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(57)【要約】
【課題】ここに記載されたディスプレイ装置の種々の実
施形態は、光学伝播領域（９７）、少なくとも１つの光
学損失構造（９３）、光学分離層（９５）、および複数
のディスプレイ素子（９１）を含む。
【解決手段】伝播領域は、内部全反射と前記光学伝播領
域の外に光を向け直すよう構成された偏向特徴とを介し
て内部で光がガイドされる光ガイドを含む。損失構造は
、それに対して直接隣接して配置される場合に、伝播領
域内部でガイドされた少なくともいくらかの光の内部全
反射を崩壊させうる。光学分離層は、伝播領域と損失構
造との間に、非ガス材料を含み、伝播領域内の内部全反
射される光の量を増やすよう構成される。複数のディス
プレイ素子は、伝播領域の外に向け直された光を受ける
ように配置される。損失構造は、複数のディスプレイ素
子と伝播領域との間に配置される。
【選択図】図９Ａ
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光が内部全反射によってガイドされる光学伝播領域であって、該光学伝播領域の外に光
を向け直すように構成された偏向特徴部を含む光学伝播領域と、
　前記光学伝播領域の外に向け直された光を受けるように配置された複数の反射性ディス
プレイ素子であって、光を反射して画像を生成するように構成された複数の反射性ディス
プレイ素子と、
　前記光学伝播領域と前記複数の反射性ディスプレイ素子との間の光学分離層であって、
前記光学伝播領域に直接隣接して配置され且つ前記光学伝播領域内における光の内部全反
射を生じさせるように構成された非ガス材料を有する光学分離層であって、前記複数の反
射性ディスプレイ素子から反射された光が該光学分離層を通過するように更に構成された
光学分離層と、
　前記光学分離層と前記複数の反射性ディスプレイ素子との間に配置された光学損失層で
あって、前記複数の反射性ディスプレイ素子から反射された光を拡散するように構成され
た表面拡散特徴部を有する光学損失層と
を備えたディスプレイ装置。
【請求項２】
　前記光学分離層が前記表面拡散特徴部を平坦化する、請求項１に記載のディスプレイ装
置。
【請求項３】
　前記光学損失層が、前記光学分離層と前記光学損失層との間の界面が前記表面拡散特徴
部を含んで光を拡散するよう構成されるように配置されている、請求項１又は２に記載の
ディスプレイ装置。
【請求項４】
　前記表面拡散特徴部が、光を拡散するように構成された空間的に周期的な特徴部を有す
る、請求項１から３のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項５】
　前記表面拡散特徴部が、光を拡散するように構成された空間的にランダムな特徴部を有
する、請求項１から３のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項６】
　前記複数の反射性ディスプレイ素子が干渉変調器を含む、請求項１から５のいずれか一
項に記載のディスプレイ装置。
【請求項７】
　前記反射性ディスプレイ素子と通信するように構成されたプロセッサであって、画像デ
ータを処理するように構成されたプロセッサと、
　前記プロセッサと通信するように構成された記憶装置と
を更に備えた請求項１から６のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項８】
　少なくとも一つの信号を前記反射性ディスプレイ素子に送信するように構成されたドラ
イバ回路を更に備えた請求項７に記載のディスプレイ装置。
【請求項９】
　前記画像データの少なくとも一部を前記ドライバ回路に送信するように構成されたコン
トローラを更に備えた請求項８に記載のディスプレイ装置。
【請求項１０】
　前記複数の反射性ディスプレイ素子が前記光学損失層に隣接している、請求項１から９
のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１１】
　前記光学伝播領域が、前記複数の反射性ディスプレイ素子を支持する基板を含む、請求
項１から１０のいずれか一項に記載のディスプレイ装置。
【請求項１２】
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　光が内部全反射によってガイドされる光学伝播領域を提供する段階であって、前記光学
伝播領域が、前記光学伝播領域の外に光を向け直すように構成された偏向特徴部を含む、
段階と、
　前記光学伝播領域の外に向け直された光を受けるように複数の反射性ディスプレイ素子
を配置する段階であって、前記複数の反射性ディスプレイ素子が光を反射して画像を生成
するように構成される、段階と、
　前記光学伝播領域と前記複数の反射性ディスプレイ素子との間に光学分離層を配置する
段階であって、前記光学分離層が、前記光学伝播領域に直接隣接して配置され且つ前記光
学伝播領域内における光の内部全反射を生じさせるように構成された非ガス材料を有し、
前記複数の反射性ディスプレイ素子から反射された光が前記光学分離層を通過するように
更に構成される、段階と、
　前記光学分離層と前記複数の反射性ディスプレイ素子との間に光学損失層を配置する段
階であって、前記光学損失層が、前記複数の反射性ディスプレイ素子から反射された光を
拡散するように構成された表面拡散特徴部を有する、段階と
を備えたディスプレイを形成する方法。
【請求項１３】
　前記光学分離層が前記表面拡散特徴部を平坦化する、請求項１２に記載の方法。
【請求項１４】
　前記光学損失層が、前記光学分離層と前記光学損失層との間の界面が前記表面拡散特徴
部を含んで光を拡散するよう構成されるように配置される、請求項１２又は１３に記載の
方法。
【請求項１５】
　前記表面拡散特徴部が、光を拡散するように構成された空間的に周期的な特徴部を有す
る、請求項１２から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１６】
　前記表面拡散特徴部が、光を拡散するように構成された空間的にランダムな特徴部を有
する、請求項１２から１４のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１７】
　前記複数の反射性ディスプレイ素子が干渉変調器を含む、請求項１２から１６のいずれ
か一項に記載の方法。
【請求項１８】
　前記光学伝播領域を提供する段階が、基板及び光ガイドを提供して、光が前記基板及び
前記光ガイドを通ってガイドされるようにすることを含み、前記基板が前記複数の反射性
ディスプレイ素子を支持する、請求項１２から１７のいずれか一項に記載の方法。
【請求項１９】
　前記複数の反射性ディスプレイ素子が前記光学損失層上に形成される、請求項１２から
１８のいずれか一項に記載の方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に統合される光学損失構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　本願は、合衆国特許法１１９条（ｅ）の規定の下に、「ディスプレイシステムの照明装
置に光ディフューザ（ｄｉｆｆｕｓｅｒ、拡散器）を統合するための方法」という発明の
名称で２００６年１０月６日に出願された米国仮出願第６０／８５００２４号の優先権を
主張し、その全てをここに参照として組み入れる。
【０００３】
　ミクロ電気機械システム（ＭＥＭＳ）はミクロ機械素子、アクチュエータ、および電子
機器を含む。堆積（蒸着）、エッチング、および、基板の一部および／または堆積された



(4) JP 2013-254224 A 2013.12.19

10

20

30

40

50

材料層をエッチング除去するか、または、電気的および電気機械的装置を形成するために
層を追加する、他のミクロ機械加工プロセスを使って、ミクロ機械素子が作られうる。１
つのタイプのＭＥＭＳ装置は干渉変調器と呼ばれる。ここで使用されるように、干渉変調
器または干渉光変調器という用語は、光学的干渉の原理を使って光を選択的に吸収および
／または反射する装置のことをいう。ある特定の実施形態では、干渉変調器は伝導性の対
を有しうる。そして、それらの一方または両方が全体的または部分的に透明および／また
は反射性でありうる。また、適切な電気信号の適用の際に相対的な動作をすることが可能
である。特定の実施形態では、一つのプレートが基板上に堆積された固定層を有し、そし
て、他のプレートが空気ギャップによって固定層から分離された金属薄膜を有しうる。こ
こでさらに詳細に記載するように、他のプレートに対する一つのプレートの位置が干渉変
調器の上に入射する光の光学的干渉を変更することができる。このような装置は広範囲の
用途を有し、それらの特徴が、既存の製品を改良すること、および、まだ開発されていな
いような新しい製品を創出することに利用できるように、これらのタイプの装置の特徴を
利用、および／または、修正することは当技術分野において有益であろう。
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【０００４】
　ある特定の実施形態では、ディスプレイ装置の種々の実施形態は、光学伝播領域、少な
くとも１つの光学損失構造、光学分離層、および複数のディスプレイ素子を含む。光学伝
播領域は、内部全反射によって内部で光がガイドされる光ガイドを有する。光学伝播領域
は、前記光学伝播領域の外に光を向け直すよう構成された偏向特徴をさらに有する。少な
くとも１つの光学損失構造は、それに対して直接隣接して配置される場合に、光学伝播領
域内部でガイドされた少なくともいくらかの光の内部全反射を崩壊させうる。光学分離層
は、光学伝播領域と前記光学損失構造との間に、非ガス材料を含む。光学分離層は、光学
伝播領域内の内部全反射される光の量を増やすよう構成される。複数のディスプレイ素子
は、伝播領域の外に向け直された光を受けるように配置される。光学損失構造は、複数の
ディスプレイ素子と光学伝播領域との間に配置される。
【０００５】
　ある特定の実施形態では、ディスプレイ装置は、内部全反射によってガイドされる光を
ガイドするための光ガイド手段と、内部全反射崩壊手段であって、その内部全反射崩壊手
段が光ガイド手段に直接隣接して配置される場合に、光ガイド手段内でガイドされた光の
少なくともいくらかの内部全反射を崩壊させるための内部全反射崩壊手段と、内部全反射
崩壊手段から光ガイド手段を光学的に分離するための光学分離手段と、イメージをディス
プレイするためのイメージディスプレイ手段と、を有する。光ガイド手段は、前記光ガイ
ド手段の外に且つ前記イメージ表示手段に向けて光を向け直すための手段を有する。光学
分離手段は非ガス材料を有する。光学分離手段は、光ガイド手段と内部全反射崩壊手段と
の間に配置される。光学分離手段は、光ガイド手段内の内部全反射される光の量を増やす
よう構成される。イメージディスプレイ手段は、光ガイド手段の外に向け直された光を受
けるように配置される。内部全反射崩壊手段は、イメージディスプレイ手段と光ガイド手
段との間に配置される。
【０００６】
　ある特定の実施形態では、ディスプレイ装置を製造するための方法は、複数のディスプ
レイ素子を提供する段階と、複数のディスプレイ素子に近接して光学伝播領域を配置する
段階と、複数のディスプレイ素子と光学伝播領域との間に光学損失構造を配置する段階と
、光学伝播領域と光学損失構造との間に光学分離層を配置する段階と、を有する。光学伝
播領域は、内部全反射によって光が内部でガイドされる光ガイドを有する。光学伝播領域
は、光学伝播領域の外に光を向け直すよう構成された偏向特徴を有する。光学損失構造は
、それに対して直接隣接して配置される場合に、光学伝播領域内部でガイドされた光の少
なくともいくらかの内部全反射を崩壊させうる。光学分離層は、光学伝播領域内の内部全
反射される光の量を増やす。
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【０００７】
　ある特定の実施形態では、照明装置は、内部で内部全反射によって光がガイドされる光
ガイドを有する光学伝播領域と、光学伝播領域に結合された層と、を有する。光学伝播領
域は、光学伝播領域の外に光を向け直すよう構成された偏向特徴をさらに有する。上記層
は、マトリクスおよびミクロ構造を含む。上記層の少なくとも一部は、光学伝播領域の屈
折率より低い屈折率を持つ。上記層は、光学伝播領域内の内部全反射される光の量を増や
すよう構成される。
【０００８】
　ある特定の実施形態では、照明装置は、内部で内部全反射によって光がガイドされる光
ガイドを有する光学伝播領域と、少なくとも１つの光学損失構造と、光学伝播領域と光学
損失構造との間に、非ガス材料を有する光学分離層と、を有する。光学伝播領域は、その
光学伝播領域の外に光を向け直すよう構成された偏向特徴をさらに有する。少なくとも１
つの光学損失構造は、ディフューザ（ｄｉｆｆｕｓｅｒ、散乱体、拡散体）、偏光子、お
よびカラーフィルタによりなる群から選択される。光学分離層は、光学伝播領域内の内部
