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(57)【要約】
　本願の実施形態は、モアレ干渉を低減するのと同時に
エッジシャドウ効果による暗い領域を低減するように設
計された光システムに関する。例えば、光源、導光体及
び方向転換特徴部の構成が、モアレ干渉を低減しつつデ
ィスプレイ全体にわたる光に向けられる。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　入射光を前記導光体の外に反射する前記導光体内の複数の方向転換特徴部と、を備えた
照明装置であって、
　前記光源から前記導光体の前記第一の端部に入射した光が前記第二の端部に向けて伝播
し、前記導光体が前記第二の端部に沿って重畳しない第一の領域及び第二の領域を備え、
　前記導光体内の前記方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の端部に入射した光が前
記導光体の前記第二の領域からよりも前記第一の領域からより効率的に反射されるように
構成されるように、前記導光体の前記第二の端部においてほぼ第一の領域の方を向いてい
て、
　前記光源が、前記導光体の前記第一の領域に向けてよりも前記導光体の前記第二の端部
における第二の領域に向けてより多くの光を前記導光体内に向けることによって、前記導
光体にわたる光出力の均一性を増大させるように構成されている、照明装置。
【請求項２】
　前記光源が光バーを備える、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記方向転換特徴部が前記光バーの長さ方向に実質的に非平行である、請求項２に記載
の照明装置。
【請求項４】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記光バーの長さ方向に実質的に非直交する
非対称分布を有する、請求項３に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の幅方向に実質的に非平行である、請求項１に記載
の照明装置。
【請求項６】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記導光体の幅方向に実質的に非直交する非
対称分布を有する、請求項５に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の長さ方向に実質的に非直交する、請求項１に記載
の照明装置。
【請求項８】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記導光体の長さ方向に非平行である非対称
分布を有する、請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の端部に実質的に非平行である、請求項
１に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記光源から放出される光が、平均すると前記導光体の前記第一の端部に実質的に非直
交する非対称分布を有する、請求項９に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記方向転換特徴部が、前記方向転換特徴部に実質的に垂直な方向に伝播する光が前記
前記導光体の前記第二の領域からよりも前記第一の領域からより効率的に反射されるよう
に配置されている、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記方向転換特徴部が、線形であり、また、互いに実質的に平行である、請求項１に記
載の照明装置。
【請求項１３】
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　前記第一の領域及び前記第二の領域がそれぞれ、前記導光体の第一のコーナー、第二の
コーナーを備える、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記光源が一次ローブ及び二次ローブに光を放出し、前記二次ローブが前記導光体の前
記第一の端部に非垂直である、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記導光体が、前記導光体から出された光が複数の空間光変調器を照明するように、複
数の空間光変調器に対して配置される、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記複数の空間光変調器が干渉変調器のアレイを備え、該アレイが長さ及び幅を有する
、請求項１５に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記方向転換特徴部が、前記アレイの長さ方向及び幅方向に実質的に非直交する、請求
項１６に記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記アレイの長さ方向に実質的に非平行であ
る非対称分布を有する、請求項１７に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記方向転換特徴部が、前記アレイの長さ方向及び幅方向に実質的に非平行である、請
求項１６に記載の照明装置。
【請求項２０】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記アレイの長さ方向に実質的に非直交する
非対称分布を有する、請求項１９に記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記アレイが行及び列を有し、前記方向転換特徴部が前記行及び列に対して実質的に非
直交及び非平行である、請求項１６に記載の照明装置。
【請求項２２】
　空間光変調器のアレイを更に備え、前記アレイが長さ及び幅を有する、請求項１７に記
載の照明装置。
【請求項２３】
　前記空間光変調器が干渉変調器を備える、請求項２２に記載の照明装置。
【請求項２４】
　前記方向転換特徴部の配向が、前記空間光変調器のアレイの長さ方向及び幅方向に実質
的に非平行である、請求項２２に記載の照明装置。
【請求項２５】
　前記空間光変調器のアレイが行及び列を備え、前記方向転換特徴部の配向が前記行及び
列に実質的に非平行である、請求項２２に記載の照明装置。
【請求項２６】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　前記導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部と、を備えた照明装置であ
って、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、前記導光体が幅及び厚さを
有し、
　前記方向転換特徴部が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備
え、前記方向転換特徴部のそれぞれが複数の線形のセグメントを備え、前記複数のセグメ
ントの少なくとも一つの第一のセグメントが前記複数のセグメントの少なくとも一つの第
二のセグメントに対して傾いて配向されていて、
　前記セグメントが、二つよりも多くの他の方向転換特徴部と交差しない、照明装置。
【請求項２７】
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　長さを有する出力領域であって、該出力領域から前記導光体の前記第一の端部に向けて
光を放出するように構成されている出力領域を有する光源を更に備えた請求項２６に記載
の照明装置。
【請求項２８】
　前記光源が光バーを備える、請求項２７に記載の照明装置。
【請求項２９】
　前記方向転換特徴部が、前記光バーの長さ方向に実質的に非平行である方向に配向され
ている、請求項２８に記載の照明装置。
【請求項３０】
　前記セグメントが、前記導光体の幅方向に実質的に非平行である方向に配向されている
、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３１】
　前記セグメントがＶ字型に配置されている、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３２】
　前記複数の方向転換特徴部が、傾いて配置されてＶ字型を形成するように交差して互い
に配置されているセグメントの対を備えた少なくとも一つの方向転換特徴部を備える、請
求項３１に記載の照明装置。
【請求項３３】
　前記複数のセグメントがジグザグ型である、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３４】
　第一のセグメントが第二のセグメントと交差する、請求項３３に記載の照明装置。
【請求項３５】
　前記複数の方向転換特徴部が、少なくとも１０個の方向転換特徴部を備える、請求項２
６に記載の照明装置。
【請求項３６】
　前記方向転換特徴部の一つ以上が、前記導光体の第一のエッジから前記導光体の第二の
エッジまで延伸していて、前記第一のエッジ及び前記第二のエッジが前記第一の端部及び
前記第二の端部に実質的に非平行である、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３７】
　前記導光体の第一のエッジから前記導光体の第二のエッジまで延伸している前記方向転
換特徴部の一つ以上のうち少なくとも一つが、二つ以上の線形の方向転換特徴部のセグメ
ントを備え、前記二つ以上の線形の方向転換特徴部のセグメントが端から端まで配置され
ている、請求項３６に記載の照明装置。
【請求項３８】
　前記方向転換特徴部の一つ以上のうち少なくとも一つが、第一の方向に配向された第一
の線形の方向転換特徴部のセグメントと、第二の方向に配向された第二の線形の方向転換
特徴部のセグメントとを備え、前記第一の方向が前記第二の方向と実質的に異なる、請求
項３７に記載の照明装置。
【請求項３９】
　前記方向転換特徴部が互いに交差しない、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項４０】
　空間光変調器のアレイを更に備え、前記アレイが長さ及び幅を有する、請求項２６に記
載の照明装置。
【請求項４１】
　前記空間光変調器が干渉変調器を備える、請求項４０に記載の照明装置。
【請求項４２】
　前記方向転換特徴部のセグメントの配向が、前記空間光変調器のアレイの長さ方向及び
幅方向に実質的に非平行である、請求項４０に記載の照明装置。
【請求項４３】
　前記空間光変調器のアレイが行及び列を有し、前記方向転換特徴部のセグメントの配向



(5) JP 2011-526053 A 2011.9.29

10

20

30

40

50

が前記行及び列に実質的に非平行である、請求項４０に記載の照明装置。
【請求項４４】
　前記導光体の幅方向が、前記空間光変調器のアレイの幅方向に実質的に平行である、請
求項４０に記載の照明装置。
【請求項４５】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　複数の斜めの方向転換素子と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、
　前記斜めの方向転換素子のそれぞれが、前記導光体の第一の側部に配置された複数の方
向転換特徴部を備え、前記方向転換特徴部が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反
射する傾斜側壁を備え、
　前記斜めの方向転換素子のそれぞれの前記方向転換特徴部の一つの側部が、前記導光体
の長さ方向に対して非垂直及び非平行である直線に沿って配置されていて、
　前記斜めの方向転換素子の前記方向転換特徴部の配向が、個々の前記斜めの方向転換素
子の配向とは異なる、照明装置。
【請求項４６】
　前記方向転換特徴部が前記導光体の長さ方向に対して実質的に直交する、請求項４５に
記載の照明装置。
【請求項４７】
　前記方向転換特徴部の側部の中心が前記直線に沿って配置されている、請求項４５に記
載の照明装置。
【請求項４８】
　前記方向転換特徴部の露光部分の中心が前記直線に沿って配置されていて、該露光部分
が、前記導光体の第一の端部に対して露光される部分である、請求項４５に記載の照明装
置。
【請求項４９】
　前記斜めの方向転換素子のそれぞれの前記方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の
側部に対して実質的に垂直な方向において前記斜めの方向転換素子の隣接する方向転換特
徴部からずらされている、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項５０】
　前記方向転換特徴部が互いに交差しない、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項５１】
　前記斜めの方向転換素子が互いに平行である、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項５２】
　前記複数の斜めの方向転換素子が少なくとも十の斜めの方向転換素子を備える、請求項
４５に記載の照明装置。
【請求項５３】
　前記方向転換特徴部の長さが、前記斜めの方向転換素子のそれぞれ内の個々の前記方向
転換特徴部が裸眼の人間の眼によって識別不能であるようなものである、請求項４５に記
載の照明装置。
【請求項５４】
　前記斜めの方向転換素子内の連続する方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の側部
