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(57)【要約】　　　（修正有）
【課題】ガラスまたは光導体を加えると、変調器に厚さ
が加わり、これにより視差の問題を引き起こし、像の視
覚的な品位を落とす。また、製造プロセスは、いくつか
の部分を加えることでいっそう複雑になるという問題が
ある。
【解決手段】空間光変調器は、画像データに基づいて光
を変調する要素２０４の配列を含む。変調器は、前記要
素の配列に隣接して配置された第１及び第２の表面を有
するディスプレイパネルを有し、前記第２の表面が前記
要素の配列に直接隣接し見る人２１４が光の変調により
生成された画像を見ることを可能にする。また変調器は
、光を前記ディスプレイパネルに供給する光源２１６と
、前記要素の配列に前記光源からの光を反射するための
前記ディスプレイパネルの前記第１の表面上の照明ドッ
ト２０８とを含むことができる。
【選択図】図２
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　画像データに基づいて光を変調するよう構成された表示要素の配列と、
　前記表示要素の配列に隣接して配置された第１及び第２の表面を有するディスプレイパ
ネルであり、前記第２の表面は前記表示要素の配列に直接隣接し見る人が光の変調により
生成された画像を見ることを可能にするよう構成されたディスプレイパネルと、
前記表示要素の配列に光を反射するよう構成された前記ディスプレイパネルの前記第１の
表面上の反射要素と、
を備えた空間光変調器。
【請求項２】
前記ディスプレイパネルは透明基板を備え、前記反射要素は前記透明基板上にある請求項
１に記載の空間光変調器。
【請求項３】
前記ディスプレイパネルは透明基板と散光器を備え、前記散光器は前記ディスプレイパネ
ルの前記第１の表面上に配置され、前記反射要素は前記散光器と前記透明基板との境界面
上にある請求項１に記載の空間光変調器。
【請求項４】
前記反射要素は前記散光器上にある請求項３に記載の空間光変調器。
【請求項５】
前記反射要素は前記基板上にある請求項３に記載の空間光変調器。
【請求項６】
前記ディスプレイパネルは、透明基板と反射防止膜を備える請求項１に記載の空間光変調
器。
【請求項７】
さらに光源を備える請求項１に記載の空間光変調器。
【請求項８】
前記光源はバックライトを備える請求項７に記載の空間光変調器。
【請求項９】
前記光源はエッジライトを備える請求項７に記載の空間光変調器。
【請求項１０】
前記光源は光を直接前記ディスプレイパネルに供給するよう配置された光源を備える請求
項７に記載の空間光変調器。
【請求項１１】
空間光変調器装置を製造する方法であり、
第１及び第２の表面を有する透明基板を供給することと、
散光器を前記透明基板の前記第１の表面に付けることと、
前記透明基板上の前記第２の表面上に空間光変調器を製造することと、
前記透明基板と前記散光器の境界面に反射要素を付けることと、
を含む方法。
【請求項１２】
前記空間光変調器を製造する前に前記透明基板上に反射要素を付けることをさらに含む請
求項１１に記載の方法。
【請求項１３】
前記空間光変調器を製造した後に前記空間光変調器を完成することと、
前記空間光変調器を完成した後に前記透明基板の前記第１の表面上に前記散光器を付ける
ことをさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１４】
前記反射要素を付けることは、
前記空間光変調器を完成した後に前記透明基板の前記第１の表面上に反射要素を付けるこ
とをさらに含む請求項１１に記載の方法。
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【請求項１５】
前記散光器を供給することと、
前記散光器に前記反射要素を付けることと、
前記反射要素を有する前記散光器を前記透明基板の前記第１の表面上に付けることと、
をさらに含む請求項１１に記載の方法。
【請求項１６】
前記散光器を付けることは、前記空間光変調器を完成した後に行われる請求項１５に記載
の方法。
【請求項１７】
前記散光器を供給することは、前記空間光変調器を製造すること及び完成することと同時