全反射される光の量を増やすよう構成される。
【０００９】
　ある特定の実施形態では、照明装置を製造するための方法は、光学伝播領域を提供する
段階と、光学損失構造を提供する段階と、光学伝播領域と光学損失構造との間に光学分離
層を配置する段階と、を有する。光学伝播領域は、内部全反射によって光が内部でガイド
される光ガイドを有する。光学伝播領域は、その光学伝播領域の外に光を向け直すよう構
成された偏向特徴を有する。光学損失構造は、ディフューザ、偏光子、およびカラーフィ
ルタによりなる群から選択される。光学分離層は、光学伝播領域内の内部全反射される光
の量を増やす。
【図面の簡単な説明】
【００１０】
【図１】第１の干渉変調器の可動反射層が緩和位置にあり、第２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んだ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の干渉変調器の例示的な一実施形態の可動ミラー位置対加えた電圧の図であ
る。
【図４】干渉変調器ディスプレイを駆動するのに使用することができる、１式の行列電圧
を示す図である。
【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１つの例示的なフレーム
を示す図である。
【図５Ｂ】図５Ａのフレームを書き込むために使用することができる、行列信号の１つの
例示的なタイミング図である。
【図６Ａ】複数の干渉変調器を備えた画像ディスプレイ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ディスプレイ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】干渉変調器の別の代替実施形態の断面図である。
【図７Ｄ】干渉変調器のさらに別の代替実施形態の断面図である。
【図７Ｅ】干渉変調器の追加の代替実施形態の断面図である。
【図８Ａ】ディフューザに隣接する光ガイドを有するディスプレイ装置の一部の断面図で
ある。
【図８Ｂ】空気ギャップによってディフューザから隔てられた光ガイドを有するディスプ
レイ装置の一部の断面図である。
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【図９Ａ】光学分離層によってディフューザから分離された光ガイドの光学伝播領域を有
するディスプレイ装置の例示的実施形態の一部の断面図である。
【図９Ｂ】光ガイドと基板によって形成され、光学分離層によってディフューザから分離
された光学伝播領域を有するディスプレイ装置の他の例示的実施形態の一部の断面図であ
る。
【図１０Ａ】光学分離層によって光学損失層（例えばディフューザ）から分離された光学
伝播領域を有する図９Ａの実施形態の断面図である。
【図１０Ｂ】光学伝播領域を通して入射角θｉで光ガイドの光学伝播領域を伝播する光線
の例を示す。
【図１０Ｃ】様々な例の光学分離層に対する、様々な入射角での平均反射率を示す。
【図１１】光学損失層および光学分離層が内部ディフューザ（ｖｏｌｕｍｅ　ｄｉｆｆｕ
ｓｅｒ：ボリュームディフューザ）に統合され、光学分離が内部ディフューザのマトリク
ス材料によって提供され、光学損失がマトリクス材料内の散乱特徴によって提供される、
ディスプレイ装置の他の例示的実施形態の一部の断面図である。
【図１２】光学損失層が表面変化を持った表面ディフューザを有し、光学分離層が表面変
化を平坦化する層を有する、ディスプレイ装置のさらに他の例示的実施形態の一部の断面
図である。
【図１３Ａ】光学分離層によって光学損失層から分離された光学伝播領域を持った光ガイ
ドを有し、その状況で光学分離層が多層のスタックを有する、ディスプレイ装置のまたさ
らに他の例示的実施形態の一部の断面図である。
【図１３Ｂ】図１３Ａの多層のスタックの拡大断面図である。
【図１３Ｃ】光学伝播領域の例示的実施形態に対する様々な入射角での光学的反射率を示
す。
【発明を実施するための形態】
【００１１】
　以下の詳細な説明は、発明の特定の実施形態を対象としている。しかし、本発明は多数
の異なる方法で実施することができる。この明細書では、図面に対する参照符号が、同様
の部材が全体を通して同様の番号で示すようにして、図面に対して付される。以下の説明
から明らかなように、実施形態は、移動（例えば、ビデオ）または固定（例えば、静止画
）であるかに関わらず、テキストまたは画像であるかに関わらず、画像を表示するように
構成されたあらゆる装置で実施することができる。特に、実施形態はこれに限らないが、
携帯電話、無線装置、携帯情報端末（ＰＤＡ）、手持ち式または持ち運び可能コンピュー
タ、ＧＰＳ受信機／ナビゲータ、カメラ、ＭＰ３プレーヤ、ビデオカメラ、ゲームコンソ
ール、腕時計、置時計、計算機、テレビモニタ、平面パネルディスプレイ、コンピュータ
モニタ、自動ディスプレイ（例えば、走行距離計ディスプレイなど）、コックピット制御
および／またはディスプレイ、カメラビューのディスプレイ（例えば、車両の後方視野カ
メラのディスプレイ）、電子写真、電光掲示板またはサイン、投影機、アーキテクチャ構
造物、パッケージ、および審美構造物（例えば、１片の宝石上の画像のディスプレイ）な
どの様々な電子装置内で実施することができ、またはこれに関連させることができると考
えられる。ここで記載したのと同様の構造のＭＥＭＳ装置はまた、電子切換装置などの非
ディスプレイ用途で使用することもできる。
【００１２】
　ディスプレイ装置の照明アセンプリ（組立体）において有用な光学分離層が提供される
。光学分離層は、照明のために使われる光ガイドの光学伝播領域と、光学損失構造または
層との間に配置される。ここで使用されるように、「光学損失層」または「光学損失構造
」という用語は、光を吸収する特性、または光学伝播領域内で光を伝播させる目的のため
に所望しない方向に光の伝播を向け直す特性を含むが、それらに限定されないような、そ
の最も広い可能性のある意味を与えられるべきである。例えば、光学損失構造は、それに
対して直接隣接して配置される場合に、光学伝播領域内部でガイドされた少なくともいく
らかの光の内部全反射を崩壊させうる。光学損失構造または層は、それらに限定しないが
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、ディフューザ、偏光子、カラーフィルタなどを含む。光学伝播領域は、光学伝播領域に
沿って光の伝播をサポートする上下の界面を持つ。光学分離層なしに、下の界面は、光学
伝播領域と光学損失層によって形成されうる。このような形状において、光学損失層は、
グレージング入射（ｇｒａｚｉｎｇ　ｉｎｃｉｄｅｎｃｅ）で下の界面に入射する光の反
射を崩壊させることができる。光学分離層は、光学伝播領域と、光学損失構造または層と
を分離するために使われ、それによってグレージング入射での反射を促進する。ある特定
の実施形態では、例えば、光学分離層は、グレージング入射（例えば、約４０°より大き
い角度）で光学伝播領域の下の界面に方向付けられた光を、そこから反射されるようにす
る。従って、光は、基本的に光学損失構造または層によって崩壊することなく、光学伝播
領域に沿ってガイドされる。光学分離層はまた、低い角度（例えば約４０°より大きい角
度）で光学伝播領域の下の界面に方向付けられた光を、ほとんど反射しない状態から全く
反射しない状態（例えば４％未満、２％未満、１％未満）で通過するようにする。ここで
使用されるように、「光学伝播領域」という用語は、光ガイド薄膜またはプレート、光ガ
イド薄膜スタック、上部に形成された光ガイド薄膜または光ガイド薄膜スタックを持つ基
板など、を記述するために使われうる。ここで使用されるように、「薄膜」という用語は
、厚さを有する材料または複数の材料を含むが、それらに限定されないような、その最も
広い可能性のある意味を与えられるべきである。いくつかの実施形態では、光学分離層が
光学伝播領域と異なる屈折率を持つ材料を有しうるが、光学分離層は光学伝播領域より低
い屈折率を持った材料を有する。いくつかの実施形態では、光学分離層は多層の干渉スタ
ックを有する。いくつかの実施形態では、光学損失構造と光学分離層は、一つの層に統合
化される。ある特定の実施形態では、層は、内部に複数の粒子またはミクロ構造を含む材
料を有する。上記ミクロ構造は、選択された光学特徴（例えば、ディフューザ、カラーフ
ィルタ、偏光子など）を達成するように設計されうる。
【００１３】
　干渉ＭＥＭＳディスプレイ素子を備えた１つの干渉変調器ディスプレイの実施形態が、
図１に示されている。これらの装置では、ピクセルは明るい状態または暗い状態のいずれ
かである。明るい（「オン」または「開」）状態では、ディスプレイ素子は入射する可視
光の大部分をユーザに反射させる。暗い（「オフ」または「閉」）状態では、ディスプレ
イ素子は入射する可視光をユーザにほとんど反射させない。実施形態に応じて、「オン」
および「オフ」状態の光反射特性を逆転させることができる。ＭＥＭＳピクセルは、選択
した色で優先的に反射するように構成することができ、白黒に加えてカラー表示を可能に
する。
【００１４】
　図１は、画像ディスプレイの一連のピクセルの２つの隣接するピクセルを示す等角図で
あり、各ピクセルはＭＥＭＳ干渉変調器を含んでいる。いくつかの実施形態では、干渉変
調器ディスプレイは、行／列アレイのこれらの干渉変調器を備えている。各干渉変調器は
、少なくとも１つの可変寸法の共鳴光学ギャップを形成するように、互いに可変および制
御可能距離に位置決めされた１対の反射層を備えている。一実施形態では、反射層の一方
は２つの位置の間で移動させることができる。本明細書では緩和位置と呼ばれる第１の位
置では、可動反射層は、固定部分反射層から比較的大きな距離に位置決めされている。本
明細書では作動位置と呼ばれる第２の位置では、可動反射層は部分反射層により密接して
位置決めされている。２層から反射する入射光は、可動反射層の位置によって強めあうよ
うに、または弱めあうように干渉して、各ピクセルに対して全反射状態または非反射状態
のいずれかを作り出す。
【００１５】
　図１に示したピクセルアレイの部分は、２つの隣接する干渉変調器１２ａおよび１２ｂ
を備えている。左側の干渉変調器１２ａでは、可動反射層１４ａは部分反射層を含む光学
スタック１６ａから所定の距離の緩和位置にあるように示されている。右側の干渉変調器
１２ｂでは、可動反射層１４ｂは光学スタック１６ｂに隣接した作動位置にあるように示
されている。
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【００１６】
　本明細書で言及するような、光学スタック１６ａおよび１６ｂ（集合的に、光学スタッ
ク１６と呼ぶ）は典型的には、インジウム錫酸化物（ＩＴＯ）などの電極層、クロムなど
の部分反射層、および透明誘電体を含むことができるいくつかの溶融層からなっている。
したがって、光学スタック１６は導電性であり、部分的に透明であり、部分的に反射性で
あり、例えば透明基板２０の上に上記層の１つまたは複数を蒸着させることによって製造
することができる。部分的に反射性の層は、種々の金属、半導体、誘電体のような種々の
材料から形成できる。部分的に反射性の層は、１つ以上の材料の層から形成でき、それぞ
れの層は、一つの材料または複数材料の組み合わせから形成できる。
【００１７】
　いくつかの実施形態では、光学スタック１６の層は平行ストリップにパターン化され、
以下にさらに説明するようなディスプレイ装置内に行電極を形成することができる。可動
反射層１４ａ、１４ｂは、ポスト１８の上部に蒸着された１つまたは複数の蒸着金属層（
１６ａ、１６ｂの行電極と垂直である）およびポスト１８の間に蒸着された介在犠牲材料
の一連の平行ストリップとして形成することができる。犠牲材料がエッチングされると、
可動反射層１４ａ、１４ｂは規定の間隙１９によって光学スタック１６ａ、１６ｂから離
される。アルミニウムなどの高い導電性および反射性材料は、反射層１４に使用すること
ができ、これらのストリップはディスプレイ装置内に列電極を形成することができる。
【００１８】
　電圧が加えられない状態では、ギャップ１９は可動反射層１４ａと光学スタック１６ａ
の間にあるままであり、可動反射層１４ａは図１のピクセル１２ａで示すように、機械的
に緩和状態にある。しかし、電位差が選択した行列に加えられると、対応するピクセルで
の行および列電極の交点に形成されたコンデンサは充電され、静電力が電極を互いに引っ
張る。電圧が十分高い場合、可動反射層１４は変形され、光学スタック１６に対して押さ
れる。光学スタック１６内の誘電層（この図には図示せず）は、図１の右側のピクセル１
２ｂで示すように、短絡を防ぎ、層１４と１６の間の分離距離を制御することができる。
この挙動は、加えられた電位差の極性に関わらず同じである。このように、反射性対非反
射性ピクセル状態を制御することができる行／列作動は、従来のＬＣＤおよび他の表示技
術で使用されるものと多くの方法で同様である。
【００１９】