に平行な方向に沿って重畳しない、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項５５】
　長さを有する出力領域であって、該出力領域から前記導光体の前記第一の端部に向けて
光を放出するように構成されている出力領域を有する光源を更に備えた請求項４５に記載
の照明装置。
【請求項５６】
　前記光源が光バーを備える、請求項５５に記載の照明装置。
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【請求項５７】
　前記方向転換特徴部が、前記光バーの長さ方向に実質的に平行である方向に配向されて
いる、請求項５６に記載の照明装置。
【請求項５８】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の幅方向に実質的に平行である方向に配向されてい
る、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項５９】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の長さ方向に実質的に直交する方向に配向されてい
る、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項６０】
　空間光変調器のアレイを更に備え、該アレイが長さ及び幅を有する、請求項４５に記載
の照明装置。
【請求項６１】
　前記空間光変調器が干渉変調器を備える、請求項６０に記載の照明装置。
【請求項６２】
　前記方向転換特徴部の配向が、前記空間光変調器のアレイの長さ方向に実質的に非平行
である、請求項６０に記載の照明装置。
【請求項６３】
　前記方向転換特徴部の配向が、前記空間光変調器のアレイの幅方向に実質的に平行であ
る、請求項６０に記載の照明装置。
【請求項６４】
　前記導光体の幅方向が、前記空間光変調器の幅方向に実質的に平行である、請求項６０
に記載の照明装置。
【請求項６５】
　前記空間光変調器のアレイが行及び列を備え、前記方向転換特徴部の配向が、前記空間
光変調器のアレイの列に実質的に平行である、請求項６０に記載の照明装置。
【請求項６６】
　前記空間光変調器のアレイが行及び列を備え、前記方向転換特徴部の行が、前記空間変
調器のアレイの行に実質的に平行である、請求項６０に記載の照明装置。
【請求項６７】
　前記斜めの方向転換素子が、前記導光体の長さ方向に対して４５°よりも大きな角度で
配向されている、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項６８】
　前記斜めの方向転換素子が、前記導光体の長さ方向よりも前記導光体の幅方向の方によ
り平行である、請求項４５に記載の照明装置。
【請求項６９】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　前記導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部と、を備えた照明装置であ
って、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、
　前記方向転換特徴部が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備
え、前記方向転換特徴部が、前記導光体の長さ方向に直交する線形経路を備え、前記方向
転換特徴部が第一の長さを備え、前記方向転換特徴部が、他の方向転換特徴部又は前記導
光体の端部若しくはエッジと接触しない二つの端部を有し、
　前記第一の長さが、個々の前記方向転換特徴部が裸眼の人間の眼によって識別不能であ
るように構成されている、照明装置。
【請求項７０】
　前記線形経路が、前記導光体の長さ方向に対して４５°よりも大きな角度で配向されて
いる、請求項６９に記載の照明装置。
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【請求項７１】
　前記線形経路が、前記導光体の長さ方向よりも前記導光体の幅方向の方により平行であ
る、請求項６９に記載の照明装置。
【請求項７２】
　光を生成するための光生成手段と、
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該二の端部との間の長さとを有する、導
光のための導光手段と、
　入射光を前記導光手段の外に反射する、前記導光手段内の光を方向転換させるため複数
の光方向転換手段と、を備えた照明装置であって、
　前記光生成手段から前記導光手段の前記第一の端部に入射した光が、前記第二の端部に
向けて伝播し、前記導光手段が、前記第二の端部に沿って重畳しない第一の領域及び第二
の領域を備え、
　前記導光手段内の前記光方向転換手段が、前記導光手段の前記第一の端部に入射した光
が前記導光手段の前記第二の領域からよりも前記第一の領域からより効率的に反射される
ように構成されるように、前記導光手段の前記第二の端部においてほぼ第一の領域の方を
向いていて、
　前記光生成手段が、前記導光手段の前記第一の領域に向けてよりも前記導光手段の前記
第二の端部における第二の領域に向けてより多くの光を前記導光手段内に向けることによ
って、前記導光手段にわたる光出力の均一性を増大させるように構成されている、照明装
置。
【請求項７３】
　前記光生成手段が光源を備えるか、又は、前記導光手段が導光体を備えるか、又は、前
記光方向転換手段が前記導光手段内の方向転換特徴部を備える、請求項７２に記載の照明
装置。
【請求項７４】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する、
導光のための導光手段と、
　前記導光手段の第一の側部に配置された、光を方向転換させるための複数の光方向転換
手段と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に沿って伝播し、前記導光手段が幅及び厚さ
を有し、
　前記光方向転換手段が、入射光を前記導光手段の第二の側部の外に反射するための光反
射手段を備え、前記光方向転換手段のそれぞれが、複数の線形のセグメントを備え、前記
複数のセグメントの少なくとも一つの第一のセグメントが、前記複数のセグメントの少な
くとも一つの第二のセグメントに対して傾いて配向されていて、
　前記セグメントが二つよりも多くの他のセグメントと交差しない、照明装置。
【請求項７５】
　前記導光手段が導光体を備えるか、又は、前記光反射手段が傾斜側壁を備えるか、又は
、前記光方向転換手段が光方向転換特徴部を備える、請求項７４に記載の照明装置。
【請求項７６】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する、
導光のための導光手段と、
　光を方向決めするための複数の斜めの光方向決め手段と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝播し、
　前記斜めの光方向決め手段のそれぞれが、前記導光手段の第一の側部に配置された光を
方向転換させるための複数の光方向転換手段を備え、前記光方向転換手段が、入射光を前
記導光手段の第二の側部の外に反射するための光反射手段を備える、照明装置。
【請求項７７】
　前記導光手段が導光体を備えるか、又は、前記光反射手段が傾斜側壁を備えるか、又は
、前記光方向転換手段が光方向転換特徴部を備える、請求項７６に記載の照明装置。
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【請求項７８】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する、
導光のための導光手段と、
　前記導光手段の第一の側部に配置された、光を方向転換させるための複数の光方向転換
手段と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、
　前記光方向転換手段が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反射するための光反射
手段を備え、前記光方向転換手段が、前記導光手段の長さ方向に直交する線形経路を備え
、前記光方向転換手段が第一の長さを有し、前記光方向転換手段が、他の光方向転換手段
又は前記導光手段の端部若しくはエッジに接触しない二つの端部を有し、
　前記第一の長さが、個々の前記光方向転換手段が裸眼の人間の眼によって識別不能であ
るように構成されている、照明装置。
【請求項７９】
　前記導光手段が導光体を備えるか、又は、前記光方向転換手段が光方向転換特徴部を備
えるか、又は、前記光反射手段が傾斜側壁を備える、請求項７８に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本願は、２００８年６月４日出願の米国仮特許出願第６１／０５８８２８号の優先権を
主張し、その内容は参照として本願に組み込まれる。
【０００２】
　本願の多様な実施形態はディスプレイ及びディスプレイ技術に係り、例えば、モアレ干
渉を減少させるのと同時に、エッジシャドウ効果に起因する暗い領域を減少させるように
設計されたディスプレイ用照明システムに関する。
【背景技術】
【０００３】
　微小電気機械システム（ＭＥＭＳ，Ｍｉｃｒｏｅｌｅｃｔｒｏｍｅｃｈａｎｉｃａｌ　
Ｓｙｓｔｅｍ）は、微小機械素子、アクチュエータ、及び、電子機器を含む。微小機械素
子は、堆積、エッチング、及び／又は、他の微小機械加工プロセス（基板及び／又は堆積
させた物質層の一部をエッチングしたり、電気的及び電気機械的装置を形成するための層
を追加したりする）を用いて、形成され得る。ＭＥＭＳ装置の一種類は、干渉変調器と呼
ばれる。本願において、干渉変調器、干渉光変調器という用語は、光干渉原理を用いて光
を選択的に吸収及び／又は反射する装置を指称する。特定の実施形態において、干渉変調
器は、一対の導電性板を備える。その一対の導電性板の一方又は両方は、その全体または
一部が透明及び／又は反射性であり、適切な電気信号の印加に対して相対的に動くことが
できる。特定の実施形態において、一方の板は、基板上に堆積させた静止層を備え、他方
の板は、空隙によって静止層から離隔された金属膜を備え得る。本願において詳述される
ように、他方の板に対する一方の板の位置によって、干渉変調器に入射する光の光学干渉
を変化させることができる。このような装置は広範な応用を有し、こうした種類の装置の
特性を利用及び／又は変更する分野において有用であり、その特徴を、既存の製品を改善
し、また、未だ開発されていない新規製品を創作するのに活かすことができる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】米国特許出願公開第２００５／２５４７７１号明細書
【特許文献２】欧州特許出願公開第１８７０６３５号明細書
【特許文献３】欧州特許出願公開第１８３２８０６号明細書
【特許文献４】米国特許出願公開第２００７／１７７４０５号明細書
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
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【０００５】
　一部実施形態では、照明装置が、光源と、第一及び第二の端部とその間の長さとを有す
る導光体と、入射した光を導光体の外に反射する導光体内の複数の方向転換特徴部とを備
えて提供される。光源からその導光体の第一の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝
播する。導光体は、第二の端部に沿った重畳しない第一及び第二の領域を備える。導光体
内の方向転換特徴部は、導光体の第一の端部に入射した光が導光体の第二の領域からより
も第一の領域からより効率的に反射されるように構成されるように、導光体の第二の端部
においてほぼ第一の領域の方に向いている。光源が、導光体の第一の領域よりも導光体の
第二の端部における第二の領域に向けてより多くの光を導光体内に向けるように構成され
ていていることによって、導光体にわたる光出力の均一性を増大させる。
【０００６】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光体
と、導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部とを備えて提供される。第一
の端部に入射した光は、第二の端部に向けて伝播する。導光体は、幅及び厚さを有する。
方向転換特徴部は、入射光を導光体の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備える。方向
転換特徴部は、導光体の第一の端部に実質的に非平行である配向を有する。導光体の幅は
、導光体の長さ方向の少なくとも一部に沿って減少する。
【０００７】
　一部実施形態では、照明装置が、長さ及び幅を有する空間光変調器のアレイと、第一及
び第二の端部とその間の長さを有する導光体と、導光体の第一の側部に配置された複数の
光転換特徴部とを備えて提供される。第一の端部に入射した光は、第二の端部に向けて伝
播する。導光体は幅及び厚さを有する。方向転換特徴部は、入射光を導光体の第二の側部
の外に反射する傾斜側壁を備え、方向転換特徴部は、導光体の第一の端部に実質的に非平
行である配向を有する。導光体の幅は、空間変調器のアレイの幅よりも大きい。
【０００８】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光体