に行われる請求項１５に記載の方法。
【請求項１８】
前記反射要素を付けることは、スクリーン印刷により前記反射要素を堆積することを含む
請求項１１に記載の方法。
【請求項１９】
前記反射要素を付けることは、リソグラフィにより前記反射要素を付けることを含む請求
項１１に記載の方法。
【請求項２０】
前記反射要素を付けることは、インクジェット印刷により前記反射要素を付けることを含
む請求項１１に記載の方法。
【請求項２１】
前記反射要素を付けることは、前記空間光変調器の製造の間に前記反射要素を付けること
を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項２２】
前記反射要素を付けることは、前記空間光変調器の製造の後に前記反射要素を付けること
を含む請求項１１に記載の方法。
【請求項２３】
前記反射要素を付けることは、規則的なパターン、規則的で変化したパターン、及び規則
的で変化したディザパターンを含むグループから選択されたパターンに前記反射要素を付
ける請求項１１に記載の方法。
【請求項２４】
前記反射要素は、照明ドットを備える請求項１１に記載の方法。
【請求項２５】
請求項１１、１２、１３、１４、１５、１６、１７、１８、１９、２０、２１、２２、２
３、または２４に記載の方法で製造された空間光変調器装置。
【請求項２６】
前記反射要素は照明ドットを備える請求項１に記載の空間光変調器。
【請求項２７】
画像データに基づいて光を変調する手段と、
光の変調により生成された画像を表示する手段であり、前記表示手段は前記変調手段に直
接隣接して位置される手段と、
前記変調手段に光を反射する手段であり、前記反射手段は前記表示手段に隣接して位置さ
れる手段と、
を備えた空間光変調器
【請求項２８】
前記表示手段は光を散乱する手段を備える請求項２７に記載の空間光変調器。
【請求項２９】
前記表示手段は周辺光の反射を抑制する手段を備える請求項２７に記載の空間光変調器。
【請求項３０】
光を前記表示手段に供給する手段をさらに備えた請求項２７に記載の空間光変調器。
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【発明の詳細な説明】
【分野】
【０００１】
【背景】
【０００２】
　撮像用途に用いられる空間光変調器は、多くの異なる形式がある。透過型液晶装置（Ｌ
ＶＤ）変調器は、結晶性物質のねじれ及び／または配向を制御することにより光を変調し
、光を遮るか通す。反射型空間光変調器は、様々な物理的な効果を活用し、撮像表面に反
射した光の量を制御する。そのような反射型変調器の例には、反射型ＬＣＤ、及びデジタ
ルマイクロミラーデバイス(ＤＭＤ（商標）)がある。
【０００３】
　空間光変調器の他の例は、ｉＭＯＤ（商標）のような、干渉により光を変調する干渉変
調器である。ｉＭＯＤは、少なくとも１つの可動または可偏向壁を有するキャビティを用
いる。壁は、一般的に少なくとも一部は金属を含み、キャビティの前面に向かって動くと
、前面で見られる光の色に影響を与える干渉が起こる。ｉＭｏＤは直視型装置であるため
、前面は、一般的に見る人により見られる像が現れる面である。
【０００４】
　一般に、ｉＭｏＤは高反射型の直視型フラットパネルディスプレイである。その高い反
射率のため、ｉＭＯＤはほとんどの照明条件において照明の必要がほとんどない。一般的
な消費者は、周囲の照明がほとんどない状況において電子ディスプレイを読むことができ
ると予想する。いくつかの照明の形式が、ｉＭｏＤと、一般に周囲の照明を使う他の純反
射型空間光変調器に必要とされる。
【０００５】
　ＬＣＤとともに広範囲に用いられる裏面照明技術は、純反射型空間光変調器のために働
かない。純反射型空間光変調器は、変調器要素を照明するような方法において、光を後ろ
から前へ通すことができないものである。純反射型空間光変調器の要素間に間隙を残し、
裏面の照明がパネルの前面を介して進みパネルの前面に現れるようにすることは可能であ
るが、光は実際には要素を照明しないので、光はどんな像情報も含まないであろうし、そ
の経路上で要素を通りすぎディスプレイパネルを通る。
【０００６】
　１つの方法として、２００２年８月１９日に出願された米国特許出願番号１０／２２４