　図２から５Ｂは、ディスプレイ用途での一列の干渉変調器を使用する１つの例示的な過
程およびシステムを示している。
【００２０】
　図２は、本発明の態様を組み込むことができ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。例示的な実施形態では、電子装置は、ＡＲＭ、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商
標）、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）　ＩＩ、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）　ＩＩＩ、Ｐｅ
ｎｔｉｕｍ（登録商標）　ＩＶ、Ｐｅｎｔｉｕｍ（登録商標）Ｐｒｏ、８０５１、ＭＩＰ
Ｓ（登録商標）、Ｐｏｗｅｒ　ＰＣ（登録商標）、ＡＬＰＨＡ（登録商標）などのあらゆ
る汎用単一チップまたは多チップマイクロプロセッサ、またはデジタル信号プロセッサ、
マイクロコントローラ、またはプログラム可能ゲートアレイなどのあらゆる専用マイクロ
プロセッサであってもよいプロセッサ２１を含んでいる。当技術分野では、従来にあるよ
うに、プロセッサ２１は１つまたは複数のソフトウェアモジュールを実行するように構成
することができる。オペレーティングシステムを実行するのに加えて、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、またはあらゆる他のソフト
ウェアアプリケーションを含む１つまたは複数のソフトウェアアプリケーションを実行す
るように構成することができる。
【００２１】
　一実施形態では、プロセッサ２１はまた、アレイドライバ２２と通信するように構成す
ることができる。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またはパ
ネル３０に信号を提供する、行ドライバ回路２４および列ドライバ回路２６を備えている
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。図１に示すアレイの断面は、図２の線１－１で示されている。ＭＥＭＳ干渉変調器では
、行／列作動プロトコルは、図３に示すこれらの装置のヒステリシス特性を利用すること
ができる。例えば、可動層を緩和状態から作動状態に変形させるには、１０ボルトの電位
差が必要である可能性がある。しかし、電圧がその値から小さくなると、可動層は電圧が
１０ボルトより下に低下したときにその状態を維持する。図３の例示的な実施形態では、
可動層は電圧が２ボルトより下に低下するまで完全には緩和しない。したがって、図３に
示す例では約３から７Ｖまでの印加電圧のウィンドウがあり、そこでは、装置が緩和また
は作動状態のいずれかにある。これは本明細書では、「ヒステリシスウィンドウ」または
「安定性ウィンドウ」と呼ばれる。図３のヒステリシス特徴を有するディスプレイアレイ
では、行／列作動プロトコルは、行ストローブ（ｓｔｒｏｂｅ）中に、作動されるストロ
ーブ行内のピクセルは約１０ボルトの電圧差に曝され、緩和されるピクセルはゼロボルト
に近い電圧差に曝される。ストローブの後に、ピクセルは行ストローブが置かれるどんな
状態にも留まるように、約５ボルトの定常電圧差に曝される。書き込まれた後に、各ピク
セルは、この例では、３～７ボルトの「安定性ウィンドウ」内の電位差を経験する。この
特性は、図１に示すピクセル設計を作動または緩和された既存の状態のいずれかで同じ印
加電圧状態で安定させる。干渉変調器の各ピクセルは作動または緩和状態であるかどうか
に関わらず、基本的に固定および移動反射層によって形成されたコンデンサであるので、
この安定状態はほぼ電力損失がない状態でヒステリシスウィンドウ内にある電圧で保持す
ることができる。基本的に、印加電位が固定されている場合、電流はピクセル内に流れな
い。
【００２２】
　典型的な用途では、ディスプレイフレームは、第１の行内の所望の設定の作動ピクセル
により列電極の設定をアサート（ａｓｓｅｒｔ）することによって作り出すことができる
。行パルスはその後、行１電極に加えられて、アサートされた列ラインに対応するピクセ
ルを作動させる。アサートされた設定の列電極は、第２の行内の所望の設定の作動ピクセ
ルに対応するように変更される。パルスはその後、行２電極に加えられて、アサートされ
た列電極内の行２内の適切なピクセルを作動させる。行１ピクセルは、行２パルスによっ
て影響を受けず、行１パルス中に設定された状態に留まる。これは、フレームを作り出す
ように連続した方法で一連の行全体に対して繰り返すことができる。普通、フレームは、
この過程をいくつかの所望の数のフレーム毎秒で断続的に繰り返すことによって、新しい
表示データによってリフレッシュかつ／または更新される。表示フレームを作り出すよう
にピクセルアレイの行および列電極を駆動する幅広いプロトコルもまた、よく知られてお
り、本発明と合わせて使用することができる。
【００２３】
　図４、５Ａおよび５Ｂは、図２の３×３アレイ上に表示フレームを作り出す１つの可能
な作動プロトコルを示している。図４は、図３のヒステリシス曲線を示すピクセルに使用
することができる可能な設定の列および行電圧レベルを示している。図４の実施形態では
、ピクセルを作動させることは、それぞれ－５ボルトおよび＋５ボルトに対応しうる、－
Ｖｂｉａｓに対する適切な列および＋ΔＶに対する適切な行を設定することが必要である
。ピクセルを緩和することは、＋Ｖｂｉａｓに対する適切な列および同じ＋ΔＶに対する
適切な行を設定することによって達成され、ピクセルにわたってゼロボルトの電位差を作
り出す。行電圧がゼロボルトに保持されたこれらの行では、ピクセルは列が＋Ｖｂｉａｓ

または－Ｖｂｉａｓであるかどうかに関わらず、元にあったあらゆる状態で安定している
。また、図４に示すように、上記以外の反対の極性の電圧を使用できること、例えばピク
セルを作動させることが、＋Ｖｂｉａｓに対する適切な列および－ΔＶに対する適切な行
を設定することを含みうること、が評価されるべきである。この実施形態では、ピクセル
を解放することは、－Ｖｂｉａｓに対する適切な列および同じ－ΔＶに対する適切な行を
設定することによって達成され、ピクセルにわたってゼロボルトの電位差を作り出す。
【００２４】
　図５Ｂは、作動ピクセルが非反射性である、図５Ａに示すディスプレイ配置につながる
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、図２の３×３アレイに加えられた一連の行および列信号を示すタイミング図である。図
５Ａに示すフレームに書き込む前に、ピクセルをあらゆる状態にすることができ、この例
では、行は全て０ボルトであり、列は全て＋５ボルトである。これらの印加電圧では、全
てのピクセルはその既存の作動または緩和状態で安定している。
【００２５】
　図５Ａのフレームでは、ピクセル（１，１）、（１，２）、（２，２）、（３，２）お
よび（３，３）が作動される。これを達成するために、行１に対する「ライン時間」中に
、列１および２は－５ボルトに設定され、列３は＋５ボルトに設定される。これは、いか
なるピクセルの状態も変更しない。というのは、ピクセルは全て３～７ボルト安定性ウィ
ンドウ内に留まっているからである。行１はその後、０から、最大５ボルトに達し、ゼロ
に戻るパルスでストローブされる。これは、（１，１）および（１，２）ピクセルを作動
させ、（１，３）ピクセルを緩和する。アレイ内の他のピクセルは影響を受けない。行２
を所望の通り設定するためには、列２は－５ボルトに設定され、列１および３は＋５ボル
トに設定される。行２に加えられた同じストローブがその後、ピクセル（２，２）を作動
させ、ピクセル（２，１）および（２，３）を緩和する。また、アレイの他のピクセルは
影響を受けない。行３も同様に列２および３を－５ボルト、列１を＋５ボルトに設定する
ことにより設定される。行３ストローブは、図５Ａに示すように行３ピクセルを設定する
。フレームに書き込んだ後に、行電位はゼロであり、列電位は＋５または－５ボルトのい
ずれかに留まることができ、ディスプレイはその後、図５Ａの配置で安定している。同じ
手順を、数十または数百の行および列のアレイに利用できることが分かるだろう。また、
行および列作動を行うのに使用されるタイミング、シーケンス、および電圧のレベルは、
上に概略を説明した原則内で幅広く変えることができ、上の例は単に例示的なものであり
、あらゆる作動電圧方法が本明細書に記載したシステムおよび方法で使用できることが分
かるだろう。
【００２６】
　図６Ａおよび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、携帯電話であってもよい。しかし、ディスプレイ
装置４０の同じ構成部品、またはその僅かな変更はまた、テレビおよび携帯メディアプレ
ーヤなどの様々なタイプのディスプレイ装置を示すものである。
【００２７】
　ディスプレイ装置４０は、ハウジング４１、ディスプレイ３０、アンテナ４３、スピー
カ４５、入力装置４８、およびマイク４６を備えている。ハウジング４１は普通、射出成
形、および真空成形を含む、当業者によく知られている様々な製造過程のいずれかで形成
されている。加えて、ハウジング４１はこれに限らないが、プラスチック、金属、ガラス
、ゴムおよびセラミックを含む様々な材料のいずれか、またはその組み合わせで作ること
ができる。一実施形態では、ハウジング４１は、異なる色の、または異なるロゴ、図柄、
または記号を含む他の除去可能部分と交換することができる除去可能部分（図示せず）を
含んでいる。
【００２８】
　例示的なディスプレイ装置４０のディスプレイ３０は、本明細書に記載するように、双
安定ディスプレイを含む、様々なディスプレイのいずれかであってもよい。他の実施形態
では、ディスプレイ３０は、上に記載するようなプラズマ、ＥＬ、ＯＬＥＤ、ＳＴＮ　Ｌ
ＣＤ、またはＴＦＴ　ＬＣＤなどの平面パネルディスプレイ、または当業者によく知られ
ているようなＣＲＴまたは他の管装置などの非平面パネルディスプレイを備えている。し
かし、本実施形態を説明する目的で、ディスプレイ３０は本明細書に記載するように、干
渉変調器ディスプレイを備えている。
【００２９】
　例示的なディスプレイ装置４０の一実施形態の構成部品が、図６Ｂに略図的に示されて
いる。図示した例示的なディスプレイ装置４０は、ハウジング４１を備えており、少なく
とも部分的に中に囲まれた追加の構成部品を備えることができる。例えば、一実施形態で
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は、例示的なディスプレイ装置４０は、トランシーバ４７に結合されたアンテナ４３を備
えたネットワークインターフェイス２７を備えている。トランシーバ４７は、調整ハード
ウェア５２に接続された、プロセッサ２１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）ように構成することができる。調
整ハードウェア５２は、スピーカ４５およびマイク４６に接続されている。プロセッサ２
１はまた、入力装置４８およびドライバコントローラ２９に接続されている。ドライバコ
ントローラ２９は、フレームバッファ２８、およびその後ディスプレイアレイ３０に結合
されるアレイドライバ２２に結合されている。電力供給装置５０は、特定の例示的なディ
スプレイ装置４０の設計が必要とするような構成部品全てに電力を与える。
【００３０】
　ネットワークインターフェイス２７は、アンテナ４３およびトランシーバ４７を備えて
おり、それによって例示的なディスプレイ装置４０はネットワーク上の１つまたは複数の
装置と通信することができる。一実施形態では、ネットワークインターフェイス２７はま
た、プロセッサ２１の要件を緩和するいくつかの処理能力を有することができる。アンテ
ナ４３は、信号を送受信するための、当業者に知られている何らかのアンテナである。一
実施形態では、アンテナは、ＩＥＥＥ　８０２．１１（ａ）、（ｂ）または（ｇ）を含む
、ＩＥＥＥ　８０２．１１標準によりＲＦ信号を送受信する。別の実施形態では、アンテ
ナは、ＢＬＵＥＴＯＯＴＨ（登録商標）標準によりＲＦ信号を送受信する。携帯電話の場
合、アンテナは、無線携帯電話ネットワーク内で通信するのに使用される、ＣＤＭＡ、Ｇ
ＳＭ（登録商標）、ＡＭＰＳまたは他の知られている信号を受信するように設計されてい
る。トランシーバ４７は、アンテナ４３から受信した信号を予め処理し、それによってプ
ロセッサ２１によって受信することができ、さらに操作することができる。トランシーバ
４７はまた、プロセッサ２１から受信された信号を処理し、それによってアンテナ４３を
介して例示的なディスプレイ装置４０から伝達することができる。
【００３１】
　代替実施形態では、トランシーバ４７は受信機に置き換えることができる。さらに別の
代替実施形態では、ネットワークインターフェイス２７は、プロセッサ２１に送信する画
像データを記憶または生成することができる、画像源に置き換えることができる。例えば
