００５０】
　表面レリーフパターン４０６の溝は、本実施形態では、５ミクロンの周期と高さを有す
るが、その他の実施形態では、異なる寸法を用いることができ、例えば、１、２、３、４
、又は１０ミクロンの周期及び／又は高さなどである。この実施形態のキャリア素子は、
屈折率１．４９であり、これは、合成ポリマーＰＭＭＡ（アクリル系透明プラスチック）
と同程度であり、一方、周囲の媒体は、屈折率が約１．０である、例えば、真空、又は実
用的な条件では最も多くの場合空気に相当する。格子法線に対する入射角は、γで表示す
る。所望の光取り出し方向は、本例では、導光体の最上部表面の法線方向であり得る所定
の方向であり、すなわち、光取り出し角は、光取り出し最上部表面、すなわち、所望の出
口表面の法線に対して決定されることになる。図中、光取り出し角は、φで表示する。光
取り出し角を決定するその他の別の選択肢も用いることができ、例えば、角度は、選択さ
れた格子表面に基づいて決定することができる。
【００５１】
　図示した光線はすべて、少なくとも部分的に第一の格子溝を貫通し、第二又は第三の格
子溝からキャリア素子の最上部表面に向けて反射及び散乱する。図示した光線の一部は、
光学反射体４０８のない底部表面を通してキャリア素子から放出される。底部表面の少な
くとも一部を処理して、入射光が、それでも所定の所望する出口表面及び／又は方向から
、好ましくは、さらに、例えば＋／－φなどの所定の所望する出射角内で出射されるよう
に、入射角γを広げることができる。出口表面、すなわち、この特定の実施形態では最上
部表面は、取り出し光の散乱を微調整するために回折要素を含んでいてよく、例えば、バ
イナリ状、正弦波状、又は回転（「横方向（lateral）」）ブレーズ（blazing）を含む散
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光体（円形／楕円形対角度相関）などのレリーフ構造４１０の形が好ましい。この散光体
を用いて、改善された光取り出しユニットの主表面レリーフパターン効率のために、例え
ば、特定の用途には平行過ぎる可能性のある光であっても、制御可能に散乱させることが
できる。従って、種々の回折表面構造（好ましくは、レリーフパターンであるが、追加の
フィルム、シート、積層構造なども可能である）を、用途に応じて賢明に使用し、光取り
出しユニットの基礎となるレリーフパターンによって提供されるより固定される可能性の
ある光取り出し角を微調整することができる。
【００５２】
　一般的に、光の光取り出し角（範囲）φは、光取り出しユニットのブレーズ角、形状プ
ロフィール（例：ブレーズ型、傾斜型、高さ、周期）、及び整列（水平及び／又は垂直、
例えば、キャリア表面に対して傾斜）を選択し、追加の表面構造又は層（（鏡面）反射体
、散光体などの最上部表面及び底部表面の機能素子）を導入し、及びユニット自体を所定
の設定に従ってキャリア素子基材上へ配置することによって、調節することができる。回
折素子は、単に反射／散乱又は輸送／屈折しただけの光線に追加して、取り出し光に規則
性を導入し、そして、表面レリーフ周期、形状、整列などの用いられた構成を注意深く選
択することにより、取り出し光を、それでも賢明に制御して、少なくとも所定の十分な部
分の取り出し光を、選択された効率基準に従って所定の目標角φ内に維持することができ
る。
【００５３】
　図４ｃは、本発明の実施形態に従う光取り出しシステムの一部としての、図４ｂの光取
り出しユニット４０４の立体図を開示する。この特定の例では、ユニット４０４は、キャ
リア素子、例えば導光体、４０１の底部から最上部まで実質的に延びる立方体として示し
ているが、その他の構成及び光取り出しユニットの形状を用いることもできる。１若しく
は２個以上の類似の又は異なる光取り出しユニット４０４を、光取り出しシステム全体に
利用して、所望の方向及び／又はキャリア素子上の所望の出口表面領域へ向けての入射光
の結合を制御することができる。用いられたユニット４０４の形及び大きさに関係なく、
これらは、格子溝などの関連する表面レリーフ形状が、実際に、幅、長さ、及び高さを有