，０２９（公開番号２００３００４３１５７）に述べられ、図１ａに示す「マイクロラン
プ」１０４は、純反射型空間光変調器アレイ１０８のガラス基板１０６に結合されたガラ
ス１０２の表面に製造される。各マイクロランプは、マイクロランプからアレイ１０８へ
の直接光を支援する特有の反射層１１１を有する。反射防止（ＡＲ）膜１００は、表面か
ら反射された入射光１０９の量を減らす。変調器アレイ１０８上への光入射は、境界面１
０７を介して経路１１０に沿って進み、最終的に見る人１１１に到達する。この方法は、
若干複雑であり、ガラスの追加の層１０２を必要とし、この層１０２にはアークランプと
それらの制御回路が製造されなければならない。
【０００７】
　同じ米国特許出願の別の方法では、散乱核を含むライトパイプが用いられる。この方法
は図１ｂに示す。光源１１６が光導体１１８に取り付けられる。光１２２は、コリメータ
１２０を用いて光導体に結合される。散乱パッド、すなわち散乱核１２４は、ウエットま
たはドライエッチングで粗くされた光導体の領域である。次に、粗くされた領域は、見る
人１２８に向かう吸収面、表面１１２に向かう反射面、及び最後に変調器アレイ１１４の
薄膜堆積で覆われる。光導体内で捕捉された光は、散乱核１２４に出くわし、全内部反射
は妨げられ、光１２９のいくつかの部分は、薄膜堆積１２６からの反射を介して変調器ア
レイに向かう方向を含む全方向に散乱する。
【０００８】
　これらの方法のどちらも、いくつかの問題がある。製造プロセスは、いくつかの部分を
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加えることでいっそう複雑になる。ガラス１０２または光導体１１８を加えると、変調器
に厚さが加わり、これにより視差の問題を引き起こし、像の視覚的な品位を落とす。
【発明の概要】
【０００９】
【詳細な説明】
【００１０】
　本発明は、図面を参照して開示を読むことにより最も理解することができる。
【００１１】
　照明ドットを有する純反射型空間光変調器の実施形態を図２に示す。この例における空
間光変調器は、可動ミラーと透明基板２００上に直接作られた光フィルムの間のキャビテ
ィの深さを制御することにより光を変調する干渉変調器である。アレイの各要素２０４は
、基板からつり下げられた小型のミラーを含む。これらのミラーは、散光器２０６及び基
板２００を介して進み要素２０４に到達する光を変調するよう、個別に作動することがで
きる。作動すると、各変調器要素は、ガラスの反対側で見る人２１４により見られる色を
変えることができる。層２０２は、変調器に対して裏板として作用し、一般に不透明であ
り、このタイプの変調器をバックライトとともに用いることを困難にする。
【００１２】
しかしながら、前面照明方式の用途に対して、散光器２０６と基板２００との境界面で形
成された照明ドット２０８は、ディスプレイに対して照明を供給できる。各ドット２０８
は、変調器アレイに向かって反射する第１の層２１０と見る人に向かって吸収する第２の
層２１２で構成されている。これは、照明ドットは様々なタイプの印刷または薄膜堆積技
術により透明基板または散光器の表面で形成することができるので、基板をウェットまた
はドライエッチングする余分のステップを加える必要がないことを除いて、上述した散乱
核と類似している。それは必要ないが、必要に応じてエッチング技術を透明基板上で用い
ることもできる。
【００１３】
　ここでの考察のために、ディスプレイパネルは基板２００と散光器２０６の組み合わせ
、基板と反射防止膜、または基板２００だけとすることができる。前面パネルは２つの表
面を有する。第１の表面は、それを介して見る人が変調された光を見る表面である。第２
の表面は、変調器アレイに直接隣接する表面である。第１の表面は、第１の表面上にある
と考えられる照明ドットともに、それらが基板または散光器上に形成されたかどうかに関
わらず、その上に散光器を有することができる。
【００１４】
　干渉変調器は、周囲の照明だけを用いることができる。直視型ディスプレイを作るのに
用いられる場合、それらは入射光を利用し、見る人により見られる像を形成することがで
きる。ディスプレイに関連する光源とともに照明は、周辺光を補うことができ、これによ