、画像源は、画像データを収容するデジタルビデオディスク（ＤＶＤ）またはハードディ
スクドライブ、または画像データを生成するソフトウェアモジュールであってもよい。
【００３２】
　プロセッサ２１は普通、例示的なディスプレイ装置４０の全体動作を制御する。プロセ
ッサ２１は、ネットワークインターフェイス２７または画像源から圧縮画像データなどの
データを受信し、データを生画像データ、または生画像データに簡単に処理されるフォー
マットに処理する。プロセッサ２１はその後、ドライバコントローラ２９、または記憶の
ためにフレームバッファ２８に処理データを送信する。生データは普通、画像内の各位置
で画像特徴を特定する情報のことを言う。例えば、このような画像特徴は、色、彩度、お
よびグレースケールレベルを含むことができる。
【００３３】
　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
マイクロコントローラ、ＣＰＵ、または論理ユニットを備えている。調整ハードウェア５
２は普通、信号をスピーカ４５に伝達し、信号をマイク４６から受信する増幅器およびフ
ィルタを備えている。調整ハードウェア５２は、例示的なディスプレイ装置４０内の別個
の構成部品であってもよい。あるいは、プロセッサ２１または他の構成部品内に組み込む
ことができる。
【００３４】
　ドライバコントローラ２９は、プロセッサ２１またはフレームバッファ２８のいずれか
から直接プロセッサ２１によって生成された生画像データを取り、アレイドライバ２２へ
の高速伝達のために適切に生画像データを再フォーマット化する。特に、ドライバコント
ローラ２９は、ディスプレイアレイ３０にわたる走査に適切な時間順序を有するように、
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生画像データをラスター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化する。
その後、ドライバコントローラ２９はフォーマット化した情報をアレイドライバ２２に送
信する。ＬＣＤコントローラなどのドライバコントローラ２９はしばしば、独立型集積回
路（ＩＣ）としてシステムプロセッサ２１に結合されるが、このようなコントローラは多
くの方法で実施することができる。これらは、ハードウェアとしてプロセッサ２１内に埋
め込むことができ、ソフトウェアとしてプロセッサ２１に埋め込むことができ、または、
アレイドライバ２２とハードウェア内で完全に一体化させることができる。
【００３５】
　普通、アレイドライバ２２はドライバコントローラ２９からフォーマット化した情報を
受信し、ディスプレイのｘ－ｙ行列のピクセルから来る数百および時に数千のリードに多
数回毎秒加えられる並列設定の波形に映像データを再フォーマット化する。
【００３６】
　一実施形態では、ドライバコントローラ２９、アレイドライバ２２、およびディスプレ
イアレイ３０は、本明細書で記載するディスプレイのタイプのいずれかに適している。例
えば、一実施形態では、ドライバコントローラ２９は、従来のディスプレイコントローラ
または双安定ディスプレイコントローラ（例えば、干渉変調器コントローラ）である。別
の実施形態では、アレイドライバ２２は、従来のドライバまたは双安定ディスプレイドラ
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、ドライバコントロー
ラ２９はアレイドライバ２２と一体化される。このような実施形態は、携帯電話、腕時計
、および他の小面積ディスプレイなどの高集積システムにおいて一般的である。さらに別
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
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。
【００３７】
　入力装置４８は、ユーザが例示的なディスプレイ装置４０の動作を制御することを可能
にする。一実施形態では、入力装置４８は、ＱＷＥＲＴＹキーボードまたは電話機キーパ
ッドなどのキーパッド、ボタン、スイッチ、タッチセンサ画面、あるいは、感圧または感
熱膜を備えている。一実施形態では、マイク４６は例示的なディスプレイ装置４０用の入
力装置である。マイク４６を装置にデータを入力するのに使用する場合、例示的なディス
プレイ装置４０の動作を制御するために、音声コマンドをユーザによって与えることがで
きる。
【００３８】
　電力供給装置５０は、当技術分野でよく知られているように、様々なエネルギー貯蔵装
置を備えることができる。例えば、一実施形態では、電力供給装置５０は、ニッケルカド
ミウム電池またはリチウムイオン電池などの充電式電池である。別の実施形態では、電力
供給装置５０は、再生可能エネルギー源、コンデンサ、またはプラスチック太陽電池およ
び太陽電池ペイントを含む太陽電池である。別の実施形態では、電力供給装置５０は壁コ
ンセントから電力を受けるように構成されている。
【００３９】
　いくつかの実施形態においては、制御プログラムの可能性が、上に記載するように、電
子ディスプレイシステム内のいくつかの位置に配置することができるドライバコントロー
ラ内にある。いくつかの実施形態では、制御プログラムの可能性が、アレイドライバ２２
内にある。当業者ならば、上記最適化をいくつかの数のハードウェアおよび／またはソフ
トウェア構成部品内、および様々な構成内で実施することができることが分かるだろう。
【００４０】
　上に記載した原理により動作する干渉変調器の構造の詳細は、幅広く変更することがで
きる。例えば、図７Ａ～７Ｅは、可動反射層１４およびその支持構造の５つの様々な実施
形態を示している。図７Ａは、図１の実施形態の断面図であり、金属材料１４のストリッ
プが垂直に延びる支持体１８上に蒸着されている。図７Ｂでは、可動反射層１４は、テザ
ー３２上で隅部だけの支持体に取り付けられている。図７Ｃでは、可動反射層１４は、可
撓性金属を含むことができる変形可能層３４から懸架されている。変形可能層３４は、変
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形可能層３４の周面周りで基板２０に直接的または間接的に連結している。これらの連結
部は、本明細書では支持ポストと呼ぶ。図７Ｄに示す実施形態は、変形可能層３４が上に
載る支持ポストプラグ４２を有する。可動反射層１４は、図７Ａ～７Ｃと同様に、ギャッ
プの上に懸架されたままであるが、変形可能層３４は変形可能層３４と光学スタック１６
の間の孔を充填することによって支持ポストを形成しない。むしろ、支持ポストは、支持
ポストプラグ４２を形成するのに使用される、平坦化材料でできている。図７Ｅに示す実
施形態は、図７Ｄに示す実施形態に基づいているが、図７Ａ～７Ｃに図示する実施形態の
いずれかと、図示しない追加の実施形態と協働するようにすることもできる。図７Ｅに示
す実施形態では、金属または他の導電性材料の余分な層が、バス構造４４を形成するのに
使用されていた。これにより、干渉変調器の背面に沿った信号ルーティングが可能になり
、別の方式では基板２０上に形成しなければならなかったような、多くの電極を取り除く
ことができる。
【００４１】
　図７に示すものの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
変調器が配置される側とは反対側の透明基板２０の正面側から見られる。これらの実施形
態では、反射層１４は、変形可能層３４を含む、基板２０と反対側の反射層の側において
干渉変調器の部分を光学的に遮蔽する。これにより、画質に悪影響を与えることなく、遮
蔽領域を構成および作動させることが可能になる。このような遮蔽は、変調器の光学特性
を、アドレッシング、およびアドレッシングに起因する動きのような変調器の電気機械特
性から分離する能力を提供する、図７Ｅのバス構造４４を可能にする。このような分離可
能な変調器アーキテクチャは、変調器の電気機械態様および光学態様に使用される構造設
計および材料を互いに独立して選択し、機能することが可能になる。さらに、図７Ｃ～７
Ｅに示す実施形態は、変形可能層３４によって行われる、反射層１４の光学性状のその機
械性状との分離に由来する追加の利点を有する。これにより、反射層１４に使用される構
造的設計および材料を光学性状に関して最適化することが可能になり、変形可能層３４で
使用される構造的設計および材料を所望の機械的性状に関して最適化することが可能にな
る。
【００４２】
　内部の照明源が、暗い周囲環境における反射性のディスプレイ装置の照明のために提供
できる。ある特定の実施形態では、複数のディスプレイ素子（例えば干渉変調器）を有す
るディスプレイ装置の照明源の統合化は、基板への光学作用のいくつか、またはすべてを
提供する薄膜または薄膜スタックをラミネートすることを含む。光をこの薄膜または薄膜
スタックに注入することができ、ディスプレイ装置の表面を通してその内部に伝播するこ
とができる。ある特定の実施形態では、例えば、光ガイド薄膜または薄膜スタックを、光
拡散性の感圧性接着剤（ＰＳＡ）を使って基板にラミネートすることができる。光ガイド
薄膜または薄膜スタックは、光が注入され、光ガイドの長手方向に沿って光が伝播する「
光学伝播領域」を持った「光ガイド」を形成する。ある特定の実施形態では、光学伝播領
域は光ガイド薄膜または薄膜スタックを有し、そして基板を含まない。他の実施形態では
、光学伝播領域は光ガイド薄膜または薄膜スタック、並びに基板を有する。特定の形態に
かかわらず、光学伝播領域は、グレージング入射でその上に入射する光を反射して、光ガ
イドの長手方向に沿って光の伝播をサポートする上下の界面を含む。いくつかの実施形態
では、光ガイドは、ディスプレイ素子の方に光ガイド内を伝播する光線を反射する（また
は「偏向する」）よう構成された、ディスプレイ素子より遠い上の界面を形成する「偏向
薄膜」（例えば「プリズム薄膜」を含む。
【００４３】
　光学伝播領域がディスプレイ装置のディスプレイ素子にすぐに隣接する場合、光学伝播
領域とディスプレイ素子との間の下の界面上にグレージング入射で方向付けられた光線の
反射は、不都合なほどに減少させられうる。このような減少した反射は、ディスプレイ装
置の減少した照明、色、コントラスト、および／または明るさ一様性をもたらしうる。従
って、いくつかの実施形態では、光学分離層が、グレージング入射で光の反射を増やすた
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めに光学伝播領域とディスプレイ素子との間に導入される。上下の界面は光ガイドを、光
学伝播領域を有する素子の最小の屈折率より低い屈折率を有する２つの材料から分離する
。この適用では、２つの界面のそれぞれにおいて内部全反射（「ＴＩＲ」）と記述する２
つの角度の最も大きいものよりも大きな角度で、光学伝播領域内で伝播する光線に対する
グレージング入射が定義され、グレージング入射で光学伝播領域の上下の界面の両方で内
部全反射を光線が経験する。
【００４４】
　種々の実施形態では、光学分離層は、光学伝播領域の下の界面の垂線に対して約４０°
、約５０°、約５５°、約６０°、約６５°、約７０°、約７５°、約８０°、約８５°
を超えて、またはそれ以上の入射角で光学伝播領域内において光学分離層上に入射する光
の、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％、約４０％、約４５％、約５０％、約５５
％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％、約８５％、約９０％、約９５％を超えて
、またはそれ以上反射するよう構成される。「高い」入射角は、いくつかの実施形態では
、２つの界面に対応する最も大きなＴＩＲ角（例えば２つのＴＩＲ角が約３９°および６
８°の場合、約６８°）にあるか、またはそれ以上にあり、その界面上で入射光の反射が
１００％に近づく。「低い」角度における光は部分的に反射され、光学伝播領域の界面の
１つと相互作用する時に部分的に屈折させられる。ここで、入射角は前記界面の内部全反
射角より小さい角度である。光学分離層の反射と入射角の他の組み合わせも可能である。
【００４５】
　いくつかの実施形態では、グレージング入射で光線に対する比較的高い反射率を提供す
ることに加えて、光学分離層は、（例えば、上および／または下の界面において）低い入
射角で光線の高い透過率を提供するように適合させられる。従って、例えば偏向薄膜によ
って向け直された、あるいは周囲から起こった光は、光学分離層を通って、そして光学分
離層の表面から減少した反射でディスプレイ素子内に、自由に通過しうる。特定のこのよ
うな実施形態では、ディスプレイ素子からの（例えば干渉変調器によって反射された）光
は、実質的なフレネル反射なしで（例えば約４％、３％、２％、１％、０．５％、０．３
％、０．１％などを下回るように）光学分離層を通って、そしてその表面を通って、自由
に通過することができる。
【００４６】
　干渉変調器は普通、本質的に反射鏡のようであり、従って干渉変調器を有するディスプ