と、導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部とを備えて提供される。第一
の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝播する。導光体は幅及び厚さを有する。方向
転換特徴部は、入射光を導光体の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備える。各方向転
換特徴部は複数の線形セグメントを備える。その複数のセグメントの少なくとも一つの第
一のセグメントは、その複数のセグメントの少なくとも一つの第二のセグメントに対して
傾いて配向されている。セグメントは二つよりも多くの他の方向転換特徴部とは交差しな
い。
【０００９】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光体
と、複数の斜めの方向転換素子とを備えて提供される。第一の端部に入射した光は第二の
端部に向けて伝播する。各斜めの方向転換素子は、導光体の第一の側部に配置された複数
の方向転換特徴部を備える。方向転換特徴部は、入射光を導光体の第二の側部の外に反射
する傾斜側壁を備える。
【００１０】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光体
と、複数の斜めの方向転換素子とを備えて提供される。第一の端部に入射した光は第二の
端部に向けて伝播する。各斜めの方向転換素子は、導光体の第一の側部に配置された複数
の方向転換特徴部を備える。方向転換特徴部は、入射光を導光体の第二の側部の外に反射
する傾斜側壁を備える。各斜めの方向転換素子の方向転換特徴部の一つの側部は、導光体
の長さ方向に非垂直及び非平行である直線に沿って配置されている。斜めの方向転換素子
の方向転換特徴部の配向は、個々の斜めの方向転換素子の配向とは異なる。
【００１１】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光体
と、導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部とを備えて提供される。第一
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の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝播する。方向転換特徴部は、入射光を導光体
の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備える。方向転換特徴部は、導光体の長さ方向に
直交する線形経路を備える。方向転換特徴部は、第一の長さを有する。方向転換特徴部は
、他の方向転換特徴部、又は導光体の端部若しくはエッジに接触しない二つの端部を有す
る。第一の長さは、個々の方向転換特徴部が裸眼の人間の眼によって識別不能であるよう
に構成される。
【００１２】
　一部実施形態では、照明装置が、光を発生させるための光生成手段と、第一及び第二の
端部とその間の長さとを有する導光のための導光手段と、入射光を導光手段の外に反射す
る導光手段内の光を方向転換させるための複数の光方向転換手段とを備えて提供される。
光生成手段から導光手段の第一の端部に入射した光は、第二の端部に向けて伝播する。導
光手段は、第二の端部に沿って重畳しない第一及び第二の領域を備える。導光手段内の光
方向転換手段は、導光手段の第一の端部に入射した光が導光手段の第二の領域よりも第一
の領域からより効率的に反射されるように構成されるように、導光手段の第二の端部にお
いてほぼ第一の領域の方を向いている。光生成手段は、導光手段の第一の領域に向けてよ
りも導光手段の第二の端部において第二の領域に向けて導光手段内により多くの光を向け
るように構成されていることによって、導光手段にわたる光出力の均一性を増大させる。
【００１３】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光の
ための導光手段と、導光手段の第一の側部に配置された光を方向転換させるための複数の
光方向転換手段とを備えて提供される。第一の端部に入射した光は、第二の端部に向けて
伝播する。導光手段は幅及び厚さを有する。光方向転換手段は、入射光を導光手段の第二
の側部の外に反射するための光反射手段を備える。各光方向転換手段は複数の線形のセグ
メントを備える。複数のセグメントの少なくとも一つの第一のセグメントは、複数のセグ
メントの少なくとも一つの第二のセグメントに対して傾いて配向されている。セグメント
は二つよりも多くの他のセグメントとは交差しない。
【００１４】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光の
ための導光手段と、光を方向決めするための複数の斜めの光方向決め手段とを備えて提供
される。第一の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝播する。各斜めの光方向決め手
段は、導光手段の第一の側部に配置された光を方向転換させるための複数の光方向転換手
段を備える。光方向転換手段は、入射光を導光手段の第二の側部の外に反射するための光
反射手段を備える。
【００１５】
　一部実施形態では、照明装置が、第一及び第二の端部とその間の長さとを有する導光の
ための導光手段と、導光手段の第一の側部に配置された光を方向転換させるための複数の
光方向転換手段とを備えて提供される。第一の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝
播する。光方向転換手段は、入射光を導光手段の第二の側部の外に反射するための光反射
手段を備える。光方向転換手段は、導光手段の長さ方向に直交する線形経路を備える。光
方向転換手段は、第一の長さを有する。光方向転換手段は、他の光方向転換手段と、又は
、導光手段の端部若しくはエッジと接触しない二つの端部を有する。第一の長さは、個々
の光方向転換手段が裸眼の人間の眼によって識別不能であるように構成されている。
【図面の簡単な説明】
【００１６】
【図１】一番目の干渉変調器の可動反射層が緩和位置にあり、二番目の干渉変調器の可動
反射層が作動位置にある干渉変調器ディスプレイの一実施形態の一部を示す等角図である
。
【図２】３×３干渉変調器ディスプレイを組み込む電子装置の一実施形態を示すシステム
ブロック図である。
【図３】図１の干渉変調器の実施形態の一例に対する可動ミラーの位置対印加電圧の図で
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ある。
【図４】干渉変調器ディスプレイを駆動するために使用可能な行及び列の電圧の組の図で
ある。
【図５Ａ】図２の３×３干渉変調器ディスプレイの表示データのフレームを描くために使
用可能な行及び列の信号用のタイミング図の一例を示す。
【図５Ｂ】図２の３×３干渉変調器ディスプレイの表示データのフレームを描くために使
用可能な行及び列の信号用のタイミング図の一例を示す。
【図６Ａ】複数の干渉変調器を備えた画像表示装置の一実施形態を示すシステムブロック
図である。
【図６Ｂ】複数の干渉変調器を備えた画像表示装置の一実施形態を示すシステムブロック
図である。
【図７Ａ】図１の装置の断面図である。
【図７Ｂ】干渉変調器の代替実施形態の断面図である。
【図７Ｃ】干渉変調器の他の代替実施形態の断面図である。
【図７Ｄ】干渉変調器の更に他の代替実施形態の断面図である。
【図７Ｅ】干渉変調器の更なる代替実施形態の断面図である。
【図８】方向転換特徴部を有する導光体を備えた照明システムを示す。導光体が、行及び
列に配置された画素を有する画素アレイ（列は、垂直に配置された方向転換特徴部と略平
行である）と重畳することによって、モアレパターンが生じ得る。
【図９】画素アレイに対して回転させた方向転換特徴部を有する導光体を備えた照明シス
テムを示す。画素アレイに対する導光体の回転は、“エッジシャドウ効果”と称される効
果をもたらす。
【図１０】画素アレイのアクティブエリアを超えて延伸している導光体及び光バーを備え
た照明システム（エッジシャドウ効果を低減し得る）を示す。
【図１１】画素アレイのアクティブエリアを超えて延伸している導光体及び光バーを備え
た照明システムを示し、ここで、導光体は、第二の端部の幅よりも幅広である第一の端部
の幅を有し、第一の端部は第二の端部よりも光バーの近くある。
【図１２】サイドローブによって生成される非対称分布を有する光源を備えた照明システ
ムを示す。
【図１３Ａ】複数のセグメントを備えた光方向転換特徴部を備えた導光体を示し、セグメ
ントの少なくとも一つは少なくとも一つの他のセグメントに対して傾いて配向されている
。
【図１３Ｂ】複数のセグメントを備えた光方向転換特徴部を備えた導光体を示し、セグメ
ントの少なくとも一つは少なくとも一つの他のセグメントに対して傾いて配向されている
。
【図１３Ｃ】複数のセグメントを備えた光方向転換特徴部を備えた導光体を示し、セグメ
ントの少なくとも一つは少なくとも一つの他のセグメントに対して傾いて配向されている
。
【図１３Ｄ】複数のセグメントを備えた光方向転換特徴部を備えた導光体を示し、セグメ
ントの少なくとも一つは少なくとも一つの他のセグメントに対して傾いて配向されている
。
【図１４】複数の斜めの方向転換素子を備えた導光体を示し、各斜めの方向転換素子は複
数の方向転換特徴部を備える。
【発明を実施するための形態】
【００１７】
　以下の詳細な記載は、特定の実施形態に対するものである。しかしながら、本願の教示
は、多種多様な方法で応用可能である。本説明においては、全体にわたり同様の部分には
同様の参照符号を付した図面を参照する。動的な画像（例えば、ビデオ）又は静的な画像
（例えば、静止画）や、文字又は図表の画像を表示するように設計されているあらゆる装
置において、本実施形態を実装可能である。更に、携帯電話、無線装置、ＰＤＡ、携帯型
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コンピュータ、ＧＰＳ受信機／ナビゲータ、カメラ、ＭＰ３プレーヤ、カムコーダ、ゲー
ム機、腕時計、置時計、計算機、テレビモニタ、フラットパネルディスプレイ、コンピュ
ータモニタ、自動車用ディスプレイ（例えば、走行距離計等）、コックピット制御機器及
び／又はディスプレイ、カメラビューのディスプレイ（例えば、自動車の後方ビューカメ
ラのディスプレイ）、電子写真、電光掲示板または電光サイン、プロジェクタ、建築物、
パッケージング、審美的構造（例えば、宝石に対する画像表示）等の多種多様な電子機器
において又はこれらに関連して、本実施形態を実施可能であるが、これらに限定されるも
のではない。本願で説明されるものと同様の構造のＭＥＭＳ装置を、電子スイッチ装置等
のディスプレイ以外の応用においても使用可能である。
【００１８】
　一部実施形態において、照明システムは光源及び導光体を備える。光源からの光は、導
光体に入射して、広範な領域にわたって広がり、導光体内の複数の方向転換特徴部によっ
てディスプレイ素子のアレイ上に向けられ得る。しかしながら、導光体とディスプレイ素
子のアレイとの重ね合わせがモアレ干渉を生じさせ得る。導光体の方向転換特徴部をアレ
イに対して回転させて干渉を低減することができるが、通常、暗い領域がディスプレイの
或る領域に生じる。本願で開示される実施形態は、暗い領域を低減することができる光源
及び／又は導光体の構成に関する。本願で開示される更なる実施形態は、暗い領域を低減
することができる導光体の方向転換特徴部の構成に関する。
【００１９】
　干渉ＭＥＭＳディスプレイ素子を備えた干渉変調器ディスプレイの一実施形態を、図１
に示す。この装置において、画素は、明状態または暗状態のどちらかである。明（“緩和
”、“オープン”）状態において、ディスプレイ素子は、入射可視光の大部分を使用者に
反射する。暗（“作動”、“クローズ”）状態において、ディスプレイ素子は、入射可視
光の僅かしか使用者に反射しない。実施形態に応じて、“オン”及び“オフ”状態の光の
反射性を逆にしてもよい。ＭＥＭＳ画素は、選択された色を主に反射するように構成可能
であり、白黒に加えてカラーディスプレイが可能である。
【００２０】
　図１は、画像ディスプレイの一続きの画素の内の二つの隣接する画素を示す等角図であ
る。ここで、各画素は、ＭＥＭＳ干渉変調器を備えている。一部実施形態では、干渉変調
器ディスプレイは、これら干渉変調器の行列のアレイを備える。各干渉変調器は、互いに
可変で制御可能な距離に配置された一対の反射層を含み、少なくとも一つの可変寸法を備
えた共鳴光学ギャップを形成する。一実施形態において、反射層の一方は、二つの位置の
間を移動し得る。第一の位置（緩和位置と称する）では、可動反射層は、固定された部分
反射層から比較的離れた位置に在る。第二位置（作動位置と称する）では、可動反射層は
、部分反射層により近づいて隣接する位置に在る。これら二つの層から反射される入射光
は、可動反射層の位置に応じて、建設的にまたは破壊的に干渉して、各画素に対して全体
的な反射状態または非反射状態のどちらかがもたらされる。
【００２１】
　図１に示される画素アレイの一部は、二つの隣接する干渉変調器１２ａ及び１２ｂを含
む。左側の干渉変調器１２ａでは、可動反射層１４ａが、光学積層体１６ａ（部分反射層
を含む）から所定の距離離れた緩和位置で示されている。右側の干渉変調器１２ｂでは、
可動反射層１４ｂが、光学積層体１６ｂに隣接した作動位置で示されている。
【００２２】