することから、立体的要素と見なすことができる。
【００５４】
　光源４０２は、導光体４０１によって輸送される光（矢印）を放射するように配置され
、そこから、導光体４０１の最上部表面の点線長方形４１２として図示される出口領域を
通しての光取り出しが、多数の光取り出しユニット４０４によって実行される。別の実施
形態では、最上部表面など導光体４０１の一つの所定の表面が、そのような出口領域を形
成することができる。さらなる実施形態では、出口領域は、導光体４０１のいくつかの表
面の少なくとも一部分から構築することができる。なおさらなる実施形態では、複数の所
望の出口領域がキャリア素子上に存在する。
【００５５】
　同じことが各光取り出しユニット４０４から発生する光取り出しに適用され、すなわち
、光取り出しシステム内の特定の光取り出しユニット４０４の、システムの集合出口領域
に対する位置及び形に応じて、ユニット４０４の出口領域は、通常、ユニット４０４の１
若しくは２個以上の表面領域の少なくとも一部を含む。ユニット４０４の回折構造の設計
及び位置決定は、所定の入射角の範囲内の少なくとも所定の部分の入射光を結合して、所
定の放出角の範囲内でユニットの所望の表面から、すなわち、所定の要求効率の範囲内で
所望の方向へ出射するように選択することができる。当業者であれば、この文章に関連し
て、実際の条件下ではその他の領域からのある程度の漏光も通常は存在するが、出口領域
とは、明白に所望の出口領域であるということは理解される。
【００５６】
　散光体などのレリーフ構造４１０も最上部表面上に存在してもよいが、分かりやすいよ
うに、図では省略している。反射体４０８などの、種々の追加の最上部／底部／側部表面
の素子を導光体上に設け、所望の表面の少なくとも一部を覆ってもよい。
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【００５７】
　図示したユニット４０４は、表面レリーフパターンとして、複数の連続するブレーズ型
のマイクロプリズム型溝４０６を、キャリア素子、すなわち、導光体４０１の底部表面上
に含む。さらに、ユニット４０４は、例えば、複数のバイナリ溝などの格子など、追加の
回折素子を含んでもよく、これらは、溝４０６の後ろ又は前の表面の空いている領域上に
配置され、溝４０６に対して平行か又は直角に整列される。
【００５８】
　図４ｄは、本発明に従う表面レリーフパターン及びキャリア素子の種々の実施形態を、
概略的に開示する。図では、回折表面レリーフ形状及び入射／取り出し光は説明のみの目
的で示されており、使用した角度又はその他の寸法は、一般的に、特に有利な設計である
とみなしてはならない。断面図４２０では、キャリア素子は、光が媒体内を前進し、媒体
の表面上に画定される凸部（４１４）及び／又は凹部／溝（４１６）である表面レリーフ
パターン４１４、４１６によって結合されるように、透明材料を含む。
【００５９】
　図４２２は、表面レリーフパターン４１４、４１６が、透明で光輸送性のキャリア素子
の所定の表面領域上に、キャリア素子の所望の出口領域とは区別して、例えば、その反対
側に、凸部及び／又は凹部として画定される実施形態を示す。
【００６０】
　図４２４は、キャリア素子自体が光を転送するように構成されておらず、例えば凸部及
び／又は凹部／溝である表面レリーフパターンの単にキャリアとして作用する実施形態を
開示する。
【００６１】
　類似の配置オプションが、例えば、反射体及び散光体などの追加の回折素子４１８に適
用され、これらは、キャリア素子上の凸部又は凹部／溝などの表面レリーフパターンとし
て提供してもよく、又は、別の選択肢として若しくは追加して、シート、層、又はフィル
ムとしてキャリア素子の所望の表面上に提供してもよい。このような素子４１８は、表面
レリーフパターン４１４、４１６の上に提供してもよく、又は横に提供してもよい。熟練
した読者であれば、回折素子４１８の考えられる位置の種々の例を図で開示したが、図示
した配置及び素子の厚さは、説明のための観点から主に選択されたものであることを理解