レイ装置のある特定の実施形態は、好ましくは、光拡散素子（または「ディフューザ」）
を有する。ディフューザまたは他の光学損失構造が光学光ガイドに隣接する時、グレージ
ング入射、例えば内部全反射によって光ガイド内で反射されるべき、４０°（「光ガイド
モード」）より大きな角度で光ガイドを通って伝播する光は、代わりに１回または多数回
散乱されて、非光ガイドモードに向け直されるか、あるいは光が共に相互作用しうる光学
システム内の、ある特定の素子の本質的な材料吸収に起因して吸収されうる。図８Ａは、
ディスプレイ素子８１（例えば干渉変調器）のアレイ、基板８２（例えばガラス、プラス
チックなどで構成される）、光学損失層または構造８３（例えばディフューザ、吸収体、
偏光子、カラーフィルタなどを有する）、および光ガイド８４を有するディスプレイ装置
８０の断面部分を概略的に示す。光ガイド８４は、光学損失層８３にすぐに隣接するので
、光ガイド８４と光学損失層８３との間の光学伝播領域の下の界面上のグレージング入射
での光線の反射は、不都合なほどに減少し得る。隣接する光学損失層８３によって起こり
うる望ましくない効果の例は、光ガイド８４内で伝播する光が、散乱特性を持った光学損
失層８３と相互作用しうることであり、それは光ガイドによって運ばれた有用な光の全体
量を減らしうる。さらに、ディスプレイ装置８０のある特定の構成部材（例えばディスプ
レイ素子８１）により一層強く吸収される角度で光線が散乱されうる。そして、それはデ
ィスプレイ装置の照明、明るさ一様性、色、および／またはコントラストを減らしうる。
ディスプレイ素子８１が干渉変調器を有する場合、干渉キャビティ内に散乱される光の部
分は、干渉変調器の状態にかかわらず吸収されうる。そして、それはディスプレイ装置の
明るさ、一様性、色、および／またはコントラストを減らす光の損失をもたらしうる。こ
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れにより、光ガイド８４に直接隣接する光学損失層８３の存在は、所望しない散乱を起こ
しうる。そして、それは光伝播を崩壊させるか、あるいは所望しない吸収を起こしうる。
そして、それは一様性および／または明るさを減らしうる。
【００４７】
　グレージング入射角で伝播する光の内部反射を増やす１つの方法は、光学損失層８３と
光ガイド８４との間に空気ギャップを提供することである。図８Ｂは、ディスプレイ装置
８６の一部を示し、そこでは、光学損失層８３が空気ギャップ８５によって光ガイド８４
から分離される。空気の屈折率は１．０であり、それは光ガイド８４の屈折率より低い。
従って、グレージング入射で光ガイド８４を通って伝播する光は内部全反射を経験し、そ
して隣接した光学損失層８３と相互作用しない。これにより、光は光ガイド８４に戻るよ
うに反射し、それを通って伝播し、それによって一層照明されたディスプレイ装置８６を
提供する。しかしながら、空気ギャップ８５はディスプレイ装置８６の厚さを（例えば数
百ミクロン（μｍ）だけ）増やしうる。そしてディスプレイ装置８６のコントラストを減
らしうる。空気ギャップ８５を形成することは複雑さの増加を伴いうる。さらに、（例え
ばコントラストレベルを達成するために）空気ギャップ８５の１つ以上の側面上に１つ以
上の耐反射コーティングが必要となるかもしれない。それによって、製造コストを著しく
増加しうる。
【００４８】
　それゆえ、いくつかの実施形態では、薄膜または材料を有する光学分離層（または「光
学分離領域」）が、グレージング入射での光線の反射率を増やすために、光学伝播領域と
光学損失層（例えばディフューザ）との間に導入される。光学分離層の材料の屈折率が光
学伝播領域の屈折率と異なっている（例えば低い）ような種々の実施形態では、光学伝播
領域と光学損失層との間の界面がグレージング角（例えば臨界角より大きな角）でその上
に入射する光を内部全反射する。
【００４９】
　ある特定の実施形態では、光学伝播領域は、平面または実質的に平坦な光ガイドを有し
、そして光学分離層は、光ガイドにすぐに隣接する。種々の実施形態では、光学分離層は
、光学伝播領域の下の界面の垂線に対して約４０°、約５０°、約５５°、約６０°、約
６５°、約７０°、約７５°、約８０°、約８５°を超えて、またはそれ以上の角で光学
伝播領域内から光学分離層上に入射する光の、約２０％、約２５％、約３０％、約３５％
、約４０％、約４５％、約５０％、約５５％、約６０％、約６５％、約７０％、約７５％
、約８５％、約９０％、約９５％を超えて、またはそれ以上反射するように適合させられ
る。ある特定の実施形態では、光学分離層は、光学伝播領域の下の界面の垂線に対して約
７０°を超える角度で、下の界面の上に入射する光の約４０％を超えて反射するように適
合させられる。種々の実施形態では、光学分離層は、好ましくはおよそ数１００ナノメー
トル（ｎｍ）から１００μｍの間であり、さらに好ましくは、約１００ｎｍから１０μｍ
の間であり、あるいはさらに一層好ましくは約１００ｎｍから３μｍの間である。他の厚
さも可能である。
【００５０】
　いくつかの実施形態では、グレージング入射での光線にとって比較的高い反射性を提供
することに加えて、光学分離層は、下の界面における低い入射角で光線の高い透過率を提
供するように適合させられる。光学分離層の材料の屈折率が光学伝播領域の屈折率に実質
的に近いが、低いような実施形態では、光学伝播領域と光学損失層との間の界面は、低い
角度（例えば偏向薄膜によって界面に方に偏向されるような、または周囲からの、界面の
垂線に近い角）でその上に入射する光に対して本質的に透明であり、そして減少したフレ
ネル（Ｆｒｅｓｎｅｌ）反射を有する。従って、例えば上の界面で偏向薄膜によって向け
直された、または上の界面を通した周囲の伝播からの光は、下の界面を通って自由に通過
しうる。ある特定の実施形態では、例えば上の界面上の偏向薄膜によって向け直された、
または上の界面を通した周囲の伝播からの光は、光学分離層の下の界面を通って、下の界
面の側面に近いディスプレイ素子に自由に通過しうる。特定のこのような実施形態では、
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ディスプレイ素子からの光（例えば干渉変調器によって反射された）は、光学分離層を通
って、また上の界面を通って自由に通過しうる。
【００５１】
　ある特定の実施形態では、空気ギャップを利用せずに（その代わりに、例えば光学分離
層を使って）光学損失層（例えば拡散層または吸収層）を光学伝播領域から分離すること
は、実質的に厚さを増やしたり、または製造コストを著しく増やすことなく、光学伝播領
域を通って伝播する光の量を好都合に増やすことができる。隣接した光学損失層に起因し
た損失なしに光学伝播領域を通して光が伝播することを可能にすることによって、光学伝
播領域の性能は、光学損失層が光学伝播領域に直接光学的に結合された照明装置と比較し
て驚くほどに増加し得る。さらに、このような実施形態は、ディフューザと光ガイドとの
効率的な統合を可能にし、それによって下部のディスプレイ素子および／または光学機器
の状態とは無関係に能力を発揮する光ガイドの向上を可能にする。光ガイドの性能に影響
を与えないで変更されうる光学パラメータの他の例は、例えば、干渉変調器を光学バッフ
ァリング（ｏｐｔｉｃａｌ　ｂｕｆｆｅｒｉｎｇ、光学緩衝）すること、様々な構造の干
渉変調器の反射の違い、様々なディスプレイ容量および明るさレベル、などを含む。従っ
て、上部にラミネートまたは追加されるディスプレイ素子のアレイの状態から光ガイドの
光学機能が分離されるので、光ガイドは、「立ち寄り」（ｄｒｏｐ－ｉｎ）モジュールと
して扱われうる。干渉変調器と光ガイドを有するディスプレイ装置のためのディフューザ
に関してここで主に記載したが、光学損失領域（例えば、偏光子、ディフューザ、カラー
フィルタ、吸収体などを含む）から分離された光学伝播領域を有する照明装置が、多種多
様なディスプレイ技術（例えば反射型液晶、透過型液晶、半透過型液晶、電気泳動など）
に適用することができる、ということが評価されよう。
【００５２】
　ディフューザは、光学伝播領域から光学的に分離されない時、光学伝播領域における光
学エネルギーの喪失に関与しうる（ディスプレイ装置の長さ、ディフューザの厚さ、光学
伝播領域の厚さ、および光拡散強度（すなわち、Ｈａｚｅレベル）に応じて、例えば約２
５％超、約５０％超、約７５超、など）。しかしながら、光学伝播領域を光学損失層から
光学的に分離する実際的な利益は、さらに高い。なぜなら、光ガイドモードを光学損失層
（例えばディフューザ、吸収層）のみならずディスプレイ素子（例えば干渉変調器）の双
方に結合した光学損失が、非常に深刻であるからであり、光学伝播領域（例えば光ガイド
または薄膜スタック、光ガイドと基板、など）を光学分離層から分離することは、同様に
、ディスプレイ素子から光学伝播領域を明確に分離することであるからである。
【００５３】
　図９Ａは、ディスプレイ素子９１のアレイ（例えば干渉変調器）、基板９２（例えばガ
ラス、プラスチックなどで構成される）、および光学損失層９３を有する照明装置（例え
ばディフューザ、吸収体、偏光子、カラーフィルタなどを有する）、並びに光ガイド９４
を有する光学伝播領域９７を備えたディスプレイ装置９０の一部を示す。ある特定の実施
形態では、基板９２は、ディスプレイ素子９１および／またはディスプレイ素子９１の製
造の際の他のある特定の層をサポート（支持）するための手段を提供する。ディスプレイ
装置９０の照明装置は、光学伝播領域９７と光学損失層９３との間に光学分離層９５をさ
らに有する。光学分離層９５はある材料を有する。いくつかの実施形態では、その材料は
固体である。いくつかの実施形態では、その材料は液体（例えば粘性液体）である。いく
つかの実施形態では、その材料はゲル状である。光学分離層９５は、グレージング入射で
光学伝播領域９７を通って伝播する光が光学損失層９３と相互作用しないよう構成される
。それだけでなく、低い角度で光学伝播領域９７を通って伝播する光（例えば、光ガイド
９４の偏向薄膜によってディスプレイ素子９１のアレイの方に偏向されることに起因した
、または周囲からの）は、光学損失層９３、基板９２、およびディスプレイ素子９１のア
レイと相互作用しうる。
【００５４】
　ディスプレイ装置９０内に光学分離層９５を統合することは、基板９２上へのディスプ
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レイ素子９１の製造の前、その最中、および／またはその後に、形成することを可能にす
る。例えば、干渉変調器ディスプレイの製造において、光学損失層９３は、製造の第一段
階として基板９２上に堆積することができる。基板９２がディスプレイ素子９１および／
またはこのような実施形態による製造の際の他のある特定の層をサポートするための手段
として役割を果たすことができる、ということが評価されよう。スピンコーティング、ブ
レードコーティング、スプレーコーティング、液体ディスペンシング（ｆｌｕｉｄ　ｄｉ
ｓｐｅｎｓｉｎｇ）、薄膜コーティングなどを含むコーティングプロセスを使用すること
ができる。堆積は、化学気相蒸着（ＣＶＤ）および／または物理気相蒸着（ＰＶＤ）を含
むが、それらに限定されないような、適切な堆積技法によることができる。光学損失層９
３はまた、ある特定の実施形態において基板９２にラミネートすることができる。いくつ
かの実施形態では、光学分離層９５は、光ガイド９４上に貼り付けられ、その次に光学分
離層９５と光ガイド９４を含むスタックが基板９２上に貼り付けられる。感圧性接着剤を
使うことができる。光学損失層９３がディフューザを有するいくつかの実施形態では、内
部に含ませた散乱粒子を持った粘着性のマトリクスを有する。
【００５５】
　光学分離層９５は光学損失層９３の上に形成することができる。例えば、干渉変調器デ
ィスプレイの製造において、光学分離層９５は、基板９２の上の光学損失層９３上に堆積
または貼り付けることができる。基板９２が、このような実施形態における製造の際に、
ディスプレイ素子９１をサポートするための手段、および／または他のある特定の層とし
ての役割を果たすことができる、ということが評価されよう。光学分離層９５が多数層の
材料を有する実施形態では、それぞれの層を連続的に堆積することができる。
【００５６】
　また、光学分離層９５は、例えば図９Ａの構造９８、および図１１を参照して以下で記
載する構造１１８における光学損失層９３と統合することができる。例えば、干渉変調器
ディスプレイの製造において、光学分離層９５と光学損失層９３とを有する統合された構
造９８は、基板９２の反対側上にディスプレイ素子９１のように堆積することができる。
基板９２が、ディスプレイ素子９１および／またはこのような実施形態による製造の際の
他のある特定の層をサポートするための手段として役割を果たすことができる、というこ
とが評価されよう。いくつかの実施形態では、統合された構造９８が光ガイド９４上に貼
り付けられる、次に統合された構造９８と光ガイド９４を含むスタックが基板９２上に、