　本願において、光学積層体１６ａ及び１６ｂ（まとめて光学積層体１６と称する）は典
型的に複数の結合層を備え、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ，ｉｎｄｉｕｍ　ｔｉｎ　ｏｘ
ｉｄｅ）等の電極層、クロム等の部分反射層、及び、透明誘電体を含み得る。従って、光
学積層体１６は、導電性であり、部分的には透明で部分的には反射性であり、例えば、透
明基板２０上に上述の層を一層以上堆積させることによって、製造可能である。部分反射
層は、多様な金属、半導体、誘電体等の部分反射性である多様な物質から形成可能である
。部分反射層は一層以上の物質層で形成可能であり、各層は単一の物質または複数の物質
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の組み合わせで形成可能である。
【００２３】
　一部実施形態では、光学積層体１６の層が平行なストリップにパターニングされて、以
下で説明するようなディスプレイ装置の行電極を形成し得る。可動反射層１４ａ、１４ｂ
は、ポスト１８の上面と、ポスト１８間に堆積させた介在犠牲物質の上面とに堆積させた
列を形成する堆積金属層（一層または複数層）の一続きの平行なストリップ（１６ａ及び
１６ｂの行電極に直交する）として形成され得る。犠牲物質がエッチングされると、画定
されたギャップ１９によって、可動反射層１４ａ、１４ｂが光学積層体１６ａ、１６ｂか
ら離隔される。反射層１４用には、アルミニウム等の高導電性及び反射性物質を使用可能
であり、そのストリップが、ディスプレイ装置の列電極を形成し得る。図１は縮尺どおり
ではない点に留意されたい。一部実施形態では、ポスト１８間の間隔が１０～１００μｍ
のオーダとなり得る一方で、ギャップ１９が１０００オングストローム未満のオーダとな
り得る。
【００２４】
　電圧が印加されていないと、図１の画素１２ａに示されるように、可動反射層１４ａと
光学積層体１６ａとの間にギャップ１９が残ったままであり、可動反射層１４ａは、機械
的に緩和状態にある。一方で、選択された行と列に電位（電圧）の差が印加されると、対
応する画素の行電極と列電極の交差する部分に形成されるキャパシタが帯電して、静電力
が電極を互いに引き寄せる。電圧が十分に高いと、可動反射層１４が変形して、光学積層
体１６に押し付けられる。光学積層体１６内の誘電体層（図１に示さず）は、短絡を防止
して、図１の右側の作動画素１２ｂに示されるように、層１４と層１６との間の間隔を制
御することができる。印加される電位差の極性に関わり無く、挙動は同じである。
【００２５】
　図２から図５は、ディスプレイ応用における干渉変調器のアレイを用いるためのプロセ
ス及びシステムの一例を示す。
【００２６】
　図２は、干渉変調器を組み込み得る電子装置の一実施形態を示すシステムブロック図で
ある。電子装置はプロセッサ２１を含み、そのプロセッサ２１は、ＡＲＭ（登録商標）、
Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）、８０５１、ＭＩＰＳ（登録商標）、Ｐｏｗｅｒ　ＰＣ（登
録商標）、ＡＬＰＨＡ（登録商標）等の汎用のシングルチップまたはマルチチップのマイ
クロプロセッサであり、又は、デジタル信号プロセッサや、マイクロコントローラやプロ
グラマブルゲートアレイ等の専用マイクロプロセッサであり得る。従来技術のように、プ
ロセッサ２１は、一つ以上のソフトウェアモジュールを実行するように構成され得る。オ
ペレーティングシステムを実行することに加えて、プロセッサは、ウェブブラウザ、電話
アプリケーション、ｅメールプログラムや、他のソフトウェアアプリケーション等の一つ
以上のソフトウェアアプリケーションを実行するように構成され得る。
【００２７】
　一実施形態では、プロセッサ２１は、アレイドライバ２２と通信するようにも構成され
ている。一実施形態では、アレイドライバ２２は、ディスプレイアレイ又はパネル３０に
信号を提供する行ドライバ回路２４及び列ドライバ回路２６を含む。図１に示されるアレ
イの断面図は、図２の線１‐１に沿って示されている。図２には明確性のため、干渉変調
器の３×３のアレイが示されているが、ディスプレイアレイ３０は多数の干渉変調器を含
み得て、また、列と行とで異なる数の干渉変調器を含み得る（例えば行毎に１３０画素で
、列毎に１９０画素）ことには留意されたい。
【００２８】
　図３は、図１の干渉変調器の例示的な実施形態に対する可動ミラー位置対印加電圧のダ
イアグラムを示す。ＭＥＭＳ干渉変調器に対しては、行／列の作動プロトコルは、図３に
示されるような装置のヒステリシス特性を利用し得る。干渉変調器は、例えば、可動層を
緩和状態から作動状態に変形させるのに、１０ボルトの電位差を必要とし得る。一方で、
この値よりも電圧が減少すると、電圧が１０ボルト未満に下がっても、可動層がその状態
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を維持する。図３の例示的な実施形態では、可動層は、電圧が２ボルト未満に下がるまで
完全には緩和しない。従って、電圧範囲（図３に示される例では略３から７Ｖ）が存在し
、装置が緩和状態又は作動状態のどちらかで安定している印加電圧のウィンドウが存在す
る。これを本願では、“ヒステリシスウィンドウ”または“安定ウィンドウ”と称する。
図３のヒステリシス特性を有するディスプレイアレイに対しては、行／列の作動プロトコ
ルを以下のように構成可能である。即ち、行のストローブ中には、作動されるべきストロ
ーブ行の画素が略１０ボルトの電圧の差に晒されて、緩和されるべき画素がゼロボルトに
近い電圧の差に晒されるように構成可能である。ストローブ後には、画素が略５ボルトの
安定状態又はバイアス電圧の差に晒されて、画素が、行のストローブによって与えられた
状態を保つ。描かれた後には、各画素は、本実施例では３～７ボルトの“安定ウィンドウ
”内の電位差を見る。この特徴は、図１に示される画素構造を、同一の印加電圧条件の下
において、作動または緩和の既存状態のどちらかで安定させる。干渉変調器の各画素（作
動又は緩和状態）は本質的に、固定反射層及び可動反射層によって形成されたキャパシタ
であるので、ほぼ電力消費無く、ヒステリシスウィンドウ内の電圧において、この安定状
態を保持することができる。印加電位が固定されていれば、本質的に電流は画素内に流れ
ない。
【００２９】
　後述のように、典型的な応用では、画像のフレームは、第１番目の行の作動画素の所望
の組に従った列電極の組にわたるデータ信号（それぞれ特定の電圧レベルを有する）の組
を送信することによって、生成され得る。その後、行パルスが第１番目の行の電極に印加
されて、データ信号の組に対応する画素を作動させる。その後、第２番目の行の作動画素
の所望の組に対応するために、データ信号の組を変更する。その後、パルスが第２番目の
行の電極に印加されて、データ信号に従って第２番目の行の適切な画素を作動させる。第
１番目の行の画素は、第２番目の行のパルスによって影響されず、第１番目の行のパルス
の間に設定された状態のままである。このことが、一続きの行全体に対して逐次的に反復
されて、フレームを生成する。一般的に、秒毎の所望のフレーム数でこのプロセスを連続
的に反復することによって、フレームがリフレッシュされ及び／又は新しい画像に更新さ
れる。画像のフレームを生成するための画素アレイの行電極及び列電極を駆動する多種多
様なプロトコルが使用可能である。
【００３０】
　図４及び図５は、図２の３×３アレイ上に表示フレームを生成する作動プロトコルとし
て考えられるものの一つを示す。図４は、図３のヒステリシス曲線を示す画素に対して使
用され得る列及び行の電圧レベルの組として考えられるものの一つを示す。図４の実施形
態において、画素を作動させることには、適切な列を－Ｖバイアスに設定し、適切な行を
＋ΔＶに設定することが含まれ、それぞれ－５ボルトと＋５ボルトに対応し得る。画素の
緩和は、適切な列を＋Ｖバイアスに設定し、適切な行を同じ＋ΔＶに設定して、画素に対
する電位差をゼロボルトにすることによって、達成される。行の電圧がゼロボルトに保た
れている行においては、列が＋Ｖバイアスであるか－Ｖバイアスであるかに関わらず、画
素は元々の状態で安定である。また、図４に示されるように、上述のものとは逆極性の電
圧も使用可能である。例えば、画素を作動させることは、適切な列を＋Ｖバイアスに設定
し、適切な行を－ΔＶに設定することを含むことができる。この実施形態では、画素の緩
和は、適切な列を－Ｖバイアスに設定し、適切な行を同じ－ΔＶに設定して、画素に対し
て電位差をゼロボルトにすることによって、達成される。
【００３１】
　図５Ｂは、図２の３×３アレイに印加される一続きの行及び列の信号を示すタイミング
図であり、図５Ａに示される表示配置がもたらされる。ここで、作動画素は非反射性であ
る。図５Ａに示されるフレームを描く前においては、画素はいずれの状態であってもよく
、この例では、全ての行は最初０ボルトであり、全ての列は＋５ボルトである。これらの
印加電圧に対しては、全ての画素は、作動又は緩和のその時点での状態で安定である。
【００３２】
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　図５Ａのフレームでは、画素（１，１）、（１，２）、（２，２）、（３，２）、（３
，３）が作動している。これを達成するためには、行１に対する“ライン時間”中に、列
１及び列２は－５ボルトに設定され、列３は＋５ボルトに設定される。全ての画素が３～
７ボルトの安定ウィンドウ内のままであるので、これによっては、いずれの画素の状態も
変化しない。その後、行１が、０から５ボルトに上がりゼロに戻るパルスで、ストローブ
される。これによって、（１，１）及び（１，２）の画素を作動させて、（１，３）の画
素を緩和する。アレイの他の画素は影響を受けない。要求どおりに行２を設定するため、
列２を－５ボルトに設定し、列１及び列３を＋５ボルトに設定する。その後、行２に印加
される同じストローブによって、画素（２，２）を作動させて、画素（２，１）及び（２
，３）を緩和する。ここでも、アレイの他の画素は影響を受けない。同様に、列２及び列
３を－５ボルトに設定して、列１を＋５ボルトに設定することによって、行３を設定する
。行３のストローブは、行３の画素を図５Ａに示されるように設定する。フレームを描い
た後において、行の電位はゼロであり、列の電位は＋５又は－５ボルトのどちらかを保つ
ことができ、そうして、ディスプレイは図５Ａの配置で安定である。同じ手順を、数十又
は数百の行列のアレイに対して用いることができる。また、行及び列の作動を実施するた
めに用いられるタイミング、シーケンス及び電圧レベルは、上述の基本原理内において多
様に変更可能であり、上述の例は単に例示的なものであり、何らかの作動電圧方法を本願
のシステム及び方法で使用可能である。
【００３３】
　図６Ａ及び図６Ｂは、ディスプレイ装置４０の一実施形態を示すシステムブロック図で
ある。ディスプレイ装置４０は例えば携帯電話である。しかしながら、ディスプレイ装置
４０の同一の構成要素又はその僅かな変形体は、テレビや携帯型メディアプレーヤー等の
多種多様なディスプレイ装置の実例にもなる。
【００３４】
　ディスプレイ装置４０は、ハウジング４１と、ディスプレイ３０と、アンテナ４３と、
スピーカー４５と、入力装置４８と、マイク４６とを含む。ハウジング４１は、多種多様
な製造方法のいずれかによって一般的には形成され、射出成形、真空成形が挙げられる。
また、ハウジング４１は、多種多様な物質のいずれかから形成可能であり、プラスチック
、金属、ガラス、ゴム、セラミック、それらの組み合わせが挙げられるが、これらに限定
されない。一実施形態では、ハウジング４１は、取り外し可能部（図示せず）を含む。該
取り外し可能部は、色の異なる又は異なるロゴや画像やシンボルを含む他の取り外し可能
部と交換可能である。
【００３５】
　例示的なディスプレイ装置４０のディスプレイ３０は、多種多様なディスプレイのいず
れかであり得て、本願で説明されるような双安定性（ｂｉ－ｓｔａｂｌｅ）ディスプレイ
が含まれる。他の実施形態では、ディスプレイ３０は、当業者に周知なように、プラズマ
、ＥＬ、ＯＬＥＤ、ＳＴＮ　ＬＣＤ、ＴＦＴ　ＬＣＤ等のフラットパネルディスプレイや
、ＣＲＴや他のチューブデバイス等の非フラットパネルディスプレイを含む。しかしなが
ら、本願の実施形態を説明するために、ディスプレイ３０は、本願で説明されるような干
渉変調器ディスプレイを含む。
【００３６】
　図６Ｂに、例示的なディスプレイ装置４０の一実施形態の構成要素を概略的に示す。図
示されている例示的なディスプレイ装置４０は、ハウジング４１を含み、また、それに少
なくとも部分的に封入される追加の構成要素を含むことができる。例えば、一実施形態で
は、例示的なディスプレイ装置４０は、送受信機４７に結合されているアンテナ４３を含
むネットワークインターフェイス２７を備える。送受信機４７はプロセッサ２１に接続さ
れていて、プロセッサ２１は調整ハードウェア５２に接続されている。調整ハードウェア
５２は、信号を調整する（例えば信号をフィルタリングする）ように構成可能である。調
整ハードウェア５２は、スピーカー４５及びマイク４６に接続されている。また、プロセ
ッサ２１は、入力装置４８及びドライバ制御装置２９にも接続されている。ドライバ制御
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装置２９は、フレームバッファ２８及びアレイドライバ２２に結合されている。アレイド
ライバ２２は、ディスプレイアレイ３０に結合されている。電源５０は、この特定の例示