するであろう。
【００６２】
　本発明の一つの実施形態では、回折光取り出しユニットは、キャリア素子の向かい合っ
た面に位置する２個の表面領域を含むことができ、ここで、２個の領域は、両方が回折表
面レリーフパターンを含み、キャリア素子の外側において協同で光を結合する。
【００６３】
　図５ａは、回折アウトカップリングユニット内の格子溝の構成の実施形態の断面図を示
す。この実施形態の回折構造は、種々のブレーズ角を持つプロフィールを画定する４個の
ブレーズ型溝を含み、入射光に対して第一及び第三の溝は約４５°のブレーズ角を持ち、
第二及び第四の溝は約４１°とより小さいブレーズ角を持つ。ブレーズ角を様々に変える
ことにより、例えば、所定の波長に対する所望の回折効率の提供、又は入射角に対する光
取り出し角の好ましい方向への調節が可能となる。
【００６４】
　図５ｂは、表面レリーフパターンのさらなる典型的な実施形態を示す。構成５０２にお
いて、類似のブレーズ角を有する溝などの多数の表面レリーフ形状が、溝のない小領域で
分割されている。別の実施形態では、個々の溝間でブレーズ角が異なり得る。５０４では
、４個の同一の溝が、所望のブレーズ角で、単に互いに連続して位置している。構成５０
６では、連続する溝間のブレーズ角が、少しずつ変化している。構成５０８では、ブレー
ズ角が溝によって異なっている。５１０では、溝は傾斜した長方形、すなわち、傾斜した
バイナリ溝である。図５ｂのパターンは、例えば、キャリア素子表面から伸びる凸部とし
て提供してもよく、又はその中への凹部として提供してもよい。
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【００６５】
　本発明の光取り出しユニットの異なる実施形態では、表面レリーフパターンの１若しく
は２個以上の連続する形状は、５０４のように実質的にお互いのすぐ後ろに位置してもよ
く、又は形状間の距離が十分に短く維持されるように分離されていてもよく、すなわち、
形状周期が、本発明の相互作用の特徴を十分な効率で実行するための所定の限界の範囲内
である。５０２に示すような後者の実施形態の断面図を観察すると、形状のプロフィール
は互いに直接連結されておらず、間に物理的な小分離部が存在する。形状周期は、やはり
、１５ミクロン以下が好ましく、より好ましくは１０ミクロン以下であり、最も好ましく
は、５ミクロン以下である。
【００６６】
　図６ａは、複数の光取り出しユニットが、キャリア素子として作用する基材上にセミラ
ンダムな形で組織化された光取り出しシステムの実施形態を開示する。セミランダム化に
おいて、キャリア素子からの光取り出しはやはり分析検討されるが、ユニットを互いに完
全に整列させて規則的なグリッドを形成しないようにさらなる注意が払われた。一つの実
施形態では、基材の所定の表面領域は、多数の局所的モデル領域に分割され、ここで、各
局所的モデル領域は、やはり、光取り出しユニット間の最大距離、又は領域内の光取り出
しユニットの所定の密度などの多数の条件を満たさなければならない。図中にて小正方形
で表され、単独で位置するか、又は種々の形のグループを形成するユニットは、互いに対
して、及び光源に対して、回転及び／又は傾斜されてもよい。このようなセミランダム化
を用いることで、例えば、モアレ効果の回避、又は種々の光源に対するユニットの整列が
可能となる。
【００６７】
　図６ｂは、例えば、光取り出しユニットの回折表面レリーフパターンなど、複数の回折
構造によって基材上に形成された比較的密である規則的なパターンの実施形態を開示する
。
【００６８】
　図６ｃは、光取り出しユニットに用いることができるさらに２種類の典型的な回折構造
を示す。符号６０２は、６本の曲線によるユニットに関し、一方、６０４の集合構造は、
部分ごとには直線であり、ある所定の物理的間隔で、異なる整列の３個のグループに分離
された溝を含む。
【００６９】
　図６ｄは、３本の平行で連続する溝による回折表面レリーフパターンの実施形態を、顕
微鏡で捉えた様子を開示する。
【００７０】
　図６ｅは、長さの異なる２本及び４本の平行な溝を組み込んだ、回折表面レリーフパタ