りディスプレイの明るさが増す。全体の暗さにおいて、照明ドットと関連する光源は、デ
ィスプレイのために必要な全ての照明を供給することができる。また、図２は冷陰極蛍光
灯または発光ダイオード（ＬＥＤ）により照明される端照射光パイプのような光源２１６
を示し、これは透明基板２００の一端にある。光源により照射され透明基板に適切に投入
される光は、全内部反射のため透明基板を介して進むであろう。照明ドットに当たる光は
、ドット２２０および２２２で示すように、いくつかの異なる方向に反射される。
【００１５】
　ドットの配置は、照明の性質と、変調器を用いることができる環境に応じて最適化でき
る。例えば、図３ａにおいて、ドットパターンは非常に規則的なものである。ドットパタ
ーン中のドットは、ドット３０２のように、要素３０４ａおよび３０４ｂのような変調器
要素に続いて当たる光を散乱する。ドット３０２から散乱された光は、ドット３０２に当
たり散乱される前に、透明基板２００内で数回内部反射している可能性がある。
【００１６】
透明基板に投入された光は、基板内で内部反射するであろう。ドットあるいは他のいくつ
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かの乱れた表面構造がなければ、この光は基板を横断し続けるであろう。照明ドットを用
いることで、ドットパターンは均一な照明を生成することができる。透明基板の表面にわ
たる規則的な進路中の間隔を変え、図３ｂおよび３ｃに示すような均一な光照射を生成す
る様々な方式を適用できる。
【００１７】
　図３ｂにおいて、ドットパターンは、一般の方法において変化するが、ここでは規則的
で変化したパターンについて言及する。図３ａのドットパターンは、比較のために破線で
示す。図に示すように、要素３０２を含むもののような各列は、均一な変化でその以前の
位置から移動されている。図３ｂの特定の例において、第１の列は、以前の位置から「前
方に」特定の距離変化し、第２の列は「後方に」ほぼ同じ距離変化する。これは、規則的
な変化により変化したパターンの一例にすぎない。図３ｃは、相対的に、規則的で変化し
たディザパターンのために変化を用いるだけでなく、さらに空間ディザリングを含む。
【００１８】
　一般に、ドットは標準的な見る距離でディスプレイを見る人間である見る人の視覚によ
り解像するには、サイズが小さすぎるであろう。望ましくない人工物が、個別に解像でき
ない特徴とともにアレイによりさらに生成され得るときがある。パターンの変化の入念な
設計、及び／またはパターンの変化及びディザリング及び／またはパターンの基本的な間
隔及び配置は、そのような任意の望ましくない人工物を軽減または削除するのに用いるこ
とができる。
【００１９】
　図３ａ－３ｃの実施形態は、端照明方式、本質的には要素が「前面」照らされる方式に
向けられている。バックライト方式を用いることも可能である。また、透明基板上で純反
射型変調器とともにバックライトを用いることは、いくつかの制限がかかる。
【００２０】
　光は、図４における要素４０４ａ及び４０４ｂのような変調要素の後方から、見る人２
１６に向けて進むので、純反射型空間光変調器アレイとともにバックライトを用いる場合
、制限が生じる。光は、要素４０４ａおよび４０４ｂの間４０６のような非常に小さい間
隔だけを通ることができる。変調器の設計者は、一般に変調器の反射率を最大にするよう
、これらの間隔をできるだけ小さく保つよう努める。この制限は、透明基板の上面のドッ
トを要素間の間隔の反対側に直接置くことにより、最小にすることができる。一般的には
、４１６のようなバックライトは、均一な照明特性を有し、それゆえ均一な間隔が適切で
あろう。そのようなパターンの例を図４に示し、ここで４０２のようなドットは間隔を「
埋める」ように位置される。変化を間隔内のドットの配置に取り入れることも可能である
。
【００２１】
　ドットのパターニングにおける変化に加えて、ドットが置かれる表面は変化することも
できる。一般的に、ドットは散光器と透明基板との間の境界面に存在するよう、置かれる
であろう。この境界面にドットを配置するための別の表面を図５に示す。散光器５０２は