的なディスプレイ装置４０の構成に必要とされるような全ての構成要素に電力を供給する
。
【００３７】
　ネットワークインターフェイス２７は、アンテナ４３及び送受信機４７を含み、例示的
なディスプレイ装置４０が、ネットワーク上の一つ以上の装置と通信できるようになって
いる。一実施形態では、ネットワークインターフェイス２７は、プロセッサ２１の要求を
軽減するためにある程度の処理能力を有し得る。アンテナ４３は、信号の送受信用として
当業者に知られているアンテナのいずれかである。一実施形態では、アンテナは、ＩＥＥ
Ｅ８０２．１１規格（ＩＥＥＥ８０２．１１（ａ）、（ｂ）又は（ｇ）を含む）に準拠し
たＲＦ信号を送受信する。他の実施形態では、アンテナは、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ規格に準
拠したＲＦ信号を送受信する。携帯電話の場合には、ＣＤＭＡ、ＧＳＭ、ＡＭＰＳ、Ｗ‐
ＣＤＭＡ等の無線携帯電話ネットワーク内で通信するために用いられる周知の信号を受信
するようにアンテナが設計されている。送受信機４７は、アンテナ４３から受信した信号
を前処理して、その後、信号がプロセッサ２１によって受信されて、更に処理されるよう
にし得る。また、送受信機４７は、プロセッサ２１から受信した信号も処理して、その後
、信号が、アンテナ４３を介して例示的なディスプレイ装置４０から送信されるようにし
得る。
【００３８】
　代替的な一実施形態では、送受信機４７が、受信機に交換可能である。更に他の代替的
な実施形態では、ネットワークインターフェイス２７が、プロセッサ２１に送信されるべ
き画像データを記憶すること又は発生させることが可能な画像ソースに交換可能である。
例えば、画像ソースは、画像データを含むＤＶＤやハードディスクドライブや、画像デー
タを発生するソフトウェアモジュールであり得る。
【００３９】
　プロセッサ２１は一般的に、例示的なディスプレイ装置４０の動作全体を制御する。プ
ロセッサ２１は、データ（ネットワークインターフェイス２７や画像ソースからの圧縮画
像データ等）を受信し、そのデータを生の画像データに処理するか、又は、生の画像デー
タに容易に処理されるフォーマットに処理する。その後、プロセッサ２１は、記憶用のフ
レームバッファ２８に又はドライバ制御装置２９に処理されたデータを送信する。生デー
タは典型的に、画像内の各位置において画像特性を識別する情報を称する。例えば、この
ような画像特性は、色、彩度、グレイスケールレベルを含み得る。
【００４０】
　一実施形態では、プロセッサ２１は、例示的なディスプレイ装置４０の動作を制御する
マイクロ制御装置、ＣＰＵ、又は、論理ユニットを含む。調整ハードウェア５２は一般的
に、スピーカー４５に信号を送信するための、また、マイク４６から信号を受信するため
のアンプ及びフィルタを含む。調整ハードウェア５２は、例示的なディスプレイ装置４０
内の個別の構成要素であってもよく、プロセッサ２１や他の構成要素に組み込まれたもの
であってもよい。
【００４１】
　ドライバ制御装置２９は、プロセッサ２１が発生させた生の画像データを、プロセッサ
から直接、又は、フレームバッファ２８から受信し、アレイドライバ２２に対する高速送
信用に適切な生の画像データに再フォーマットする。特に、ドライバ制御装置２９は、生
の画像データを、ラスタ状フォーマットを有するデータフローに再フォーマットして、デ
ータフローが、ディスプレイアレイ３０にわたる走査に適した時間オーダを有するように
なる。その後、ドライバ制御装置２９は、フォーマットされた情報をアレイドライバ２２
に送信する。ＬＣＤ制御装置等のドライバ制御装置２９は、独立型の集積回路（ＩＣ，ｉ
ｎｔｅｇｒａｔｅｄ　ｃｉｒｃｕｉｔ）としてシステムプロセッサ２１に附随しているこ
とが多いが、このような制御装置は多種多様な方法で実装可能である。このような制御装
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置は、ハードウェアとしてプロセッサ２１内に組み込み可能であるし、ソフトウェアとし
てプロセッサ２１内に組み込み可能であるし、アレイドライバ２２と共にハードウェア内
に完全に集積可能でもある。
【００４２】
　典型的には、アレイドライバ２２は、ドライバ制御装置２９からフォーマットされた情
報を受信し、ビデオデータを、波形の並列的な組に再フォーマットする。この波形の並列
的な組は、ディスプレイの画素のｘ‐ｙマトリクスによってもたらされる数百の（数千の
こともある）リードに対して、一秒間に何度も印加される。
【００４３】
　一実施形態では、ドライバ制御装置２９、アレイドライバ２２及びディスプレイアレイ
３０は、本願で説明されるあらゆる種類のディスプレイに対しても適合するものである。
例えば、一実施形態では、ドライバ制御装置２９は、従来のディスプレイ制御装置、又は
、双安定性ディスプレイ制御装置（例えば、干渉変調器制御装置）である。他の実施形態
では、アレイドライバ２２は、従来のドライバ、又は、双安定性ディスプレイドライバ（
例えば、干渉変調器ディスプレイ）である。一実施形態では、ドライバ制御装置２９は、
アレイドライバ２２と集積される。このような実施形態は、携帯電話、腕時計、他の小型
ディスプレイ等の高集積システムにおいて一般的である。更に他の実施形態では、ディス
プレイアレイ３０は、典型的なディスプレイアレイ、または、双安定性ディスプレイアレ
イ（例えば、干渉変調器のアレイを含むディスプレイ）である。
【００４４】
　入力装置４８によって、使用者が例示的なディスプレイ装置４０の動作を制御すること
が可能になる。一実施形態では、入力装置４８は、キーパッド（ＱＷＥＲＴＹキーボード
や電話のキーパッド等）、ボタン、スイッチ、タッチスクリーン、感圧又は感熱膜を含む
。一実施形態では、マイク４６が、例示的なディスプレイ装置４０用の入力装置になる。
マイク４６を用いて装置にデータを入力する場合には、例示的なディスプレイ装置４０の
動作を制御するために、使用者によって音声命令が提供され得る。
【００４５】
　電源５０は、当該分野で周知の多種多様なエネルギー貯蔵装置を含むことができる。例
えば、一実施形態では、電源５０は、ニッケル・カドミウム電池やリチウムイオン電池等
の充電可能な電池である。他の実施形態では、電源５０は、再生可能エネルギー源、キャ
パシタ、又は、太陽電池であり、プラスチック太陽電池や太陽電池ペイントが挙げられる
。他の実施形態では、電源５０は、壁コンセントから電力を供給されるように構成されて
いる。
【００４６】
　一部実施形態では、上述のように、電子ディスプレイシステム内の複数の位置に配置可
能なドライバ制御装置に、制御プログラム可能性が備わっている。場合によっては、制御
プログラム可能性は、アレイドライバ２２に備わっている。上述の最適化は、如何なる数
のハードウェア及び／又はソフトウェア構成要素においても、また、多種多様な構成にお
いても実施可能である。
【００４７】
　上述の原理に従って動作する干渉変調器の構造の詳細は、多種多様なものであり得る。
例えば、図７Ａ～図７Ｅは、可動反射層１４とその支持構造体の五つの異なる実施形態を
示す。図７Ａは、図１の実施形態の断面図であり、金属物質のストリップ１４が、直交し
て延伸する支持体１８の上に堆積されている。図７Ｂでは、各干渉変調器の可動反射層１
４が、正方形又は矩形の形状であり、テザー３２に対して、角でのみ支持体に取り付けら
れている。図７Ｃでは、可動反射層１４が、正方形又は矩形の形状であり、フレキシブル
金属を含み得る変形可能層３４から懸架されている。変形可能層３４は、該変形可能層３
４の周囲において、基板２０に直接的又は間接的に接続する。この接続は、本願において
、支持ポストと称される。図７Ｄに示される実施形態は、支持ポストプラグ４２を有する
。この支持ポストプラグの上に、変形可能層３４が横たわる。図７Ａ～７Ｃのように、可
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動反射層１４はギャップ上に懸架されている。しかしながら、変形可能層３４と光学積層
体１６との間のホールを充填することによって、変形可能層３４が支持ポストを形成して
はいない。むしろ、支持ポストは、支持ポストプラグ４２を形成するために用いられる平
坦化物質から形成される。図７Ｅに示される実施形態は、図７Ｄに示される実施形態をベ
ースにしたものであるが、図７Ａ～図７Ｃに示される実施形態、並びに、図示されていな
い追加の実施形態のいずれにおいても機能し得るものである。図７Ｅに示される実施形態
では、金属又は他の導電性物質の追加的な層が用いられて、バス構造４４を形成している
。これによって、信号が、干渉変調器の背面に沿ってルーティングすることが可能になり
、基板２０上に形成しなければならなかった多数の電極を省略することが可能になる。
【００４８】
　図７に示されるような実施形態では、干渉変調器は、直視型装置として機能し、画像は
透明基板２０の前面から視られ、その反対側に変調器が配置されている。こうした実施形
態では、反射層１４は、変形可能層３４を含む基板２０に対向する反射層の側において、
干渉変調器の一部を光学的に遮蔽する。これによって、遮蔽された領域を、画像の質に悪
影響を与えずに、構成及び動作させることが可能になる。例えば、このような遮蔽によっ
て、変調器の光学的特性を変調器の電気機械的特性（アドレシングや該アドレシングの結
果による移動等）から分離する性能を提供する図７Ｅのバス構造４４が可能になる。この
分離可能な変調器の設計によって、変調器の電気機械的側面及び光学的側面用に用いられ
る構造設計及び物質が、互いに独立に選択され、また、機能することが可能になる。更に
、図７Ｃ～図７Ｅに示される実施形態は、反射層１４の光学的特性をその機械的特性から
切り離すこと（このことは、変形可能層３４によって達成される）に因る追加的な利点を
有する。これによって、光学的特性に関して、反射層１４に用いられる構造設計及び物質
を最適化することが可能になり、また、所望の機械的特性に関して、変形可能層３４に用
いられる構造設計及び物質を最適化することが可能になる。
【００４９】
　図８に示されるように、一部実施形態では、照明システム８００は、発光体（光エミッ
タ）８０５及び導光体（光ガイド）８１０を備えた光源を備える。一部実施形態では、発
光体８０５には、点光源（例えば発光ダイオード（ＬＥＤ））からの光を線光源に変換す
るように構成された光バー８１５が伴う。光源は更に光バー８１５を備え得る。光バー８
１５は、全内部反射によって導光を行う実質的に光透過性の物質を備える。発光体８０５
から光バー８１５に入射した光は、バーの長さ方向に沿って伝播し、例えば光バー８１５
の長さ方向に沿って配置されたエクストラクタ（抽出体）によって、バーの長さ方向にわ
たってバーから出射する。出射光は、導光体８１０の第一の端部８１０ａに入射して、第
二の端部８１０ｂ（第一の端部８１０の反対側の端部であり得る）に向けて伝わる。また
、導光体８１０も、全内部反射によって導光を行う実質的に光透過性の物質を備える。光
バー８１５は、光バー８１５の長さ方向にわたって出射する光が導光体８１０の幅方向に
わたって入射するように、導光体８１０の第一の端部８１０ａに実質的に平行であり得る
。結果として、光は広範な領域にわたって広がり、導光体８１０の後方の（例えば下方の
）ディスプレイ素子のアレイ８２０上に向けられる。（図８では、導光体８１０がディス
プレイ素子のアレイ８２０の上方に重ね合わせられているため、ライン８２０がディスプ
レイ素子のアレイの位置を示すものとして図示されているが、ディスプレイ素子自体は図
示されていない。）その上部に方向転換特徴部８２５を有する導光体８１０を用いて、デ
ィスプレイ素子８２０上に光を向けることができる。方向転換特徴部８２５は、導光体８
１０の第一の端部８１０ａに入射した光の少なくとも実質的な部分を方向転換させて、光
の一部を導光体８１０の第二の反対側の外に向けるように構成されている。方向転換特徴
部は例えばプリズム特徴部を備え得る。方向転換特徴部８２５は、全内部反射によって光
を反射する傾斜側壁を含み得る。例えば導光体内に溝を備える方向転換特徴部８２５は、
平面状の傾斜側壁（ファセット）を含み得る。方向転換特徴部は、連続的であるか、又は
、人間の目には連続的であるように見られ得る。方向転換特徴部は、導光体８１０の幅方
向にわたって及び／又はディスプレイ素子のマトリクス８２０の幅方向にわたって延伸し
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得る。溝は、界面を形成する物質で充填され得て、一部実施形態では、その界面は一つ以
上のファセットを形成する。光バー８１５から出射した光は、導光体８１０のエッジ内に
結合されて、導光体８１０内部を伝播する。方向転換特徴部８２５は、導光体８１０から
複数のディスプレイ素子８２０（例えば空間光変調器及び／又は干渉変調器を備える）に
対応する領域にわたって光を出射させる。
【００５０】
　図８では、導光体８１０の方向転換特徴部は周期的（例えばｙ方向に）である。方向転
換特徴部８２５は、図示されるように互いに平行であり得る。一部実施形態では、方向転
換特徴部は、例えば半周期的であるか、非周期的である。光方向転換特徴部は、図８に示
される例の垂直方向（ｘ方向）に延伸し、水平方向（ｙ方向）において周期的である。複
数のディスプレイ素子８２０は、列及び行に配置された（例えばそれぞれｙ方向及びｘ方
向に配置された）ディスプレイ素子のアレイを備え得る。従って、図８において、ディス
プレイ素子８２０も周期的（例えばｘ方向及びｙ方向に）である。一部実施形態では、デ