ーンなどの回折構造を共焦点顕微鏡で捉えた様子を開示する。プロフィール測定により、
溝の周期及び高さが示される。
【００７１】
　図７ａは、基材上の、輪郭が正方形状であり大きさが同じである回折構造７０２、７０
４、７０６の三つの実施形態のさらなる顕微鏡で捉えた様子である。ユニット間及び／又
はユニット内において、溝の整列及び長さが異なる。
【００７２】
　図７ｂは、基材上の、種々の正方形状の輪郭を有する回折構造の複数の実施形態の顕微
鏡で捉えた様子である。
【００７３】
　図８は、集合光取り出しユニット及び／又は隣接（adjacent）構造及び入れ子（nested
）構造を含む補助構造とみなすことができる異なる要素を有する、変調された導光体パタ
ーンの回折表面レリーフ構造の三つの部分の実施形態を開示する。大正方形の要素は、任
意に、整列の異なる小正方形８０６（点線で強調、拡大）を含み、これはさらに、小正方
形を三つの分割可能なサブ領域に分割する分岐状（divergent）の溝などの分岐状のレリ
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ーフ形状を含む。別の実施形態では、溝は、平行であるが非連続的であり、すなわち、溝
に変位部分が存在して小正方形８０６をさらにサブ領域へ分割する。サブ領域は、それ自
体を縦長形状の長方形の光取り出しユニットとして見なすか、又は単一の光取出しユニッ
トの異なる部分と見なすことができる。レリーフ形状の角度の変位を用いることで、導光
体及びディスプレイとの組み合わせであるモアレ効果を回避することができる。得られた
全体の構造は、従って、賢明にその寸法の変更が可能である。回折形状を包含する領域の
一部を主光取り出し部分として作用するよう構成してもよく、一方、それ以外の領域は、
主光取り出し部分によって主に設定される光取り出し角の微調整又は調節を行うように構
成される。例えば、小正方形８０６を主光取り出しユニットとして配置することができ、
一方、大正方形の取り囲んでいる部分は、例えば部分散乱などの補助要素を含む。集合構
造における典型的な溝の組み合わせとしては、ブレーズ型＋バイナリ型溝、ブレーズ型＋
（９０°若しくはｘ°）に回転した溝、ブレーズ型溝＋最上部／底部散光体要素、などで
ある。溝の代わりに、対応する凸状の形状も適用可能であり、又は実施形態によってはこ
ちらが好ましい。
【００７４】
　以降、本発明の実施形態に従う所望の回折光取り出しユニット及びシステムの構成の設
計を促進するための典型的ないくつかのシナリオについてレビューする。
【００７５】
　図９ａは、マイクロプリズム型のブレーズ型格子溝へ、ＸＹ平面内の角度α及びＹＺ平
面内の角度θで光が到達する構成を開示する。符号９０８は、例えば鏡などの任意の反射
体を示す。５×５ミクロンの格子溝は、互いに近接して位置する。導光体の屈折率は、例
えば、ｎ＝１．４９である。まず、反射体９０８が存在しない状況について考察する。さ
らに、－４５°＜α＜４２°の角度の光線は導光体内に存在しないと仮定する。連続する
三連プリズムに固有の特徴は、第一の溝への４２°＜α＜８７°の角度の入射光線は、ほ
とんどすべてが表面Ａを透過することである。側面Ａの基部へ到達した光の一部は導波路
から空間へ抜け出ることで失われ、一方、側面Ｂに到達した残りの光は、導波路へ再入光
することには留意されたい。しかし、側面Ｂを通して導波路へ再入光した後は、角度αは
大きくなる。１若しくは２個の溝を通過した後は、角度の増大の結果として、光線は、入
射角が８７°＜α＜１３２°となり、第三の溝によって導波路から出射され得る。ここで
、この構成の性能を、導波路の最上部表面、すなわち、所望の出口領域からの出射パワー
と、反射体なしで底部表面から失われるパワーとの間の関係を考察することによって算出
する。表１は、種々の入射角αに対する損失エネルギーＰｍｉｓｓｅｄ、並びに溝で失わ
れるエネルギーに対する有用な出射エネルギーの比、Ｐｏｕｔ／Ｐｍｉｓｓｅｄの算出値
を示す。データは無偏光光によるものである。
【００７６】
【表１】