または基板９２とディスプレイ素子９１とを有するディスプレイ装置上に貼り付けられる
。いくつかの実施形態では、統合された構造９８は二重の光学機能：光学分離および光学
損失を持つ。特定のこのような実施形態では、統合された構造９８は、光ガイド９４をデ
ィスプレイ素子９１とは反対にある基板９２の側に付ける多機能な感圧性接着剤を有する
。
【００５７】
　光学分離層９５の形成の後、ディスプレイ素子（例えば上記のような干渉変調器）を形
成するのに使用される通常の堆積およびパターニング段階を、基板９２の他の側で、ディ
スプレイ素子９１を製造するために実行することができ、そして、製造の際にディスプレ
イ素子９１、および／または、他のある特定の層の構造的なサポートのために使うことが
できる。ディスプレイ素子９１の製造の完成の際に、光ガイド９４を、光学分離層９５上
の基板９２の反対側に（例えばラミネート、エンボス（浮き彫り）、貼り付けなどで）付
着することができる。例えば、偏向薄膜を含む光ガイド９４を基板９２上にラミネートす
ることができる。他の例では、光ガイド９４を、まず、基板９２にベース薄膜（層または
多層スタック）をラミネートし、その次にプリズム薄膜をベース薄膜にラミネートするこ
とによって付着することができる。さらに他の例では、光ガイド９４を、まず、ベース薄
膜（層または多層スタック）上にプリズム薄膜をラミネートし、その次に基板９２上に、
上部にプリズム薄膜を有するベース薄膜をラミネートすることによって付着することがで
きる。他の実施形態では、異なる順序の段階を使うことができる。例えば、いくつかの実
施形態では、ディスプレイ素子９１（例えば干渉変調器）を、光学損失層９３と光学分離
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層９５の一方または双方に先立って形成することができる。他のバリエーションもまた可
能である。
【００５８】
　図９Ｂは、ディスプレイ素子９１（例えば干渉変調器）のアレイ、基板９２を有する照
明装置（例えばガラス、プラスチックなどで構成される）、光学損失層９３、および光ガ
イド９４を有するディスプレイ装置９６の一部を示す。このような実施形態では、光学伝
播領域９７は、光ガイド薄膜または薄膜スタック９４と基板９２とを有する。ある特定の
実施形態では、基板９２は、ディスプレイ素子９１および／またはディスプレイ素子９１
の製造の際の他のある特定の層をサポートするための手段を提供する。光学損失層９３は
、ディスプレイ素子９１のアレイに隣接し、それにより、光学分離層９５は基板９２と光
学損失層９３との間にある。そのようなものとして、図９Ｂで示された実施形態はまた、
光学損失層９３から分離され、そして続いてディスプレイ素子９１からも分離された光学
伝播領域９７を有する。
【００５９】
　ある特定の実施形態では、照明装置は、基板９２（例えばガラス、プラスチックなどで
構成される）、光学損失層９３、および光ガイド９４を有する。このような装置は、光学
分離層９５が除去されれば、従って基板９２が光学損失層９３に隣接するならば、図９Ｂ
のように見えることになろう。基板９２は、基板９２が光学分離層の役割を果たすように
、光学損失層９３と光ガイド９４との間に配置される。例えば、基板９２は、グレージン
グ入射で光学光ガイド９４を通って伝播する光が光学損失層９３と相互作用しないように
、またそれだけでなく、低い角で光ガイド９４を通って伝播する光が、光学損失層９３、
基板９２を通って伝わることができ、そして、ディスプレイ素子９１のアレイ上に入射し
うるように構成される。このような実施形態では、基板９２は、光ガイド９４の屈折率よ
り低い屈折率を持った材料を有する。例えば、光ガイド９４が約１．５９の屈折率を持つ
実施形態では、基板９２は石英（約１．４５の屈折率を持つ）、アルミノケイ酸塩（アル
ミノシリケート）ディスプレイガラス（約１．５２の屈折率を持つ）などを有することが
できる。図１０Ｃに関して以下で論じるように、光ガイド９４と、この実施形態の基板９
２である光学分離層との間の屈折率差が増加するのに従って、内部全反射となりうる入射
角の範囲は増加する。このような実施形態では、上述の別個の光学分離層９５を排除する
ことができ、基板を光学分離層として使用することができ、好都合に経費を減らす。しか
しながら、別個の光学分離層９５を含んだ実施形態は、材料の選択においてさらに多くの
柔軟性を提供することができる。
【００６０】
　上述のように、ディスプレイ装置９６内に光学分離層９５を統合することは、基板９２
上へのディスプレイ素子９１の製造の前、その最中、および／またはその後に、形成する
ことを可能にする。ある特定の実施形態では、光学分離層９５は、基板９２上の全スタッ
クをディスプレイ装置９６を製造する１つの段階で貼り付けることができるように、光ガ
イド９４上に形成される。干渉変調器ディスプレイ装置を製造するある特定の実施形態で
は、光学分離層９５は、光ガイド９４が基板９２上に貼り付けられる前に基板９２上に堆
積される。基板９２が、ディスプレイ素子９１および／またはこのような実施形態による
製造の際の他のある特定の層をサポートするための手段の役割を果たすことができる、と
いうことが評価されよう。光学分離層９５が多層の材料（例えば複数の薄膜）を有する実
施形態では、それぞれの層を連続的に堆積することができる。光学分離層９５の形成後に
、光学損失層９３を、例えば上述のような堆積またはラミネーション技法を使って光学分
離層９５上に配置することができる。光学損失層９３の形成後に、ディスプレイ素子（例
えば上述のような干渉変調器）を形成するために使われる通常の堆積およびパターニング
段階を、光学損失層９３上にディスプレイ素子９１を製造するために実行することができ
る。光ガイド９４は、ディスプレイ素子９１の製造の前、その後、またはその最中、のい
ずれかに、基板９２の反対側に（例えばラミネート、エンボス（浮き彫り）、貼り付けな
どで）付着することができる。例えば、偏向薄膜を含む光ガイド９４は基板９２上にラミ
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ネートすることができる。他の例では、光ガイド９４を、まず、基板９２にベース薄膜（
層または多層スタック）をラミネートし、その次にプリズム薄膜をベース薄膜にラミネー
トすることによって付着することができる。さらに他の例では、光ガイド９４を、まず、
ベース薄膜（層または多層スタック）上にプリズム薄膜をラミネートし、その次に基板９
２上に、上部にプリズム薄膜を有するベース薄膜をラミネートすることによって付着する
ことができる。他のバリエーションも可能である。光ガイド９４の（例えば付着による）
形成の後に、光ガイド９４と基板９２は光学伝播領域９７を形成する。他のアプローチも
可能である。ある特定の実施形態では、例えば、光学損失層および／または光学分離層は
、ディスプレイ素子（例えば干渉変調器）を形成した後に形成される。
【００６１】
　図９Ａの構造９８に対して上述したように、光学分離層９５は、例えば図９Ａと９Ｂの
構造９８、および図１１に対して以下で記載される構造１１８において、光学損失層９３
と統合することができる。例えば、干渉変調器ディスプレイの製造において、光学損失層
９８と統合された光学分離層は、基板９２のディスプレイ素子９１と同じ側に堆積するこ
とができる。基板９２が、ディスプレイ素子９１および／またはこのような実施形態によ
る製造の際の他のある特定の層をサポートするための手段として役割を果たすことができ
る、ということが評価されよう。
【００６２】
　図１０Ａは、光学伝播領域１０６と光学損失層１０２との間に光学分離層１０４を有す
る、照明装置１００の例示的実施形態の一部を示す。光学損失層１０２は、ディフューザ
、カラーフィルタ、吸収体、偏光子、または他のタイプの層を有することができる。光学
分離層１０４は、ある材料を有する。いくつかの実施形態では、その材料は固体である。
いくつかの実施形態では、その材料は液体（例えば粘性液体）である。いくつかの実施形
態では、その材料はゲル状である。いくつかの実施形態では、光学分離層１０４は基板を
有する。光学伝播領域１０６は、例えば光ガイド（例えば図９Ａで示されたような）、光
ガイドおよび基板（例えば図９Ｂで示されたような）、上部にラミネートされた偏向薄膜
を持った光ガイド、粘着性の層などを有することができる。光学伝播領域１０６が光ガイ
ド薄膜を有する場合、光ガイド薄膜はポリカーボネート、ガラス（例えばアルミノケイ酸
塩（アルミノシリケート）、ホウケイ酸塩（ボロンシリケートなど））、などのような材
料を有することができる。ポリカーボネートは、可視スペクトルの波長において約１．５
９の屈折率を持ち、ガラスは通常、可視波長において約１．５２の屈折率を持つ。（例え
ば内部全反射を可能にすることによって）光学伝播領域１０６内へのグレージング入射で
の光線の反射を増やすために、光学分離層１０４は、光学伝播領域１０６の屈折率より低
い屈折率を持つ。光学伝播領域１０６と光学分離層１０４との間の屈折率の差は、グレー
ジング入射での光線が、光学伝播領域１０６と光学分離層１０４との間の下の界面１０５
から内部全反射されるようにする。従って、光学伝播領域１０６がポリカーボネートを有
する場合、光学分離層１０４は約１．５９より低い屈折率を持つことができ、光学伝播領
域１０６がガラスを有する場合、光学分離層１０４は約１．５２より低い屈折率を持つこ
とができる。光学分離層１０４は、例えば１．４から１．４５の間の屈折率を持つシリコ
ーン（ｓｉｌｉｃｏｎｅ）　（例えば光学的に透明なシリコンベースの接着剤）、１．４
から１．４５の間の屈折率を持つナノポーラスガラス状材料（例えばナノポーラスシリカ
、スピンオンガラスなど）、ガラスおよびプラスチックに対する良好な接着性と約１．３
から１．４の間の屈折率を持つフルオロポリマー（例えばデュポンＮＣ－２１１（登録商
標）のようなアモルファス透明フルオロポリマー）、およびその他のもの（例えば約１．
２を下回る屈折率を持つエアロゲル、約１．４７の屈折率を持つアクリレートベースの材
料）を有することができる。アクリレートベースの材料は、低いコストと統合の容易性の
ために好まれるが、光学伝播領域１０６の屈折率より十分低い屈折率を持つ材料（例えば
約０．１かそれ以上の屈折率差を持つ）が、図１０Ｃに関して以下で記載するように、光
学特性のために好まれる。他の材料を使うこともできる。
【００６３】
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　（例えば光学伝播領域１０６の光偏向薄膜によって偏向されることに起因した、または
周囲からの）低い入射角で光学分離層１０４の材料を通って伝播する光は、好ましくは、
その強度または光束（ｆｌｕｘ）の約４％未満を失い、さらに好ましくは、その強度また
は光束（ｆｌｕｘ）の約２％未満を失い、またさらに好ましくは、その強度または光束（
ｆｌｕｘ）の約１％未満を失い、一層好ましくは、その強度または光束（ｆｌｕｘ）の約
０．６％未満を失い、また一層好ましくは、その強度または光束（ｆｌｕｘ）の約０．２
％未満を失い、あるいはまたさらに一層好ましくは、その強度または光束（ｆｌｕｘ）の
約０．１％未満を失う。この損失は、例えば、屈折率の不一致の結果としてのフレネル反
射に起因しうる。光学分離層１０４と光学伝播領域１０６との間の屈折率の差が大きくな
ればなるほど、低い入射角での光の反射量が益々大きくなる、ということが評価されよう
。例えば、アクリレートベースの光学分離層１０４（約１．４７の屈折率を持つ）に結合
されたポリカーボネート光学伝播領域１０６（約１．５９の屈折率を持つ）は、約０．２
％の偏光を平均化した反射を持ち、シリコン光学分離層１０４（約１．４１の屈折率を持
つ）に結合されたポリカーボネート光学伝播領域１０６は、約０．４％の偏光を平均化し
た反射を持ち、フルオロポリマー光学分離層１０４（約１．３７の屈折率を持つ）に結合
されたポリカーボネート光学伝播領域１０６は、約０．６％の偏光を平均化した反射を持
ち、プラスチック光学分離層１０４（約１．３の屈折率を持つ）に結合されたポリカーボ
ネート光学伝播領域１０６は、約１％の偏光を平均化した反射を持つが、エアロゲル光学
分離層１０４（約１．２の屈折率を持つ）に結合されたポリカーボネート光学伝播領域１
０６は、約２％の偏光を平均化した反射を持つ。エアロゲル光学分離層１０４を使う場合
の、ディスプレイ素子内への光束の量を増やすために、光学分離層１０６を有する材料を
変更することができる。例えば、ポリメチルメタクリレート（ＰＭＭＡ）は約１．４７の
屈折率を持ち、それがエアロゲル光学分離層１０４に結合されて、約１％の偏光を平均化
した反射を持つ。さらに、フルオロポリマー光学分離層１０４に結合されたＰＭＭＡ光学
伝播領域１０６は、約０．１％の偏光を平均化した反射を持つ。それとは対照的に、光学
伝播領域８４と光学損失層８３との間に空気ギャップ８５を有する照明装置（例えば図８
Ｂで示されたような）では、（例えば光学伝播領域８４の光偏向薄膜によって偏向される