ィスプレイ素子は、例えば半周期的であるか、非周期的である。周期的な方向転換特徴部
を備えた導光体８１０と画素のアレイ（これもまた周期的である）との重ね合わせはモア
レ干渉を生じさせ得る。周知のように、周期的構造が重ね合わせられると、モアレパター
ンと称される干渉縞が形成され得る。モアレ干渉パターンは、気を散らせて、ディスプレ
イの不快な視覚効果となり得る。そのパターンは、ディスプレイの均一性及び／又はコン
トラストを損ない得る。この問題は、画素アレイ８２０に対する導光体８１０の方向転換
特徴部の配向を調節することによって、減少又は排除可能である。例えば、導光体８１０
の方向転換特徴部を、その方向転換特徴部８２５がディスプレイ素子の行又は列に平行で
はない角度で延伸するように配置することができる。
【００５１】
　図９は、導光体８１０の方向転換特徴部８２５（光方向転換素子を備える）を垂直方向
から反時計回りに回転させた照明システム９００を示す。従って、導光体８１０の方向転
換特徴部８２５は光バー８１５の長さ方向に非平行である。これによって、方向転換特徴
部８２５が、画素アレイ８２０の行及び／又は列に対して非平行及び／又は非直交となり
得る。この回転は、モアレ干渉パターンを無視できるレベルに減少させるのに十分なもの
である。しかしながら、画素アレイ８２０に対して方向転換特徴部８２５を回転させるこ
とは、導光体８１０に入射した光が、導光体の８１０の他の領域よりも、導光体８１０の
一つの領域からより効率的に反射されるようにし得て、ディスプレイを実質的に法線角度
で視た際に、或る領域（例えばコーナー）において暗い領域（例えば三角形の領域）を発
生させ得る。このアーティファクトを、本願において“エッジシャドウ効果”と称する。
この効果は典型的には、導光体からの法線に対して視野角が増大するにつれて、明らかに
なってくる。２０°よりも大きな角度は、より顕著な効果を生じさせ得る。図９に示され
る例では、暗い三角形の領域１００５が、ディスプレイの右下のコーナーに存在している
。特定の科学的理論を認めるものではないが、このアーティファクトが生じる理由として
考えられるものの一つは、光方向転換特徴部の配向に対してより垂直に伝播する光が、導
光体から出て視野円錐内により効果的に方向転換されるからである。光バー及び導光体の
ファセットの配向及び幾何学的形状のせいで、暗い三角形の領域１００５内に光方向転換
特徴部の配向に垂直に伝播する光は少ない。
【００５２】
　図１０は、導光体８１０及び光バー８１５が画素アレイ８２０のアクティブエリアを超
えて延伸する実施形態を示す。図示される実施形態では、方向転換特徴部８２５は、導光
体８１０の第一の端部８１０ａに非平行である。アクティブエリアとは、光を変調するこ
とができるアレイ８２０の領域のことを称する。干渉変調器に対しては、このアクティブ
エリアは、光が変調されて視聴者に戻るように反射される領域に対応し得て、つまり、視
聴者が視認できる変調領域に対応し得る。ディスプレイ素子のアレイ又は画素アレイ８２
０は長さ及び幅によって特徴付けられ、ここで、幅は、光バー８１５の長軸に沿って（図
１０の上下方向に）測られる距離であり、長さは、光バー８１５の長軸に垂直な方向に沿
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って（図１０の左右方向に）測られる距離である。幅及び長さとの用語は、単に便宜上選
択されたものであり、対応する方向を別の名前で呼ぶことがある。同様に、導光体８１０
は、同様の方向の長さ及び幅によって特徴付けられる。光バー８１５は長さによって特徴
付けられ、その長さは、光バー８１５の長軸に沿って（図１０の上下方向に）測られる距
離である。この場合、光バーの長さは導光体の幅に略等しい。
【００５３】
　一実施形態では、光バー８１５の長さ及び導光体８１０の幅は、画素アレイ８２０のア
クティブエリアの幅よりも大きい。一例では、導光体８１０の長さが画素アレイ８２０の
アクティブエリアの長さよりも大きいが、他の例では、実質的に同一である。光バー８１
５及び導光体８１０が画素アレイ８２０の空間的広がりを超えて延伸して、暗い三角形の
領域１００５をディスプレイ素子のアレイの広がりを超えるように移動させることができ
る。光バー８１５の長さ及び／又は導光体８１０の幅は、画素アレイ８２０のアクティブ
エリアの幅よりも、略ΔＷ以上の値で大きくなり得て、ここでΔＷは、画素アレイ８２０
の長さ（Ｌ）と光方向転換特徴部の回転角θのタンジェントとの積として定義される。従
って、一部実施形態では、光バー８１５の長さ及び／又は導光体８１０の幅が、画素アレ
イ８２０の幅よりも少なくとも略１％、２％、３％、５％、１０％又は２０％大きくなり
得る。光バー８１５の長さ及び／又は導光体８１０の幅は、画素アレイ８２０の幅よりも
少なくとも略１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍ、５ｍｍ又は１０ｍｍ大きくなり得る。例えば、光
バー８１５が垂直に配向されて、方向転換特徴部８２５が垂直方向から反時計回りに回転
（９０°未満）されている場合、光バー８１５及び導光体８１０が下向きに延伸し得る。
従って、十分な光が光バー８１５の延伸部分からファセットに対して垂直な方向に伝播し
て、暗くなる画素アレイ８２０のコーナーに到達する。従って、図１０に示される例では
、導光体８１０の幅が増大した結果として、水平より上の角度に向けられた光が、画素ア
レイ８２０の右下のコーナーの上方において、方向転換特徴部８２５に入射し得る。代わ
りに、光バー８１５が垂直に配向されて、方向転換特徴部８２５が垂直方向から時計回り
に回転（９０°未満）されている場合、光バー８１５及び導光体８１０が、画素アレイ８
２０の右上のコーナー上において導光体８１０の一部に追加の光を提供するために上向き
に延伸し得る。従って、この場合、導光体８１０の幅が増大した結果として、水平より下
の角度に向けられた光が、右上のコーナーにおいて光方向転換特徴部に入射し得る。
【００５４】
　一部実施形態では、導光体８１０は実質的に矩形である。他の実施形態では、図１１に
示されるように、導光体は実質的に矩形ではない。非矩形の形状は、光を、延伸した光バ
ー８１５から、エッジシャドウ効果により暗い領域１００５’となる部分に向ける機能を
果たし得る。また、非矩形の形状は、光を、光バー８１５から、暗い領域の方向転換特徴
部８２５の長さ方向に対してより垂直な角度で暗い領域１００５’に向ける機能も果たし
得る。本実施形態は、光導光体８１０に必要とされる物質の量を削減することによって製
造コストを削減し得るので、図１０に示される実施形態よりも有利であり得る。光バー８
１５に隣接する導光体８１０の第一の端部８１０ａは、第一の端部８１０ａの反対側の第
二の端部８１０ｂよりも幅広であり得る。従って、導光体８１０の幅が、導光体８１０の
少なくとも一部に沿って減少し得る。光バー８１５の長さ及び／又は導光体８１０の幅は
、画素アレイ８２０のアクティブエリアの幅よりも、略ΔＷ以下の値で大きくなり得て、
ここでΔＷは、画素アレイ８２０の長さ（Ｌ）と方向転換特徴部８２５の回転角θのタン
ジェントとの積として定義される。従って、一部実施形態では、第一の端部８１０ａは、
第二の端部８１０ｂよりも少なくとも略０．５％、１％、２％、５％、１０％、又は２０
％幅広となり得る。一部実施形態では、第一の端部８１０ａは、第二の端部８１０ｂより
も少なくとも略１ｍｍ、２ｍｍ、３ｍｍ、５ｍｍ、又は１０ｍｍ長い。一部実施形態では
、導光体の長さ方向にわたる導光体の幅が、平均の幅に対する少なくも略１％、２％、５
％、１０％、２０％、３０％、４０％、又は５０％の変動によって特徴付けられる。また
、光バー８１５の長さが、第二の端部８１０ｂにおける導光体の幅よりも長くなり得る。
図１１に示されるように、光バー８１５に近接する第一の端部８１０ａにおける導光体８
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１０の幅が増大した結果として、暗くなる三角形の領域１００５’において、水平より上
に傾けられた角度に向けられた光は、光方向転換特徴部に入射し得る。
【００５５】
　図１２に示されるように、光源は、エッジシャドウ効果により暗い領域１００５’とな
る領域により多くの光を向ける非対称な光分布を提供するように構成され得る。従って、
方向転換特徴部８２５が、モアレ縞を減少させるために本願で説明されるような配向を有
し得て、光源が、均一な輝度を改善するために本実施形態（例えば、非対称な光分布を備
える）で説明されるように構成され得る。一部実施形態では、非対称な光分布は、実質的
に対称な光源と比較して暗くなる領域に向けて少なくとも略５％、１０％、２０％、３０
％、４０％、５０％、又は１００％多くの光が向けられる分布を備える。一例では、導光
体８１０は、重畳しない第一及び第二の（例えば上部及び下部）領域を備え、その双方は
、第二の端部８１０ｂに沿って配置される。第一及び第二の領域は、図１２の例に示され
るような対向する右上及び右下のコーナー等のコーナーであり得る。特に、図１２では、
第一及び第二の領域はそれぞれ、導光体８１０の右下のコーナー、右上のコーナーに対応
する。方向転換特徴部８２５は、その特徴部から導光体の上部の第二の領域よりも下部の
第一の領域の方に向いた法線ベクトルを有するように配向され得るが、これは、エッジシ
ャドウ効果の結果として三角形の暗い領域１００５をもたらす可能性がある。しかしなが
ら、図１２に示されるように、光源は、右上のコーナーの暗くなる領域１００５’により
多くの光を向ける非対称な光分布を提供するように構成され得る。異なる方向のローブ８
３５ａ及び８３５ｂは、光バー８１５からの光出力の非対称な分布を提供し得る。一例で
は、光は、一次ローブ８３５ａ及び二次ローブ８３５ｂにおいて導光体８１０内に放出さ
れる。一つのローブ（例えば二次ローブ８３５ｂ）から放出された光８３０ｂは、暗くな
る領域１００５’に向けて伝播し得る。一つのローブ（例えば一次ローブ８３５ａ）から
放出された光８３０ａは、方向転換特徴部８２５に対して垂直な方向に伝播し得る。光源
が他の領域よりも第二の領域１００５’（例えば、暗い領域となってしまう領域）に向け
てより多くの光を向けるように構成され得ることによって、導光体にわたる光出力の均一
性が増大する。従って、光源は、導光体８１０の下部の第二の領域に向けてよりも導光体
の上部の第一の領域１００５’に向けて優先的に初期放出光８３０を向け得る。従って、
ローブは右下のコーナーよりも右上のコーナーの方に向けられる。
【００５６】
　光バー８１５は、図１２に示されるようなローブによって表される複数の方向に光８３
０を放出するように構成され得る。第一のローブは、光バー８１５に隣接する導光体８１
０の第一の端部８１０ａに対して実質的に垂直に向けられ得る。第二（及び、例えば第三
）のローブは、第一の端部８１０ａに実質的に非垂直であり得る。場合によっては、第一
のローブも、第一の端部８１０ａに実質的に非垂直である。従って、光バー８１５から放
出される平均光及び／又は最大の光強度の方向は、第一の端部８１０ａに対して、光バー
８１５の長さ方向に対して、導光体８１０の幅方向に対して、及び／又は、画素アレイ８
２０の幅方向に対して、実質的に非垂直な方向内にあり得る。光バー８１５から放出され
る平均光は、エッジシャドウ効果によって暗い領域になってしまう領域に向けられ得る。
他の光分布を備えた他の構成も可能である。
【００５７】
　一部実施形態では、導光体８１０は、異なる複数の方向に配向された部分又はセグメン
ト８２５’を有する方向転換特徴部を備える。例えば、図１３Ａは、複数のセグメント８
２５’（例えば線形のセグメント）を備えた複数の方向転換特徴部８２５を備えた導光体
８１０を示す。直線経路の各部分において、導光体８１０の方向転換特徴部のセグメント
８２５’は、垂直方向から反時計回り又は時計回りのいずれかに回転されている。例えば
、第一のセグメントは、水平方向よりも上に１０°の角度で傾いた法線ベクトルを有し得
て、第二のセグメントは、水平方向よりも下に１０°の角度で下降する法線ベクトルを有
し得る。一部実施形態では、方向転換特徴部が二つよりも多くのセグメントを備える。
【００５８】
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　一部実施形態では、図１３Ａ及び図１３Ｃに示されるように、セグメント８２５’の配
向が、異なる方向転換特徴部８２５に対して実質的に同様である。他の実施形態では、図
１３Ｂ及び図１３Ｄに示されるように、セグメント８２５’の配向が、少なくとも二の方
向転換特徴部８２５に対して異なる。図１３Ｂ及び図１３Ｄに示される実施形態では、方
向転換特徴部８２５の二つのグループが存在し、各グループ内では、方向転換特徴部８２
５の配向は実質的に同様である。場合によっては、導光体８１０は、方向転換特徴部８２
５の二つよりも多くのグループを備え得る。方向転換特徴部８２５の第一のグループは、
方向転換特徴部８２５の第二のグループの鏡像であり得る。
【００５９】
　各方向転換特徴部８２５は、図１３Ａ及び図１３Ｄに示されるように二つのセグメント
８２５’を備え得るか、又は、図１３Ｂ及び図１３Ｃに示されるように二つよりも多くの
セグメント８２５’を備え得る。一部実施形態では、方向転換特徴部８２５当たりのセグ
メント８２５’の数が、異なる方向転換特徴部に対して変化する。一部実施形態では、導
光体８１０は、複数のセグメント８２５’を備えた少なくとも一つの方向転換特徴部８２
５と、単一の配向の少なくとも一つの方向転換特徴部８２５とを備える。セグメント８２