、通常は透明基板５００に結合される。この図のために、散光器は基板から取り除かれる
。ドットは、ドット５０４のように基板５００の表面にパターニングすることができる。
ドット５０４は図示しない変調器アレイに向かう反射部５０８と見る人に向かう吸収部５
０６を有する。
【００２２】
　別の方法では、ドット５１０のように、ドットは散光器５０２の表面に置くことができ
る。ドットの位置を変えると、ドット処理シーケンスを変更することができる。ガラスの
５０４のような表面上のドットは、堆積された第１の反射材料を有することができ、次に
吸収材料の「上塗り」により覆うことができる。ドットが５１０のように散光器の表面に
存在すると、吸収材料５１２がまず下に置かれ、次に反射材料５１４が下に置かれるであ
ろう。これは、変調器及び見る人２１４に関して層の適切な向きを維持する。
【００２３】
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　ドットを散光器の表面または基板の表面上に印刷する柔軟性、及びドットが印刷される
パターンと密度に関する柔軟性に加えて、ドットが形成される製造プロセスにおける点に
関して相当の柔軟性がある。照明ドットを有する空間照明変調器アレイを製造するための
方法の実施形態を図６に示す。
【００２４】
　プロセスの第１の例は、６００で、透明基板を供給することで始まるであろう。６０２
で、照明ドットが透明基板に付けられる。次に、６０４で、空間光変調器が製造される。
６０６で、変調器は完成するであろう。ここでは裏板を取り付けるような作業を含むであ
ろう。次に、６０８で、照明ドットにわたって散光器が付けられる。また、散光器と透明
基板の組み合わせをディスプレイパネルと呼ぶことができる。また、ディスプレイパネル
は反射防止膜のような他の任意の光学部品を備えることができる。
【００２５】
　別の実施形態において、６１０で、空間光変調器は透明基板の（見る人から離れた）「
裏面」上に製造される。次に、６１２で、空間光変調器は完成する。一実施形態において
、６１４で、照明ドットは透明基板の前面に付けられ、次に６１６で、散光器が付けられ
る。
【００２６】
　他の実施形態において、６１８で、散光器は、変調器が６１２で完成した後、あるいは
変調器を製造及び完成するプロセスと並行して、供給される。次に、６２０で、照明ドッ
トは散光器に付けられることができ、次に６２２で、散光器は透明基板に付けられる。
【００２７】
　上記のどの実施形態においても、プロセスは透明基板に第１及び第２の表面を供給する
ことと、第２の表面上に空間光変調器を製造することと、第１の表面に散光器を付けるこ
とと、照明ドットを付けることとを含む。順序は実施形態によって変わるので、プロセス
のリストにより順序は暗示されない。
【００２８】
　例えば、変調器の製造の後、基板または散光器上にドットを置き、変調器製造の歩留ま
りに影響を与えることなしに何らかの印刷ミスがなされることを許容することが望ましい
。製造プロセスの間にドットが堆積され、何かがなくなると、他の動作可能な変調器を浪
費するだけでなく、プロセスの歩留まりに悪影響を及ぼす可能性がある。製造により現れ
る変調器上にドットを置くことにより、柔軟性が増すことができる。どのようにドットが
形成されるかによって、基板をアセトンまたは他の溶剤及び適切な技術で洗浄することに
より、誤りを除くことができ、基板の裏側に密封された変調器要素に影響を与えることは
ないであろう。製造の間に実施される洗浄プロセスは、変調器を損傷する可能性がある。
【００２９】
　ドットの形成自体は、リソグラフィック印刷、インクジェット印刷、スクリーン印刷、
あるいは他の形式の印刷技術を含む多くの印刷手順の１つで行うことができる。ドットは
表面上に浮き出すこともできる。ドットを堆積するのに用いられる技術の形式に応じて、
ドットの形状はそれらの効果を最大にするよう制御することができる。説明したように、
ドットは人間の目の解像度未満の解像度で印刷することができ、見る人に見られるような
画質に影響を与えることを回避する。
【００３０】
　したがって、この点に対して純反射型空間光変調器の照明のための方法及び装置の特定
の実施形態を述べたが、そのような特定の参照は本発明の範囲の限定であるとみなされる