ことに起因した、または周囲からの）低い入射角で空気ギャップ８５を通って伝播する光
は、ポリカーボネート光ガイド８４（約１．５９の屈折率を持つ）と空気ギャップ８５（
約１．０の屈折率を持つ）との間の界面に交差する度に、その強度または光束（ｆｌｕｘ
）の約５．２％未満を失う。
【００６４】
　図１０Ｂは、光学伝播領域１０６を通って伝播する伝播の角度θｉ（例えば入射角）を
示す。入射角θｉは、光学伝播領域１０６と光学分離層１０４との間の界面１０５の法線
からの角度である。グレージング入射の角度での光は、通常、前記界面の垂線から約４０
°より大きい。
【００６５】
　いくつかの実施形態では、光学分離層１０４の材料は、異なった角度と光偏光の異なっ
た屈折率を持つ材料間での反射を記載したフレネル方程式でのモデル化により、少なくと
も一部が選択される。図１０Ｃは、図１０Ａの照明装置１００のある特定の実施形態によ
る種々の物質の、光ガイドのより小さい屈折率差を持った界面（すなわち、光ガイド１０
６が偏向特徴を有する界面において空気に隣接するような実施形態における界面１０５）
に対して計算されたＳ偏光とＰ偏光の平均反射率を示す図である。実線の曲線１０７は、
約１．５９の屈折率を持つポリカーボネートと、約１．３７の屈折率を持つフルオロポリ
マーを有する光学分離層１０４とを有する光学伝播領域１０６の平均反射率を示す。屈折
率の差は約０．２２（１．５９－１．３７）である。約５８°より大きな入射角に対する
反射率は１００％であり、約５０°より小さな入射角に対する反射率はほぼ零である。点
線の曲線１０８は、約１．５９の屈折率を持つポリカーボネートを有する光学伝播領域１
０６と約１．４１の屈折率を持つシリコンを有する光学分離層１０４の平均反射率を示す
。屈折率の差は約０．１８（１．５９－１．４１）である。約６２°より大きな入射角に
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対する反射率は１００％であり、約５５°より小さな入射角に対する反射率はほぼ零であ
る。破線の曲線１０９は、約１．５９の屈折率を持つポリカーボネートを有する光学伝播
領域１０６と約１．４７の屈折率を持つアクリレートベースの材料を有する光学分離層１
０４の平均反射率を示す。屈折率の差は約０．１２（１．５９－１．４７）である。約６
７°より大きな入射角に対する反射率は１００％であり、約６０°より小さな入射角に対
する反射率はほぼ零である。通常のフルオロポリマーは、ガラスとプラスチックに対する
低い接着性に起因して、ある特定のディスプレイ装置に統合することが容易ではない可能
性がある、ということが評価されよう。しかしながら、ガラスとプラスチックに対する良
好な接着性を持つ、ある特定のフルオロポリマー（例えばデュポンＮＣ－２１１（登録商
標））が開発されてきた。図１０Ｃに示されるように、光学伝播領域１０６と光学分離層
１０４との間の屈折率の差が増加するのにつれて、内部全反射しうる入射角の範囲（すな
わち、１００％の平均反射率における曲線１０７、１０８、１０９の直線部分の長さ）は
増加する。より大きな屈折率の差を持つとここで想定される光ガイドの他の界面が、図１
０Ｃに示したＴＩＲ角（例えば約６０°かそれ以上）よりも十分に小さな入射角（例えば
ポリカーボネート－空気も対して３９°）で内部全反射が始まるような入射角の関数とし
て類似の反射挙動を呈する、ということが理解されるべきである。本発明のある特定の実
施形態は、光ガイド１０６の上下の界面においてＴＩＲを経験する角度の範囲を増加（例
えば最大化）する一方で、上下の界面の垂線に近い角度での反射の合計を最小化する。
【００６６】
　それぞれの曲線１０７、１０８、１０９は、約４０°で約０％に漸近的に近づく平均反
射率を示すが、上述のように、その反射がフレネル反射によって影響を与えられうる、と
いうことが評価されよう。従って、約０°の入射角（すなわち、界面１０５への垂直入射
）での実線の曲線１０７の平均反射率は、約０．６％であり、約０°の入射角での点線の
曲線１０８の平均反射率は、約０．４％であり、約０°の入射角での破線の曲線１０９の
平均反射率は、約０．２％である。それとは対照的に、約１．５９の屈折率を持つポリカ
ーボネートと、約０°の入射角で約１．０の屈折率を持つ空気ギャップ８５とを有する光
学伝播領域８４の平均反射率を示す曲線の約０°の入射角での平均反射率は、約５．２％
である。従って、このような照明装置におけるこのような角での強度または光束（ｆｌｕ
ｘ）の損失は、増加した厚さと上述の製造コストに関連する問題に加えて、例えば、空気
より高い屈折率を持ち、光学伝播領域の屈折率により近く適合する材料を備えた光学分離
層を有する照明装置と比較して不都合なほどに大きい。
【００６７】
　図１１は、設計された内部ディフューザ（ｖｏｌｕｍｅ　ｄｉｆｆｕｓｅｒ：ボリュー
ムディフューザ）１１８を有する光学分離層によって光学損失層から分離された光学伝播
領域１１６を有する他の照明装置１１０の例示的実施形態の一部の断面図である。光学伝
播領域１１６は、例えば光ガイド（例えば図９Ａで示されたような）、光ガイドおよび基
板（例えば図９Ｂで示されたような）、上部にラミネートされた偏向薄膜を持った光ガイ
ド、粘着性の層などを有することができる。内部ディフューザ１１８は、光ガイド１１６
内のグレージング入射での光（例えば図１１における光線１）が内部全反射され、実質的
にディフューザ１１８と相互作用せず、一方で、光ガイド１１６内の低い入射角における
光（例えば図１１における光線２）が、ディフューザ１１８と相互作用し、その後に散乱
されるように設計される。従って、設計された内部ディフューザ１１８は、多数の光学機
能：光ガイド１１６のための光学分離層としての役割を果たす光ガイド１１６の下の界面
１１５においてより低い入射光に対する反射を減らすという機能、および、光ガイド１１
６の光偏向ミクロ構造によって偏向された、またはディスプレイ１１０上の周囲から生じ
た光を拡散するという機能、を提供することができる。設計された内部ディフューザ１１
８は、ベース材料（または「マトリクス」）１１４および内部に配置されたフィラー１１
２（または「ミクロ構造」）を有する。
【００６８】
　ある特定の実施形態では、フィラーは、粒子または微粒子またはボイド（空洞）からな
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る。これらの微粒子またはボイドは光を散乱する大きさおよび／または幾何学構造を持つ
。いくつかの実施形態では、これらの微粒子は吸収性である。種々の実施形態では、例え
ば、微粒子は可視スペクトルのすべてを吸収し、そして光を拡散することができる。（他
の実施形態では、微粒子は可視スペクトルの一部を吸収し、そして色をフィルタして除く
ことができる。ある特定の実施形態では、微粒子は細長く、そして光を偏光するのと同様
に指向させることができる。
【００６９】
　いくつかの実施形態では、フィラーまたはミクロ構造１１２は、設計された内部ディフ
ューザ１１８の約１０体積％、約５体積％、またはそれ未満を占める。ある特定の実施形
態では、ベースまたはマトリクス材料１１４は、光学伝播領域１１６の屈折率より低い屈
折率を持つ。従って、光学伝播領域１１６と設計された内部ディフューザ１１８との間の
下の界面１１５は、グレージング角（例えば光学伝播領域１１６とディフューザの１１８
のマトリクス材料１１４との間の界面１１５に対する臨界角より大きな角度）でその上に
入射する光を内部全反射する。一方で、界面１１５は、より高い角度（例えば界面１１５
の垂線に近い角度）でその上に入射する光に対して本質的に透明である。ある特定の実施
形態では、ミクロ構造１１２は、ベース材料１１４の屈折率よりもより高い、および／ま
たは、低い屈折率を持つ。
【００７０】
　少なくとも１つのミクロ構造１１２ａが界面１１５から隔てられないいくつかの実施形
態では、特徴１１２ａは、光学伝播領域１１６の屈折率より低い屈折率を持つ。従って、
光学伝播領域１１６と少なくとも１つのミクロ構造１１２ａとの間の下の界面１１５は、
グレージング角（例えば臨界角より大きな角度）でその上に入射する光を内部全反射する
。一方で、界面１１５は、より高い角度（例えば界面１１５の垂線に近い角度）でその上
に入射する光に対して本質的に透明である。ある特定の実施形態では、少なくとも１つの
ミクロ構造１１２ａは界面１１５から隔てられず、またミクロ構造１１２ａは光学伝播領
域１１６の屈折率よりもより低い屈折率を持たない。従って、グレージング角（例えば臨
界角より大きな角度）で下の界面にミクロ構造１１２上へと入射する光は影響されうる。
しかしながら、界面１１５におけるミクロ構造１１２ａのその領域が界面１１５の全体の
領域に対して低くなるような、特徴１１２の密度が低いものである実施形態では、このよ
うな損失は取るに足らないものとすることができる（例えば無視できる）。
【００７１】
　少なくとも１つのミクロ構造１１２ｂが界面１１５から隔てられるいくつかの実施形態
では、内部ディフューザ１１８は、特徴１１２ｂと界面１１５との間に効果的な界面層１
１７（例えばマトリクス１１４の材料を有する）を有する。効果的な界面層１１７が厚く
なればなるほど、ミクロ構造１１２ｂとの相互作用の機会が減少する。従って、グレージ
ング角（例えば臨界角より大きい角）で界面１１５上に入射する光は、長続きしない電磁
界が特定のグレージング角に対して無視できるレベルに減衰するように層１１７の厚さが
十分に厚い場合、ミクロ構造１１２ｂと実質的に相互作用しない。いくつかの実施形態で
は、層１１７の厚さは約０．５μｍより薄い。他の実施形態では、層１１７の厚さは約１
μｍより薄い。他の厚さも可能であり、選択された厚さは、いくつかの実施形態では、光
学伝播領域１１６の屈折率とマトリクス１１４の屈折率とに依存しうる。
【００７２】
　いくつかの実施形態では、照明装置１１０は、光拡散コーティングで覆われた補足的な
プラスチック薄膜を含む光学伝播領域１１６を有し、および／または、干渉変調器基板ガ
ラスの上に製造される。例えば、光学伝播領域１１６が光ガイド（例えば図９Ａで示され
た光学伝播領域９７）を有し、光学分離層と光学損失層が設計された内部ディフューザ（
例えば図９Ａで示された構造９８または図１１で示された構造１１８）内に統合化された
実施形態では、ディフューザは、光拡散性の感圧性接着剤（ＰＳＡ）を有することができ
る。他の例では、光学伝播領域１１６が光ガイドと基板（例えば図９Ｂで示された光学伝
播領域９７）とを有し、光学分離層と光学損失層が設計された内部ディフューザ（例えば
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図９Ｂで示された構造９８または図１１で示された構造１１８）内に統合化された実施形
態において、ディフューザは、ディスプレイ素子と同じ基板の側に、粒子充填されたガラ
ス状材料（「ガラス内ディフューザ」）を有することができる。ガラス状の材料は、有機
シリコンスピンオンガラスの熱処理によって得られるガラス、ゾル－ゲルタイプの材料の
熱処理によって得られたガラス、バインダー中に分散した粉末のガラス、およびその他の
もの、を含む。光学伝播領域１１６が光ガイド（例えば図９Ａで示された光学伝播領域９
７）を有し、光学分離層と光学損失層が設計された内部ディフューザ（例えば図９Ａで示
された構造９８または図１１で示された構造１１８）内に統合化された実施形態では、デ
ィフューザはまた、ディスプレイ素子として基板の反対側にガラス内ディフューザを有す
ることができる、ということが評価されよう。いくつかの実施形態では、照明装置１１０
は、干渉変調器基板ガラス、および／または、低屈折率のＰＳＡのような接着剤の光拡散
構造でコーティングした補足のプラスチック薄膜を含む光学伝播領域１１６を有する。こ
のような実施形態は、ベース材料１１４対光学伝播領域１１６に対して図１０Ｃに関して
上述したものと同様の反射率のプロットを持ちうる。
【００７３】
　ミクロ構造１１２は何らかの大きさまたは形状でありうる。そして、所望の光学損失の
ある特定の特性のために選択されうる。一例として、ミクロ構造１１２は、光学損失層が
光学ディフューザを有する実施形態のための光散乱特徴を有することができる。他の例と
して、ミクロ構造１１２は、光学損失層がカラーフィルタを有する実施形態のために、あ
る特定の波長において光を吸収するよう構成することができる。さらに他の例として、ミ
クロ構造１１２は、光学損失層がディフューザまたは偏光子を有する実施形態のために、
すべての光可視波長および特定の偏光を吸収するよう構成することができる。このような
実施形態では、ミクロ構造１１２は、細長く（すなわち幅より大きな長さを持つ）、また
、光学損失層が偏光子を有する実施形態のために、好ましい広範囲の方向に沿って方向づ
けられうる。
【００７４】
　図１１はまた、光学伝播領域１１６と層１１８とを有する照明装置１１０を示す。光学
伝播領域１１６は、光ガイド（例えば図９Ａで示されたような）、光ガイドおよび基板（
例えば図９Ｂで示されたような）、上部にラミネートされた偏向薄膜を持った光ガイド、