【００７７】
　Ｐｏｕｔ／Ｐｍｉｓｓｅｄ＝∞の場合、すべてのエネルギーが導波路の最上部から出射
される。Ｐｏｕｔ／Ｐｍｉｓｓｅｄ→０の場合、ほとんどのエネルギーが導波路の底部か
ら出射され、失われる。表１より、角度αが小さいほど、損失が大きく、有用な出射が小
さいことがわかる。
【００７８】
　表２は、種々の角度θに対する出射エネルギーのデータを示す。
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【００７９】
【表２】

【００８０】
　ここで、いくつかの結論を導き出すことができる。
【００８１】
　角度θが大きいほど、導波路の出射における角度φが大きくなる。Ｐｏｕｔ／Ｐｍｉｓ

ｓｅｄが大きいほど、有用な出射エネルギーの割合が大きくなる。この比が１の場合、導
波路の最上部と底部から同じ量のエネルギーが出射される。実験により、上記の比は、角
度αと共に上昇することが示された。
【００８２】
　次に、反射体９０８を組み込んだ対応するシナリオについて分析するが、プリズム型の
溝の数は１から５の間で変化させ、包括的な比較データを得た。角度βは、特定の光線の
α＝９０°の角度からの、すなわち、水平方向からのずれを表す。導波路の屈折率がｎ＝
１．４９（例：ＰＭＭＡ）であることから、４２°＜α＜９０°（逆からは、０°＜β＜
４８°）の範囲の角度の光線は、内部全反射の条件下で導波路内を伝播する。導波路の最
上部及び底部の表面からの反射のために、角度＋β及び－βは同時に存在することから、
負の角度－４８°＜β＜０°（９０°＜α＜１３８°）は、正の角度と共に考察される。
従って、考察される角度の範囲は、０°＜｜β｜＜４８°である。当業者であれば、－４
５°＜β＜－４２°の範囲内の入射光は、溝の第一の側面に到達し、そこから反射される
ことは理解されるであろう。従って、この範囲の角度は、たとえブレーズ型格子溝の数を
増やしたとしても、有用な角度での光出射エネルギーに加算されることはない。
【００８３】
　ある角度Φでの光の指向効率は、多く方法で算出することができ、一つの典型例として
図９ｂを参照されたい。
【００８４】
　放射線パワーＰが溝に到達したとする。この場合、効率は、η＝Ｐ’／Ｐと定義するこ
とができ、ここで、Ｐ’は、溝による出射放射線であり、光出射角：０＜｜φ｜＜２０°
に対して課された一つの考えられる条件を満足する。α＝９０°の場合、入射光はすべて
、理論的には、導波路から出射されることになり、すなわち、η＝Ｐ２’／Ｐ２＝１００
％である。入射角αが９０°以外の場合、出射効率は低くなり：η＝Ｐ１’／Ｐ１＜１０
０％となる。従って、上記の計算に基づくと、この場合、溝の性能が悪化すると推定する
ことができる。しかし、入射ビームの均一な密度（ビームの断面に対するパワーの比）を
考えた場合、ｈ１＞ｈ２により、Ｐ１＞Ｐ２（Ｐ１／ｈ１＝Ｐ２／ｈ２）であるため、出
射パワーの絶対値は、Ｐ２’以上であり得る。
【００８５】
　従って、格子溝上での入射パワーは、角度α（又はβ）によって異なることから、上記
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いて溝への入射光の密度が均一であると仮定して（Ｐ／ｈ＝一定）、回折素子を利用した
光出射効率の別の計算：
【数３】