５’は、セグメント８２５’の交点に頂点を形成するように構成され得る。図１３Ａ及び
図１３Ｄでは、各方向転換特徴部のセグメント８２５’は、横向きのＶ字型に配置されて
いる。
【００６０】
　図１３Ａ～図１３Ｄはそれぞれ、異なる複数の部分又はセグメント８２５’を備えた複
数の方向転換特徴部を備えた導光体８１０を示し、ここで、セグメント８２５’の配向は
、方向転換特徴部の長さ方向にわたって変化する。例えば、図１３Ｂ及び図１３Ｃの例示
的な導光体８１０に示される複数の方向転換特徴部は、四つの部分又はセグメント８２５
ａ’～ｄ’を備える。方向転換特徴部内の少なくとも二つのセグメント８２５ａ’及び８
２５ｂ’は、二つの異なる方向に配向されていて、両方とも第一の端部８１０ａに対して
非平行である。図１３Ｃに示される導光体では、二つのセグメント８２５ａ’及び８２５
ｃ’は、右上のコーナーの方に向いた法線ベクトルを有し、二つのセグメント８２５ｂ’
及び８２５ｄ’は、右下のコーナーの方に向いた法線ベクトルを有する。方向転換特徴部
内のセグメント８２５ａ’～ｄ’は、第一の配向のセグメント８２５ａ’～ｄが第二の配
向のセグメント８２５ａ’～ｄ’と交互にされて、ジグザグ形状の方向転換特徴部が生じ
るように配置され得る。多種多様な他の構成が可能である。
【００６１】
　図１３Ａ～図１３Ｄに示される実施形態では、光方向転換特徴部８２５の平均配向が、
光バー８１５に隣接する導光体８１０の第一の端部８１０ａに実質的に平行であり、また
、導光体８１０の長さ方向に対して直交する。場合によっては、この平均配向は、導光体
８１０の全てのセグメント８２５’にわたる平均配向である。従って、導光体８１０（一
部実施形態ではディスプレイと重畳する）にわたる光方向転換特徴部８２５及び／又はセ
グメント８２５’の法線ベクトルの平均和は、実質的に第一の端部８１０ａに対して直交
し、及び／又は、導光体８１０の長さ方向に平行である。しかしながら、多様な実施形態
において、異なるセクションの光方向転換特徴部が導光体８１０の第一の端部８１０ａに
対する或る角度で配向している場合、エッジシャドウ効果による暗い領域は、光方向転換
特徴部８２５及び／又はセグメント８２５’の配向が平均すると導光体８１０の長さ方向
にわたる光の伝播に垂直であるようにすることによって、低減又は除去可能である。
【００６２】
　図１４は、複数の斜めに配向した方向転換素子４０５を備えた導光体８１０を示す。各
方向転換素子は、複数の特徴部４０５’を備える。特徴部４０５’の配向は典型的に、方
向転換素子４０５の配向とは異なる。一部実施形態では、特徴部４０５’は、垂直に、又
は導光体８１０の第一のエッジ８１０ａに平行な方向に配向される。各特徴部の長さは、
方向転換素子４０５の長さと比較して、又は導光体の第一の端部８１０ａの長さと比較し
て短い。一部実施形態では、各特徴部４０５’の長さは、人間の眼の分解能と同等又はそ
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れ以下である。各特徴部４０５’の長さは、個々の特徴部４０５’が人間に見えなくて、
方向転換素子４０５が連続的な線に見えるのに十分なほど短い。一例では、一つ以上又は
全ての特徴部４０５’の長さは、個々の方向転換特徴部が裸眼の人間の眼には識別不能で
あるようなものである。裸眼の人間とは、拡大鏡や顕微鏡等の光学パワーを備えた光学シ
ステムを用いていない人間のことである。例えば、人間は、複数の別個の方向転換特徴部
が存在しているのかを判断することができなかったり、単一の方向転換特徴部を隣接する
方向転換特徴部と区別できなかったりする。方向転換特徴部４０５は、導光体８１０の幅
の５％、４％、３％、２％、１％、０．５％、０．３％、０．２％、０．１％、０．０５
％、又は０．０１％未満の長さ（導光体８１０の第一の側部８１０ａに平行な方向に）を
有し得る。方向転換特徴部４０５’は、他の方向転換特徴部４０５’と、並びに／又は、
導光体８１０の端部及び／若しくはエッジと接触しない二つの端部を有し得る。一部実施
形態では、複数の方向転換素子４０５からの特徴部４０５’が行に配置される。
【００６３】
　各方向転換特徴部４０５’は露光部分を備え得る。露光部分は、垂直角で入射する光バ
ーからの光を方向転換させることができる方向転換特徴部４０５’の部分である。図１４
に示される例では、各方向転換特徴部４０５’の露光部分は、方向転換特徴部４０５’の
長さ全体である。しかしながら、全ての方向転換特徴部が下向きに実質的に長い場合、方
向転換特徴部の下部が露光され得ない。何故ならば、方向転換素子４０５の隣接する方向
転換特徴部４０５’が下部を遮り得るからである。一部実施形態では、斜めの方向転換素
子の方向転換特徴部の一つのグループの露光部分の中心が、直線状に配置されるか、又は
実質的に直線状である。直線は、対角線であるか、並びに／又は、導光体８１０の長さ方
向に対して非垂直であるか及び／若しくは非平行である。一部実施形態では、斜めの方向
転換素子の方向転換特徴部の側部の露光部分の中心が、直線状に配置されるか、又は実質
的に直線状である。従って、方向転換特徴部４０５’の側部（方向転換特徴部の露光側部
等）が直線に沿って配置され得る。複数の方向転換素子４０５を形成する方向転換特徴部
４０５’は、複数の平行な直線に沿って配置され得る。少なくとも略１０本の直線（及び
１０個の方向転換素子４０５）が含まれ得る。更に、少なくとも１０個の方向転換特徴部
４０５’が各方向転換素子に含まれ得る。一部実施形態では、斜めの方向転換素子が、導
光体の長さ方向よりも導光体の幅方向の方に対して平行になる（幅方向には非平行ではあ
るが）。多様な実施形態において、例えば、斜めの方向転換素子４０５は、導光体の長さ
方向に対して４５°、５０°、６０°、７０°、８０°、又は９０°よりも大きな角度で
配向される。
【００６４】
　光は、導光体８１０の第一の端部８１０ａから第二の端部８１０ｂに向けて、方向転換
特徴部４０５’の垂直配向に対して実質的に垂直入射で伝播する。この構成は、光が方向
転換特徴部４０５’の垂直配向に対して実質的に垂直入射に向けられるので（コーナーに
おいても実質的に垂直入射）、エッジシャドウ効果を低減する。一方で、方向転換素子４
０５の非平行な配向が、モアレ干渉パターンを減少又は除去し得る。
【００６５】
　一部実施形態では、本願で説明されるシステムが、例えばエッジシャドウ効果を更に低
減するために拡散体を更に備え得る。従って、導光体８１０の方向転換特徴部のサイズ及
び周期が、例えばエッジシャドウ効果を更に低減するために画素アレイ８２０のものとは
異なる空間周波数を生じさせるように選択され得る。
【００６６】
　多種多様な他の代替構成も可能である。例えば、構成要素（例えば層）を、追加、削除
、又は再配置し得る。同様に、処理及び方法の段階を追加、削除、又は並び換えし得る。
また、本願では膜及び層との用語を使用してきたが、本願で使用されるこうした用語は、
膜積層体及び多層構造を含む。このような膜積層体や多層構造は、接着剤を用いて他の構
造に接着されたり、堆積や他の方法を用いて他の構造上に形成されたりし得る。
【００６７】



(24) JP 2011-526053 A 2011.9.29

10

20

30

　特に、一部実施形態において、光の伝播又は方向転換特徴部の配向が、導光体の第一の
端部８１０ａ、導光体８１０の長さ、又は光バー８１５の長さを参照して説明されている
。例えば、方向転換特徴部は、導光体の第一の端部８１０ａに平行で、導光体８１０の長
さ方向に直交するものとして説明され得る。一部実施形態では、その方向は、光バー８１
５の長さ方向に直交する方向、導光体８１０の長さ方向に平行な方向、画素アレイ８２０
の長さ方向に平行な方向、導光体８１０の幅方向に直交する方向、画素アレイ８２０の幅
方向に直交する方向、水平基準線、画素（例えば空間光変調器）の行に平行な方向、画素
の列に直交する方向、画素アレイの境界に直交する方向であり得る。従って、他の実施形
態は、上記列挙の方向を含み得る。同様に、導光体の第一の端部８１０ａに平行な方向が
、光バー８１５の長さ方向に平行な方向、導光体８１０の長さ方向に直交する方向、画素
アレイ８２０の長さ方向に直交する方向、導光体８１０の幅方向に平行な方向、画素アレ
イ８２０の幅方向に平行な方向、垂直基準線、画素（例えば空間光変調器）の行に直交す
る方向、画素の列に平行な方向、画素アレイの境界に平行な方向ともなり得る。他の基準
線、基準方向、又は他の基準を用いることもできて、多様な変形例が可能である。
【００６８】
　上述の詳細な説明は、多様な実施形態に適用されるものとして本発明の新規特徴を示し
、説明し、指摘してきたが、本発明の精神から逸脱することなく、当業者によって、例示
された装置又はプロセスの詳細及び形状の多様な省略、置換及び変更が行われ得ることは
理解されたい。本発明の範囲は上記説明ではなくて添付の特許請求の範囲の記載によって
定められるものである。特許請求の範囲の記載の等価物の意味及び範囲内にある全ての変
更は、本発明の範囲内に包含されるものである。
【符号の説明】
【００６９】
　８００　照明システム
　８１０　導光体
　８１０ａ　導光体の第一の端部
　８１０ｂ　導光体の第二の端部
　８１５　光バー
　８２０　画素アレイ
　８２５　方向転換特徴部
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【図１３Ｄ】

【図１４】

【手続補正書】
【提出日】平成23年1月24日(2011.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　入射光を前記導光体の外に反射する前記導光体内の複数の方向転換特徴部と、を備えた
照明装置であって、
　前記光源から前記導光体の前記第一の端部に入射した光が前記第二の端部に向けて伝播
し、前記導光体が前記第二の端部に沿って重畳しない第一の領域及び第二の領域を備え、
　前記導光体内の前記方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の端部に入射した光が前
記導光体の前記第二の領域からよりも前記第一の領域からより効率的に反射されるように
、前記導光体の前記第二の端部においてほぼ前記第一の領域の方を向いていて、
　前記光源が、前記導光体の前記第一の領域に向けてよりも前記導光体の前記第二の端部
における前記第二の領域に向けてより多くの光を前記導光体内に向けることによって、前
記導光体にわたる光出力の均一性を増大させるように構成されている、照明装置。
【請求項２】
　前記第一の領域及び前記第二の領域がそれぞれ、前記導光体の第一のコーナー、第二の
コーナーを備える、請求項１に記載の照明装置。
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【請求項３】
　前記光源が光バーを備える、請求項１に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記方向転換特徴部が前記光バーの長さ方向に実質的に非平行である、請求項３に記載
の照明装置。
【請求項５】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記光バーの長さ方向に実質的に非直交する
非対称分布を有する、請求項４に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の幅方向に実質的に非平行である、請求項１に記載
の照明装置。
【請求項７】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記導光体の幅方向に実質的に非直交する非
対称分布を有する、請求項６に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の長さ方向に実質的に非直交する、請求項１に記載
の照明装置。
【請求項９】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記導光体の長さ方向に非平行である非対称
分布を有する、請求項８に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の端部に実質的に非平行である、請求項
１に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記光源から放出される光が、平均すると前記導光体の前記第一の端部に実質的に非直
交する非対称分布を有する、請求項１０に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記方向転換特徴部が、前記方向転換特徴部に実質的に垂直な方向に伝播する光が前記
前記導光体の前記第二の領域からよりも前記第一の領域からより効率的に反射されるよう
に配置されている、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記方向転換特徴部が、線形であり、また、互いに実質的に平行である、請求項１に記
載の照明装置。
【請求項１４】
　前記光源が一次ローブ及び二次ローブに光を放出し、前記二次ローブが前記導光体の前
記第一の端部に非垂直である、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１５】
　前記導光体が、前記導光体から出された光が複数の空間光変調器を照明するように、複
数の空間光変調器に対して配置される、請求項１に記載の照明装置。
【請求項１６】
　前記複数の空間光変調器が干渉変調器のアレイを備え、該アレイが長さ及び幅を有する