粘着性の層などを有することができる。偏向特徴は、界面１１５の方に向けて光学伝播領
域１１６の外に光を向け直すよう構成される。層１１８は、マトリクス材料１１４と、光
学伝播領域１１６を有する層の最小の屈折率より低い屈折率を持った、マトリクス１１４
に配置されたミクロ構造１１２とを含む。従って、層１１８は、光学伝播領域１１６内で
内部全反射される光の量を増やすよう構成される。層１１８は、例えばミクロ構造が光を
散乱するよう構成されるようなディフューザを有することができる。層１１８は、例えば
ミクロ構造が選択された波長において光を吸収するよう構成されたカラーフィルタを有す
ることができる。層１１８は、例えばミクロ構造が細長く、および／または、すべての光
可視波長を吸収するよう構成された偏光子を有することができる。ミクロ構造は、光学伝
播領域の屈折率より低い屈折率を持ちうる。マトリクスは、光学伝播領域の屈折率より低
い屈折率を持ちうる。
【００７５】
　ある特定の代替の実施形態では、照明装置１１０の光学分離層１１８は、制御下または
非制御下のいずれかの方法で光の方向を変える内部ホログラム（ｖｏｌｕｍｅ　ｈｏｌｏ
ｇｒａｍ：ボリュームホログラム）を有する。このようなホログラムは、例えばホログラ
フディフューザを有することができる。この内部ホログラムは、光学伝播領域１１６の屈
折率より低い屈折率を持つマトリクス材料を有することができる。従って、傾斜した入射
角、またはグレージング入射角（臨界角より大きい）で光学伝播領域１１６とホログラム
との間の界面上に入射した光は、内部全反射で反射することができる。上述のように、グ
レージング入射で光伝播領域１１６を通って伝播する光線は、設計された内部ディフュー
ザ１１８より高い屈折率を持つ光学伝播領域１１６内での反射によって包含される。一方
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で、周囲から起こった、または低い入射角で照明薄膜によって偏向された光は、例えば無
視できるほどに、またはほんのわずかだけ反射される。
【００７６】
　図１２は、光学伝播領域１２６と表面構成された光学素子を有する光学損失層１２２と
の間に光学分離層１２４を有する照明装置１２０のまたさらに他の例示的実施形態の一部
を示す。光学伝播領域１２６は、例えば光ガイド（例えば図９Ａで示されたような）、光
ガイドおよび基板（例えば図９Ｂで示されたような）、上部にラミネートされた偏向薄膜
を持った光ガイド、粘着性の層などを有することができる。光学分離層１２４は、光学伝
播領域１２６を有する素子の最小の屈折率より低い屈折率を持った材料を有し、それによ
って、例えば内部全反射により光学損失層１２２から光学伝播領域１２６を光学的に分離
する。従って、光学伝播領域１２６と光学損失層１２２との間の下の界面１２５は、グレ
ージング角（例えば臨界角より大きい角）でその上に入射する光を内部全反射する。一方
で、界面１２５は、光が光学素子１２２と相互作用しうるように、より低い角度（例えば
界面１２５の垂線に近い角度）でその上に入射する光に対して本質的に透明である。図１
０Ｃの反射プロットはまた、図１２で示された照明装置のある特定の実施形態にも同様に
適用することができる。
【００７７】
　光学損失層１２２は、光を拡散するよう構成された空間的に周期的な、ランダムな、ま
たは空間的周期的でない特徴を実質的に持った、設計された表面構造１２３を含むディフ
ューザ１２２を有する。このような表面構造は、例えばホログラフディフューザを有する
ことができる。ディフューザ１２２の表面構造１２３は、ディフューザ１２２が低い屈折
率を持つ光学分離層１２４に隣接する時に、ディフューザ１２２の拡散特性が、空気に隣
接する時のディフューザ１２２の拡散特性と類似するように、調整することができる。あ
る特定の実施形態では、光学分離層１２４は、光学損失層１２２の設計された表面構造１
２３と残りの照明装置１２０との間の界面１２５を平坦化する。このような平らな界面１
２５は、光学伝播領域１２６への光学損失層１２２のさらに良好な、および／または、よ
り容易な付着方式（例えばラミネーション）を可能にしうる。例えば、光学伝播領域１２
６への光学損失層１２２の付着は、その他、空気ギャップを含む。光学損失層１２２はま
た、ランダム化されたホログラフミクロ構造薄膜（例えばカリフォルニアのフィジカル・
オプティクス・コーポレーション・オブ・トーランス（Ｐｈｙｓｉｃａｌ　Ｏｐｔｉｃｓ
　Ｃｏｒｐｏｒａｔｉｏｎ　ｏｆ　Ｔｏｒｒａｎｃｅ）などから入手可能な指向性ディフ
ューザ）、ホログラフ格子などをも有しうる。光学分離層１２４は、例えば、表面レリー
フ１２３を効果的に平坦化するために、構造化された光学損失層１２２の表面を、ロール
からロールへの（ロール・トゥ・ロール）プロセスで湿式コーティングすることによって
、光学損失層１２２に結合できる。
【００７８】
　図１３Ａは、低い屈折率材料を有する光学分離層１３４によって光学損失層１３２から
分離された光学伝播領域１３６を有する照明装置１３０のさらに他の例示的実施形態を示
す。光学伝播領域１３６は、例えば光ガイド（例えば図９Ａで示されたような）、光ガイ
ドおよび基板（例えば図９Ｂで示されたような）、上部にラミネートされた偏向薄膜を持
った光ガイド、粘着性の層などを有することができる。光学分離層１２４は、多層の干渉
スタック１３４内に複数の材料層を有し、グレージング入射で光学伝播領域１３６を通っ
て伝播する光に対する高い反射率を持ち、低い入射角での光（例えば照明薄膜によって偏
向された、または周囲から起こった光）に対する低い反射を持つよう構成される。ある特
定の実施形態では、複数の材料層は、所望の反射特性を得るために薄膜の干渉特性を利用
する干渉層を含む。例えば、その層は、種々の材料（例えば誘電材料）のサブ波長（波長
以下）（例えば、λ／４）の薄膜を含むことができる。いくつかの実施形態では、光学分
離層１３４は、様々な屈折率を持った薄膜を含む。一つのそのような実施形態では、光学
伝播領域１３６の屈折率より高い屈折率と光学伝播領域１３６の屈折率より低い屈折率と
で交替する薄膜が提供される。例えば、光学分離層１３４は、２つの薄膜を含むことがで
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きる。その一つは、光学伝播領域１３６の屈折率より高い屈折率を持ち、一つは、光学伝
播領域１３６の屈折率より低い屈折率を持つ。
【００７９】
　ここで記載した他の光学分離層に類似する、多層の干渉スタック１３４を、光学伝播領
域１３６（例えば光ガイド薄膜または薄膜スタック、光ガイド薄膜または薄膜スタックと
基板など）をいくつかの様々な光学損失層１３２（例えば、ディフューザ、偏光子、カラ
ーフィルタ、吸収体など）から分離するために使うことができる。従って、光学伝播領域
１３６と光学損失層１３２との間の下の界面１３７は、グレージング角（例えば臨界角よ
り大きな角度）でその上に入射する光を内部全反射する。一方で、界面１３７は、より高
い角度（例えば界面１３７の垂線に近い角度）でその上に入射する光に対して本質的に透
明である。光学分離層１３４は、光学伝播領域１３６上に物理的に（例えば被覆または堆
積で）提供することができる。また、光学伝播領域１３６の一部になるベース薄膜（また
は層または多層スタック）上に提供することができる。あるいは、光学損失層１３２上に
被覆または堆積されうる。他の製造方法も可能である。
【００８０】
　図１３Ｂは、約２．３２の屈折率を持つ二酸化チタン（ＴｉＯ２）の層１３１、約１．
３８の屈折率を持つフッ化マグネシウム（ＭｇＦ２）の層１３３、および約２．３２の屈
折率を持つ二酸化チタンの第２の層１３５、を有する多層の干渉スタック１３４の例示的
実施形態を示す。他の材料もまた可能である。層１３１、１３３、１３５の少なくとも１
つは、光学伝播領域１３６の屈折率より低い屈折率を持つ材料、例えば光学伝播領域１３
６が約１．５２の屈折率を持ったガラスを有するような実施形態の場合におけるフッ化マ
グネシウム、を有する。
【００８１】
　図１３Ｃは、様々な入射角での、一例による多層の干渉スタック１３４の明所視反射率
をグラフで示す。実線１３８は、約１．５９の屈折率を持つポリカーボネートを有する光
学伝播領域１３６と、６．７ｎｍの二酸化チタン、２２１．８ｎｍのフッ化マグネシウム
、および１１７．５ｎｍの二酸化チタン１３１を有する多層干渉スタック１３４、の明所
視反射率を示す。約７０°より大きな入射角に対する反射率は約１００％であり、約４０
°より小さな入射角に対する反射率は（例えば上述のフレネル反射に起因して）ほとんど
零である。種々の構成（材料、厚さ、層の数、層の配向、均一性など）が反射曲線に影響
を与える可能性があり、従ってどれかが光学的分離を改善するために最適化しうる、とい
うことが評価されよう。
【００８２】
　多種多様な異なった実施形態も可能である。薄膜、層、構成部材、および／または、素
子が加えられ、取り除かれ、または再配置することができる。さらに、処理ステップが加
えられ、取り除かれ、または再度順序付けすることができる。また、「薄膜」および「層
」という用語をここで使ってきたが、ここで使われたこのような用語は、薄膜スタックと
多層を含むことができる。このような薄膜スタックおよび多層は、接着剤を使って他の構
造に貼り付けることができ、あるいは、堆積（蒸着）または他の方法を使って、他の構造
上に形成することができる。
【００８３】
　さらに、ある特定の望ましい実施形態と例による状況で本発明を開示してきたが、特に
開示された実施形態を超えて、本発明の他の代替の実施形態および／または使用、並びに
明白な変更とその同等物にまで、本発明は拡張するものである、ということが当業者によ
って理解されよう。加えて、本発明のいくつかのバリエーションを示し、詳細に記載して
きた一方で、それは本発明の範囲の中にあり、この開示に基づいて当技術分野の当業者に
は容易に明らかなことであろう。実施形態の特定の特徴および局面の種々の組み合わせま
たは下位の組み合わせがなされうること、そして依然本発明の範囲に収まる、ということ
も考えられる。開示された実施形態の種々の特徴および局面が、本発明の様々な様式を形
成するために、お互いに組み合わせたり、または代用したりできる、ということが理解さ
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れるべきである。従って、ここに開示された本発明の範囲が、上述の特定の開示された実
施形態によって限定されるべきでなく、しかし以下の特許請求の範囲を公正に読むことに
よってのみ決定されるべきである、ということが意図される。
【符号の説明】
【００８４】
　　１２ａ　ピクセル（干渉変調器）
　　１２ｂ　ピクセル（干渉変調器）
　　１４　可動反射層（金属材料）
　　１４ａ　可動反射層
　　１４ｂ　可動反射層
　　１６ａ　光学スタック
　　１６ｂ　光学スタック
　　１８　ポスト（支持体）
　　１９　キャビティ（間隙）
　　２０　基板（透明基板）
　　２１　システムプロセッサ
　　２２　アレイドライバ
　　２４　行ドライバ回路
　　２６　列ドライバ回路
　　２７　ネットワークインターフェイス
　　２８　フレームバッファ
　　２９　ドライバコントローラ
　　３０　ディスプレイアレイ（ディスプレイ）
　　３２　テザー
　　３４　変形可能層
　　４０　ディスプレイ装置
　　４１　ハウジング
　　４２　支持ポストプラグ
　　４３　アンテナ
　　４４　バス構造
　　４５　スピーカ
　　４６　マイク
　　４７　トランシーバ
　　４８　入力装置
　　５０　電力供給装置
　　５２　調整ハードウェア
　　８０　ディスプレイ装置
　　８１　ディスプレイ素子
　　８２　基板
　　８３　光学損失層
　　８４　光学伝播領域
　　８５　空気ギャップ
　　８６　ディスプレイ装置
　　９０　ディスプレイ装置
　　９１　ディスプレイ素子
　　９２　基板
　　９３　光学損失層
　　９４　光ガイド
　　９５　光学分離層
　　９６　ディスプレイ装置
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　　９７　光学伝播領域
　　９８　光学損失層
　　１００　照明装置
　　１０２　光学損失層
　　１０４　光学分離層
　　１０５　界面
　　１０６　光学伝播領域
　　１１０　照明装置
　　１１２　フィラー（ミクロ構造）
　　１１２ａ　ミクロ構造
　　１１２ｂ　ミクロ構造
　　１１４　マトリクス材料
　　１１５　界面
　　１１６　光学伝播領域
　　１１７　界面層
　　１１８　内部ディフューザ
　　１２０　照明装置
　　１２２　光学損失層（ディフューザ）
　　１２３　表面レリーフ
　　１２４　光学分離層
　　１２５　界面
　　１２６　光学伝播領域
　　１３０　照明装置
　　１３１　層
　　１３２　光学損失層
　　１３４　光学分離層
　　１３６　光学伝播領域
　　１３７　界面
　　１３８　実線
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