を導入し、ここで、４２°＜α＜９０°であり、Ｐｍは、角度αの現在値における０＜｜
φ｜＜２０°の方向への導波路からの出射パワーであり、ｍａｘ｛Ｐα｝は、いずれの数
のブレーズ型格子溝に対しても、４２°＜α＜９０°の条件を満たす角度αに対する出射
パワーの最大値である。
【００８６】
　従って、χの値は、種々の格子溝数及び入射角に対して導き出された最大出射パワーに
対して標準化された出射光の相対パワーを表し、入射角パラメータと格子溝数との唯一の
組み合わせに対して、χ＝１００（相対単位）となる。
【００８７】
　表３～表７は、５°刻みの入射角α及びβ、並びに１～５個のブレーズ型格子溝の導波
路からの対応する出射光の角度φを示す。有用な出射角度は太字で示し、０＜｜φ｜＜２
０°である。効率η（パーセント）及びχ（相対単位）の値は、上記で規定した物理的意
味を有する。表３～表７中の負の角度φは、光線が半平面－ＸＹへ（図９ａの左方向へ）
、すなわち、半平面ＸＹに対して正の角、進行することを示している。表４～表７では、
新たな光出射角φは、下地を暗くして示しており、これらの新しい角度φが、この例では
０＜｜φ｜＜２０°である有用な角度の範囲内である場合、対応するη及びχの値も下地
を暗くして示している。列の中で、η＞５０％であるα及びβの値は、下地を暗くして記
載している。
【００８８】
　すべての表の最後行は、すべての角度におけるブレーズ型格子溝の性能の算出値を示す
。最後行のηの値は、均一な光が上記で考察したすべての入射角から同時に溝へ到達した
場合の、平均光出射効率を表す。すべての表の最終行のχの値は、すべての格子溝数に対
する有用な方向への出射エネルギーに比例しており、５個の溝による放射線出射が１００
％に対応する。
【００８９】
【表３】

【００９０】



(19) JP 5859585 B2 2016.2.10

10

20

30

40

【表４】

【００９１】
【表５】

【００９２】
【表６】

【００９３】
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【表７】

【００９４】
　表を見ると、新たに格子溝を追加することにより、新たな光出射角φが出現することを
理解することができる。ブレーズ型溝を追加するごとに、新たに出現する角度の数が減少
し、新たな角度が、入射角βのより大きい値の範囲（より小さい値の角度α）で見られる
ことに留意されたい。平均光出射効率ηは、ブレーズ型格子溝の数と共に上昇し、格子溝
の数が多いほど、上昇率は低い。同様に、ブレーズ型格子溝の数が多いほど、有用な方向
への出射エネルギーの割合が上昇する。２個の溝は、１個の溝に比べて８９％多いエネル
ギーを出射することができ、３個の溝は２個よりも４８％多く、４個の溝は３個よりも２
８％多く、５個の溝は４個よりも２２％多いと推定することができる。上記の結論は、考
察したすべての角度において入射光が均一である場合について有効であることには留意さ
れたい。さらに、３、４、及び５個の溝を用いた場合は、すべての考察した入射角におい
て放射線が出射されるが、一方、１又は２個の溝の場合は、屈折光の大部分は導波路中を
伝播し続けるという結論も得ることができる。
【００９５】
　従って、例えば、広い入射角範囲の光の狭い出射角範囲への取り出しなど、光取り出し
の指向性を改善する必要のある多くの用途において、ブレーズ型格子溝を一つだけ用いる
ことは、十分に効果的ではなく、数個のブレーズ型格子溝を追加することにより、出射角
を広げ過ぎることなく効率が劇的に改善される。 
【００９６】
　図９ｃは、３個のブレーズ型溝、反射体、及びα＝６０°の角度の入射光を含む実施形
態をさらに示す。５０％を超える光線が、有利に、導波路最上部表面から、導波路表面法
線に対して小さい角度にて取り出される。導波路内を伝播し続ける光線は５０％未満であ
る。この図は、光線の一部が底部を通して導波路から漏出するのを反射体が防止する様子
を示すものである。
【００９７】
　図９ｄは、角度θがゼロでない実施形態を示す。この例では、円錐角θは、図示したＹ
Ｚ平面からの溝のずれを定める。光は、格子上にθｂ＝０の角度で到達する。溝からの出
射光線は、θｂの角度で回転される。溝に到達する前に、入射光線はＸＹ平面に存在する
。第一の溝の表面へ到達すると、光線は、反射（後方散乱）又は屈折して他の表面へ到達
する。溝との相互作用（屈折又は後方散乱による）の回数が増加すると、出射光線が回転
される角度θｂが大きくなる。光線１は、傾斜した溝表面から、１８０°に近い角度αで
反射する。光線は、１若しくは２個の溝を通過後に導波路から出射されない形で溝に到達
した場合、ゼロではない角度θｂで導波路内の伝播を続ける（光線２）。この場合、光線
は、次の平行な溝（の集合）へ、より小さい入射角：θ－θｂで到達することになり、こ
こで、０＜θｂ＜θである。
【００９８】
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　従って、角度θで回転される、異なる溝の集合との連続する相互作用の回数が非常に多
い場合、光線の角度θｂは、θｂ→∞となる（θｂは、θｂ＝０°及びθ＝０°であるか
のように角度θを補償する）。これは、導波路内の伝播を続ける光線が溝を通過する場合
にのみ発生する。光線が、溝表面から反射された後に導波路内の伝播を続ける場合、その
ずれθｂは、逆の方向となる。しかし、導波路内のそのような光線の割合は比較的小さい
。
【００９９】
　次に、導波路からの出射角、すなわちφが、｜φ｜＜１５°の条件を満足する角度θの
値について調べる。表８は、α＝９０°における、角度θに応じた出射角φを示す。
【０１００】
【表８】