ことを意図していない。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１ａ】純反射型空間光変調器を照明する方法の従来技術の実施形態を示す。
【図１ｂ】純反射型空間光変調器を照明する方法の従来技術の実施形態を示す。
【図２】照明ドットを有する空間光変調器の例を示す。
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【図３ａ】エッジライトとともに用いられる照明ドットパターンの他の実施形態を示す。
【図３ｂ】エッジライトとともに用いられる照明ドットパターンの他の実施形態を示す。
【図３ｃ】エッジライトとともに用いられる照明ドットパターンの他の実施形態を示す。
【図４】バックライトとともに用いられる照明ドットパターンの実施形態を示す。
【図５】照明ドットに対して可能な位置の実施形態を示す。
【図６】照明ドットを有する空間光変調器を製造する方法のフローチャートを示す。

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２】

【図３ａ】

【図３ｂ】
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【図３ｃ】

【図４】

【図５】

【図６】

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月22日(2010.2.22)
【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】
　光干渉を生成する第１及び第２の反射面によって定められた光キャビティを各々が備え
た複数の光変調要素を備えた光変調配列であって、前記光キャビティは、前記光干渉の変
調を可能とするように構成され、前記複数の光変調要素は、前記光変調配列によって変調
された光を見るための前面を有する、光変調配列と、
　変調のために前記複数の光変調要素の後方から前記光キャビティのうちの少なくとも１
つへ伝わる光を反射するように構成された第１の層を備える少なくとも１つの反射要素と
を備えた空間光変調器であって、
　前記少なくとも１つの反射要素は、さらに、光を吸収するように構成された第２の層を
備えた空間光変調器。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの反射要素は、前記複数の光変調要素の前面に配置された、請求項
１に記載の空間光変調器。
【請求項３】
　前記少なくとも１つの反射要素と前記複数の光変調要素とが、基板の両面に配置された
、請求項１に記載の空間光変調器。
【請求項４】
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　前記第２の反射面は、前記第１の反射面に関して可動である請求項１に記載の空間光変
調器。
【請求項５】
　前記光変調配列は、前記光変調要素間に複数の間隔を備え、前記少なくとも１つの反射
要素は、前記間隔にわたって配置された請求項１に記載の空間光変調器。
【請求項６】
　前記反射要素は均等に間隔を空けられた、請求項１に記載の空間光変調器。
【請求項７】
　空間光変調器を製造する方法であって、
　第１及び第２の反射面によって定められた光キャビティを各々が備える複数の光変調要
素を供給して光変調配列を形成することであって、前記第２の反射面は前記第１の反射面
に関して可動であり、前記複数の光変調要素は、前記光変調配列によって変調された光を
見るための前面を有することと、
　変調のために、前記複数の光変調要素の後方から前記光キャビティへ伝わる光を反射す
るように、少なくとも１つの反射要素を印刷又はエンボス加工することとを備えた方法。
【請求項８】
　前記少なくとも１つの反射要素を基板上に印刷又はエンボス加工することをさらに備え
た、請求項７に記載の方法。
【請求項９】
　前記少なくとも１つの反射要素を基板上の材料の層に印刷又はエンボス加工することを
さらに備えた、請求項７に記載の方法。
【請求項１０】
　前記少なくとも１つの反射要素は、前記複数の光変調要素の前面に印刷又はエンボス加
工された、請求項７に記載の方法。
【請求項１１】