、請求項１５に記載の照明装置。
【請求項１７】
　前記方向転換特徴部が、前記アレイの長さ方向及び幅方向に実質的に非直交する、請求
項１６に記載の照明装置。
【請求項１８】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記アレイの長さ方向に実質的に非平行であ
る非対称分布を有する、請求項１７に記載の照明装置。
【請求項１９】
　前記方向転換特徴部が、前記アレイの長さ方向及び幅方向に実質的に非平行である、請
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求項１６に記載の照明装置。
【請求項２０】
　前記光源から放出された光が、平均すると前記アレイの長さ方向に実質的に非直交する
非対称分布を有する、請求項１９に記載の照明装置。
【請求項２１】
　前記アレイが行及び列を有し、前記方向転換特徴部が前記行及び列に対して実質的に非
直交及び非平行である、請求項１６に記載の照明装置。
【請求項２２】
　空間光変調器のアレイを更に備え、前記アレイが長さ及び幅を有する、請求項１７に記
載の照明装置。
【請求項２３】
　前記空間光変調器が干渉変調器を備える、請求項２２に記載の照明装置。
【請求項２４】
　前記方向転換特徴部の配向が、前記空間光変調器のアレイの長さ方向及び幅方向に実質
的に非平行である、請求項２２に記載の照明装置。
【請求項２５】
　前記空間光変調器のアレイが行及び列を備え、前記方向転換特徴部の配向が前記行及び
列に実質的に非平行である、請求項２２に記載の照明装置。
【請求項２６】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　前記導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部と、を備えた照明装置であ
って、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、前記導光体が幅及び厚さを
有し、
　前記方向転換特徴部が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備
え、前記方向転換特徴部のそれぞれが複数の線形のセグメントを備え、前記複数のセグメ
ントの少なくとも一つの第一のセグメントが前記複数のセグメントの少なくとも一つの第
二のセグメントに対して傾いて配向されていて、
　前記セグメントが、二つよりも多くの他の方向転換特徴部と交差しない、照明装置。
【請求項２７】
　長さを有する出力領域であって、該出力領域から前記導光体の前記第一の端部に向けて
光を放出するように構成されている出力領域を有する光源を更に備えた請求項２６に記載
の照明装置。
【請求項２８】
　前記方向転換特徴部が、光バーの長さ方向に実質的に非平行である方向に配向されてい
る、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項２９】
　前記セグメントが、前記導光体の幅方向に実質的に非平行である方向に配向されている
、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３０】
　前記セグメントがＶ字型に配置されている、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３１】
　前記複数の方向転換特徴部が、傾いて配置されてＶ字型を形成するように交差して互い
に配置されているセグメントの対を備えた少なくとも一つの方向転換特徴部を備える、請
求項３０に記載の照明装置。
【請求項３２】
　前記複数のセグメントがジグザグ型である、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３３】
　第一のセグメントが第二のセグメントと交差する、請求項３２に記載の照明装置。
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【請求項３４】
　前記方向転換特徴部の一つ以上が、前記導光体の第一のエッジから前記導光体の第二の
エッジまで延伸していて、前記第一のエッジ及び前記第二のエッジが前記第一の端部及び
前記第二の端部に実質的に非平行である、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３５】
　前記導光体の第一のエッジから前記導光体の第二のエッジまで延伸している前記方向転
換特徴部の一つ以上のうち少なくとも一つが、二つ以上の線形の方向転換特徴部のセグメ
ントを備え、前記二つ以上の線形の方向転換特徴部のセグメントが端から端まで配置され
ている、請求項３４に記載の照明装置。
【請求項３６】
　前記方向転換特徴部の一つ以上のうち少なくとも一つが、第一の方向に配向された第一
の線形の方向転換特徴部のセグメントと、第二の方向に配向された第二の線形の方向転換
特徴部のセグメントとを備え、前記第一の方向が前記第二の方向と実質的に異なる、請求
項３５に記載の照明装置。
【請求項３７】
　前記方向転換特徴部が互いに交差しない、請求項２６に記載の照明装置。
【請求項３８】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　複数の斜めの方向転換素子と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、
　前記斜めの方向転換素子のそれぞれが、前記導光体の第一の側部に配置された複数の方
向転換特徴部を備え、前記方向転換特徴部が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反
射する傾斜側壁を備え、
　前記斜めの方向転換素子のそれぞれの前記方向転換特徴部の一つの側部が、前記導光体
の長さ方向に対して非垂直及び非平行である直線に沿って配置されていて、
　前記斜めの方向転換素子の前記方向転換特徴部の配向が、個々の前記斜めの方向転換素
子の配向とは異なる、照明装置。
【請求項３９】
　前記方向転換特徴部が前記導光体の長さ方向に対して実質的に直交する、請求項３８に
記載の照明装置。
【請求項４０】
　前記方向転換特徴部の側部の中心が前記直線に沿って配置されている、請求項３８に記
載の照明装置。
【請求項４１】
　前記方向転換特徴部の露光部分の中心が前記直線に沿って配置されていて、該露光部分
が、前記導光体の第一の端部に対して露光される部分である、請求項３８に記載の照明装
置。
【請求項４２】
　前記斜めの方向転換素子のそれぞれの前記方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の
側部に対して実質的に垂直な方向において前記斜めの方向転換素子の隣接する方向転換特
徴部からずらされている、請求項３８に記載の照明装置。
【請求項４３】
　前記斜めの方向転換素子が互いに平行である、請求項３８に記載の照明装置。
【請求項４４】
　前記斜めの方向転換素子内の連続する方向転換特徴部が、前記導光体の前記第一の側部
に平行な方向に沿って重畳しない、請求項３８に記載の照明装置。
【請求項４５】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の幅方向に実質的に平行である方向に配向されてい
る、請求項３８に記載の照明装置。
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【請求項４６】
　前記方向転換特徴部が、前記導光体の長さ方向に実質的に直交する方向に配向されてい
る、請求項３８に記載の照明装置。
【請求項４７】
　空間光変調器のアレイを更に備え、該アレイが長さ及び幅を有する、請求項３８に記載
の照明装置。
【請求項４８】
　前記方向転換特徴部の配向が、前記空間光変調器のアレイの幅方向に実質的に平行であ
る、請求項４７に記載の照明装置。
【請求項４９】
　前記斜めの方向転換素子が、前記導光体の長さ方向に対して４５°よりも大きな角度で
配向されている、請求項３８に記載の照明装置。
【請求項５０】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する導
光体と、
　前記導光体の第一の側部に配置された複数の方向転換特徴部と、を備えた照明装置であ
って、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、
　前記方向転換特徴部が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反射する傾斜側壁を備
え、前記方向転換特徴部が、前記導光体の長さ方向に直交する線形経路を備え、前記方向
転換特徴部が第一の長さを備え、前記方向転換特徴部が、他の方向転換特徴部又は前記導
光体の端部若しくはエッジと接触しない二つの端部を有し、
　前記第一の長さが、個々の前記方向転換特徴部が裸眼の人間の眼によって識別不能であ
るように構成されている、照明装置。
【請求項５１】
　光を生成するための光生成手段と、
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該二の端部との間の長さとを有する、導
光のための導光手段と、
　入射光を前記導光手段の外に反射する、前記導光手段内の光を方向転換させるため複数
の光方向転換手段と、を備えた照明装置であって、
　前記光生成手段から前記導光手段の前記第一の端部に入射した光が、前記第二の端部に
向けて伝播し、前記導光手段が、前記第二の端部に沿って重畳しない第一の領域及び第二
の領域を備え、前記第一の領域及び前記第二の領域がそれぞれ、第一のコーナー、第二の
コーナーを備え、
　前記導光手段内の前記光方向転換手段が、前記導光手段の前記第一の端部に入射した光
が前記導光手段の前記第二の領域からよりも前記第一の領域からより効率的に反射される
ように、前記導光手段の前記第二の端部においてほぼ前記第一の領域の方を向いていて、
　前記光生成手段が、前記導光手段の前記第一の領域に向けてよりも前記導光手段の前記
第二の端部における前記第二の領域に向けてより多くの光を前記導光手段内に向けること
によって、前記導光手段にわたる光出力の均一性を増大させるように構成されている、照
明装置。
【請求項５２】
　前記光生成手段が光源を備え、前記導光手段が導光体を備え、前記光方向転換手段が前
記導光手段内の方向転換特徴部を備える、請求項５１に記載の照明装置。
【請求項５３】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する、
導光のための導光手段と、
　前記導光手段の第一の側部に配置された、光を方向転換させるための複数の光方向転換
手段と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に沿って伝播し、前記導光手段が幅及び厚さ
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を有し、
　前記光方向転換手段が、入射光を前記導光手段の第二の側部の外に反射するための光反
射手段を備え、前記光方向転換手段のそれぞれが、複数の線形のセグメントを備え、前記
複数のセグメントの少なくとも一つの第一のセグメントが、前記複数のセグメントの少な
くとも一つの第二のセグメントに対して傾いて配向されていて、
　前記セグメントが二つよりも多くの他のセグメントと交差しない、照明装置。
【請求項５４】
　前記導光手段が導光体を備え、前記光方向転換手段が光方向転換特徴部を備える、請求
項５３に記載の照明装置。
【請求項５５】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する、
導光のための導光手段と、
　光を方向決めするための複数の斜めの光方向決め手段と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光は第二の端部に向けて伝播し、
　前記斜めの光方向決め手段のそれぞれが、前記導光手段の第一の側部に配置された光を
方向転換させるための複数の光方向転換手段を備え、前記光方向転換手段が、入射光を前
記導光手段の第二の側部の外に反射するための光反射手段を備える、照明装置。
【請求項５６】
　前記導光手段が導光体を備え、前記光反射手段が傾斜側壁を備え、前記光方向転換手段
が光方向転換特徴部を備え、前記斜めの光方向決め手段が、前記導光体の長さ方向に非垂
直及び非平行な方向転換特徴部を備える、請求項５５に記載の照明装置。
【請求項５７】
　第一の端部と、第二の端部と、該第一の端部と該第二の端部との間の長さとを有する、
導光のための導光手段と、
　前記導光手段の第一の側部に配置された、光を方向転換させるための複数の光方向転換
手段と、を備えた照明装置であって、
　前記第一の端部に入射した光が第二の端部に向けて伝播し、
　前記光方向転換手段が、入射光を前記導光体の第二の側部の外に反射するための光反射
手段を備え、前記光方向転換手段が、前記導光手段の長さ方向に直交する線形経路を備え
、前記光方向転換手段が第一の長さを有し、前記光方向転換手段が、他の光方向転換手段
又は前記導光手段の端部若しくはエッジに接触しない二つの端部を有し、
　前記第一の長さが、個々の前記光方向転換手段が裸眼の人間の眼によって識別不能であ
るように構成されている、照明装置。
【請求項５８】
　前記導光手段が導光体を備え、前記光方向転換手段が光方向転換特徴部を備え、前記光
反射手段が傾斜側壁を備える、請求項５７に記載の照明装置。
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