【０１０１】
　表８は、入射光の角度をα＝９０°に一定とした場合、０＜θ＜１０の範囲のすべての
角度において、良好な光取り出しの結果（｜φ｜＜１５°）が得られることを示す。この
考察中の例では、溝（すなわち、列中の第一の溝）からの反射時に、光線の単一のビーム
が形成された。しかし、θを一定として角度αを小さくし、光線の出射角φを大きくする
と、新たな光線群が発生した。新たな光線群の発生により、光の一部が再度許容される角
度で導波路から放出される結果となる。
【０１０２】
　従って、θ≠０°の角度の溝へ光が入射する場合、溝との相互作用の後に導波路内の伝
播を続ける光の最大部分は、θｂの角度で伝播し、それによって、続く溝へ到達した際、
この角度は部分的に角度θを補償することになる。出射光線とプリズムとの相互作用の回
数が多いほど、θｂの角度が大きくなるが、角度αも１８０度に近づく。適切な角度αに
対してθ＜１０°の場合に、典型的な条件｜φ｜＜１５°は実質的に満たされており；表
８を参照されたい。しかし、溝へ光が入射する実際のシナリオでは、溝群を拡張すること
ができ、従って、光取り出しユニットあたりの溝の数、一般的には表面レリーフ形状の数
を注意深く選択することができるため、角度θに対する条件はこれほど厳しくなくてもよ
い。
【０１０３】
　図１０は、本発明の一つの実施形態に従う導光体によって提供される性能に関する実験
結果を図示すものである。非常に高いファクターの光指向性が、優れた効率と共に達成さ
れている。上側の顕微鏡による図は、複数の光取り出しユニットを示しており、放射状に
整列されており、曲線状の格子溝を有する。下側のコノスコープによる図は、狭い取り出
し角±５°を示す。実際の導光体の性能は、特に小さい入射角及び大きい入射角において
回折効率が高いことから、理論的に確定された性能を上回る場合がある。
【０１０４】
　本発明の実施形態に従う回折光取り出しユニット及びキャリア媒体の製造には、例えば
、リソグラフィ製造プロセス及び／又は微細加工プロセスによる原版作製並びに射出成型
プロセス、ロール・ツー・ロール又は平板エンボス加工などを使用することができる。
【０１０５】
　上記の分析では、多くの場合、回折ユニットは、回折表面レリーフプロフィールとして
ブレーズ型溝を有していたが、用途に応じて、ブレーズ型の凸状又はその他のパターン（
例：傾斜プロフィール）も十分に適用可能な選択肢であり得る。
【０１０６】
　本発明の範囲は、添付の請求項及びその均等物により決定される。当業者であれば、明
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確に開示された実施形態が、説明のみの目的で構築されたものであるという事実を理解し
、その範囲は、本発明の個々の使用事例に適したさらなる実施形態及び均等物を含む。
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