　前記少なくとも１つの反射要素と前記複数の光変調要素とが、基板の両面に配置された
、請求項７に記載の方法。
【請求項１２】
　請求項７に記載の方法によって製造された空間光変調器。
【請求項１３】
　前記少なくとも１つの反射要素が印刷された、請求項７に記載の方法。
【請求項１４】
　前記少なくとも１つの反射要素がエンボス加工された、請求項７に記載の方法。
【請求項１５】
　前記少なくとも１つの反射要素は、リソグラフィック印刷を用いて印刷された、請求項
１３に記載の方法。
【請求項１６】
　前記少なくとも１つの反射要素は、インクジェット印刷を用いて印刷された、請求項１
３に記載の方法。
【請求項１７】
　前記少なくとも１つの反射要素は、スクリーン印刷を用いて印刷された、請求項１３に
記載の方法。
【請求項１８】
　見る人が変調された光を見ることを可能とする前面を有する光を変調する手段であって
、前記光変調手段は光共鳴を生成する手段を備え、前記共鳴生成手段は、光干渉を生成す
る、光を反射する第１の手段と光を反射する第２の手段とを備え、前記共鳴生成手段は、
前記光干渉の変調を可能とするように構成された光変調手段と、
　光を拡散する手段であって、前記光変調手段の後方から前記共鳴生成手段へ伝わる光を
反射するように構成された第３の反射する手段を備えた手段とを備えた空間光変調器であ
って、
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　前記拡散手段はさらに、光を吸収するように構成された吸収する手段を備えた空間光変
調器。
【請求項１９】
　前記光変調手段は、複数の光変調要素を含む光変調配列を備えた、請求項１８に記載の
空間光変調器。
【請求項２０】
　前記共鳴生成手段は光キャビティを備えた、請求項１８に記載の空間光変調器。
【請求項２１】
　前記第１の光反射手段は第１の反射面を備えた、請求項１８に記載の空間光変調器。
【請求項２２】
　前記第２の光反射手段は第２の反射面を備えた、請求項１８に記載の空間光変調器。
【請求項２３】
　前記拡散手段は反射要素を備え、前記第３の反射手段は反射層を備え、前記吸収手段は
吸収層を備えた、請求項１８に記載の空間光変調器。
【請求項２４】
　光干渉を生成する第１及び第２の反射面によって定められた光キャビティを各々が備え
た複数の光変調要素を備えた光変調配列であって、前記光キャビティは、前記光干渉の変
調を可能とするように構成された光変調配列と、
　第１の面及び第２の面を有する透明基板であって、前記複数の光変調要素によって変調
された光が、見る人によって前記第１の面を介して見ることができる透明基板と、
　前記基板の第１の面に配置され、変調のために前記複数の光変調要素の後方から前記光
キャビティのうちの少なくとも１つへ伝わる光を反射するように構成された複数の照明ド
ットとを備えた空間光変調器。
【請求項２５】
　前記複数の照明ドットは、リソグラフィック印刷とインクジェット印刷とスクリーン印
刷とからなるグループから選択された印刷手順を用いて印刷される、請求項２４に記載の
空間光変調器。
【請求項２６】
　前記複数の照明ドットがエンボス加工される、請求項２４に記載の空間光変調器。
【請求項２７】
　前記照明ドットは、人間の目の解像度未満のサイズを有する、請求項２４に記載の空間
光変調器。
【請求項２８】
　前記光変調配列の後方に配置された光源をさらに備えた、請求項２４に記載の空間光変
調器。
【請求項２９】
　光干渉を生成する第１及び第２の反射面によって定められた光キャビティを各々が備え
た複数の光変調要素を備えた光変調配列であって、前記光キャビティは、前記光干渉の変
調を可能とするように構成された、光変調配列と、
　第１の面及び第２の面を有する透明基板であって、前記複数の光変調要素によって変調
された光が、見る人によって前記第１の面を介して見ることができる透明基板と、
　前記基板の第１の面に配置され、変調のために前記複数の光変調要素の後方から前記光
キャビティのうちの少なくとも１つへ伝わる光を反射するように構成された少なくとも１
つの反射要素とを備え、
　前記少なくとも１つの反射要素は、人間の目の解像度未満のサイズを有する空間光変調
器。
【手続補正２】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】０００９
【補正方法】変更
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【補正の内容】
【０００９】
　ある実施形態において、空間光変調器は、表示要素の配列、ディスプレイパネル、反射
要素、及び光源を備える。表示要素の配列は画像データに基づいて光を変調するよう構成
されている。ディスプレイパネルは透明基板を備える。透明基板は、表示要素の配列に隣
接して配置された第１及び第２の表面を有し、第２の表面は表示要素の配列に直接隣接し
見る人が光の変調により生成された画像を見ることを可能にする。反射要素はディスプレ
イパネルの第１の表面上にある。反射要素は光を表示要素の配列に反射するよう構成され
ている。光源はエッジ光を含む。エッジ光は光を透明基板に投射するよう透明基板に対し
て配置され、光は第１及び第２の表面からの全内部反射のため前記透明基板を介して伝わ
る。反射要素は透明基板内を表示要素に伝わる光を反射するよう配置されている。
　ある実施形態において、空間光変調器は、画像データに基づいて光を変調する手段と、
光の変調により生成された画像を表示する手段と、変調手段に光を反射する手段と、サポ
ート手段をエッジ照明する手段と、を備えている。表示手段は、変調手段の製造の間に変
調手段をサポートする手段を備える。サポート手段は第１及び第２の表面を有する。サポ
ート手段の第２の表面は、変調手段に直接隣接するように位置し、見る人が光の変調によ
り生成された画像を見ることを可能にする。反射手段はサポート手段の第１の表面上に位
置している。エッジ照明手段は光をサポート手段に投射するようサポート手段に対して配
置され、光は第１及び第２の表面からの全内部反射のためサポート手段を介して伝わる。
反射手段は、サポート手段内を変調手段に伝わる光を反射するよう配置される。
　ある実施形態において、空間光変調器装置を製造する方法は、第１及び第２の表面を有
する透明基板を供給することと、透明基板上の第２の表面上に空間光変調器の配列を製造
することと、透明基板の第１の表面に反射要素を付けることと、光を透明基板に投射する
よう透明基板に対してエッジ光を含む光源を配置することであり、光が第１及び第２の表
面からの全内部反射のため透明基板を介して伝わることと、を含む。反射要素は透明基板
内で空間光変調器へ伝わる光を反射するよう配置されている。
　ある実施形態において、空間光変調器は、表示要素の配列、ディスプレイパネル、反射
要素、及び光源を備える。表示要素の配列は画像データに基づいて光を変調するよう構成
されている。ディスプレイパネルは透明基板を備える。透明基板は、表示要素の配列に隣
接して配置された第１及び第２の表面を有し、第２の表面は表示要素の配列に直接隣接し
見る人が光の変調により生成された画像を見ることを可能にする。反射要素はディスプレ
イパネルの第１の表面上にある。反射要素は光を表示要素の配列に反射するよう構成され
ている。光源はバックライトを備え、表示要素の配列が基板とバックライトの間にある。
　ある実施形態において、空間光変調器は、画像データに基づいて光を変調する手段と、
光の変調により生成された画像を表示する手段と、光を変調手段に反射する手段と、サポ
ート手段をバック照明する手段と、を備える。表示手段は変調手段の製造の間に変調手段
をサポートする手段を備える。サポート手段は第１及び第２の表面を有する。サポート手
段の第２の表面は変調手段に直接隣接するように位置し、見る人が光の変調により生成さ
れた画像を見ることを可能にする。反射手段はサポート手段の第１の表面上に位置されて
いる。バック照明手段は、変調手段がサポート手段とバック照明手段の間にあるように配
置されている。
　ある実施形態において、空間光変調器装置を製造する方法は、第１及び第２の表面を有
する透明基板を供給することと、透明基板の第２の表面上に空間光変調器の配列を製造す
ることと、透明基板の第１の表面に反射要素を付けることと、透明基板に隣接するバック
ライトを備える光源を配置することと、を含む。
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