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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投影された光画像を表示するスクリーンであって、
　特定角度範囲で入射した光を散乱するとともにそれ以外の角度で入射した光を透過する
指向性散乱層を備え、
　前記指向性散乱層は、周囲の領域より屈折率の高い領域が層厚に亘って連続的に形成さ
れた柱状構造を有し、前記柱状構造が面内に複数配列され、厚さ方向に光を導く機能を有
する柱状レンズシートであることを特徴とするスクリーン。
【請求項２】
　前記指向性散乱層は、厚さが１０μｍ～２ｍｍであり、前記柱状構造の径は、０．２μ
ｍ～５００μｍであることを特徴とする請求項１に記載のスクリーン。
【請求項３】
　前記指向性散乱層は、特定角度範囲が異なる複数の領域に分割されていることを特徴と
する請求項１に記載のスクリーン。
【請求項４】
　分割されたそれぞれの領域に投影される光画像の光軸方向と、その領域の特定角度範囲
の中心とが、スクリーン面上の垂線を基準に対称になるように設定されたことを特徴とす
る請求項３に記載のスクリーン。
【請求項５】
　分割されたそれぞれの領域に投影される光画像の光軸方向が、その領域の特定角度範囲
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の中心と略一致するように設定されたことを特徴とする請求項３に記載のスクリーン。
【請求項６】
　分割されたそれぞれの領域における特定角度範囲の中心線が特定の方向に略集中するよ
うに設定されたことを特徴とする請求項３に記載のスクリーン。
【請求項７】
　分割されたそれぞれの領域における特定角度範囲が、スクリーン面上の垂線を基準に観
測者の視点方向と対称になるように設定されたことを特徴とする請求項３に記載のスクリ
ーン。
【請求項８】
　前記指向性散乱層は、第一の特定角度範囲で入射した光を散乱するとともにそれ以外の
角度で入射した光を透過する第一の指向性散乱層と、第二の特定角度範囲で入射した光を
散乱するとともにそれ以外の角度で入射した光を透過する第二の指向性散乱層を有し、前
記第一の特定角度範囲の中心軸と前記第二の特定角度範囲の中心軸の方向が異なることを
特徴とする請求項１に記載のスクリーン。
【請求項９】
　前記指向性散乱層の前記光画像の投影側とは反対側に光拡散層が設けられたことを特徴
とする請求項１に記載のスクリーン。
【請求項１０】
　前記指向性散乱層の前記光画像の投影側とは反対側に所定の反射率を有する光反射層が
形成されていることを特徴とする請求項１に記載のスクリーン。
【請求項１１】
　前記指向性散乱層の表面に、周期的な吸収縞が形成されていることを特徴とする請求項
１に記載のスクリーン。
【請求項１２】
　前記指向性散乱層の視点側に光拡散層が形成されていることを特徴とする請求項１に記
載のスクリーン。
【請求項１３】
　請求項１から１２のいずれか一項に記載のスクリーンと、前記スクリーンに光画像を投
影する光画像投影器と、を備えることを特徴とする画像投影システム。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、高輝度ＣＲＴ、液晶プロジェクタあるいはマイクロミラーデバイスを用いた
プロジェクタからの光画像を投影するスクリーン、及びこれを有する画像投影システムに
関する。
【背景技術】
【０００２】
　高輝度ＣＲＴ、液晶プロジェクタあるいはマイクロミラーデバイスを用いたプロジェク
タ等を用いて光画像を投影して画像を表示するプロジェクション装置等の画像投影システ
ムは、大画面で高精細な画像を簡便に表示できるため、複数の使用者との情報コミュニケ
ーションツールとして多様に利用されるようになってきた。ここで用いられるスクリーン
には、白色素材や反射膜を表面に被覆した構造にすることで光利用効率を向上させたり、
表面にビーズを散布して光拡散により複数の観察者に対する視認性を向上させたりする工
夫がされてきた。あるいは、スクリーン表面にレンチキュラレンズなどの指向性反射構造
を設けることによって、複数の観察者に効率良く画像表示を行うことが知られている（例
えば、特許文献１参照）。
【特許文献１】特開２００２－１６９２２４号公報（第３頁、第１図）
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００３】
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　しかしながら、従来のビーズなどの拡散素材によるスクリーンは広視野角を実現できる
がゲインが低いために画面が暗くなるという問題点を有していた。また、レンチキュラレ
ンズなどを用いたスクリーンは指向性が高いために高ゲインで明るい画面が得られるが視
野角が狭くなるという問題点を有していた。また、レンチキュラレンズを用いたプロジェ
クタ用スクリーンにおいては、アクリルなどの透明な樹脂を成形して作製するために、安
価にすることができない上に、近距離で画像を視認する８～２０型程度の中小型スクリー
ンに応用すると画質劣化が大きくなるという問題点を有していた。
【０００４】
　そこで、本発明は、良好な視野角特性と輝度特性とコントラストとを有する薄型軽量の
プロジェクタ用スクリーンを提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００５】
　上記課題を解決するために、本発明のスクリーンは、特定角度範囲で入射した光を散乱
するとともにそれ以外の角度で入射した光を透過する指向性散乱層を備えた構成である。
指向性散乱層としては、微細な柱状構造が面内に複数本配列され、柱状構造の柱状中央領
域はそれを取り巻く外周領域に比べて屈折率が高く形成され、厚さ方向に光を導く機能を
有する柱状レンズシート、厚み方向に貫通する穴を有する穴あきシート、あるいは液晶分
子が配列された液晶ポリマー等を用いることができる。
【０００６】
　また本発明のスクリーンは、特定角度範囲が異なる指向性拡散層が帯状あるいは行状に
配置された構成でも良い。また、指向性散乱層を互いに特定角度範囲が異なる二層の指向
性散乱層で構成しても良い。
【０００７】
　さらに本発明の画像投影システムは、指向性散乱層を有するスクリーンとスクリーンに
光画像を投影する光画像投影器により構成される。
【発明の効果】
【０００８】
　本発明によれば、良好な視野角特性と輝度特性と高いコントラストとを有する薄型軽量
のプロジェクタ用スクリーンを提供できるようになり、これを用いたプロジェクションシ
ステムの表示品質が向上するのみならず、プロジェクションシステムの小型軽量化をも実
現できるという効果を有する。
【発明を実施するための最良の形態】
【０００９】
　本発明のスクリーンは、特定角度範囲で入射した光を散乱するとともにそれ以外の角度
で入射した光を透過する指向性散乱層で構成されており、投影された光画像を表示する。
この指向性散乱層としては、周囲の領域より屈折率の高い領域が厚み方向に連続的に形成
された柱状構造が面内に複数配列され、厚さ方向に光を導く機能を有する柱状レンズシー
ト、樹脂の厚み方向に貫通穴が設けられている穴開きシート、及び、液晶分子が配列され
た液晶ポリマーを用いることができる。
【００１０】
　また、指向性散乱層を、それぞれ特定角度範囲が異なる複数の領域で構成してもよい。
このとき、それぞれの領域に投影される光画像の光軸方向と、その領域の特定角度範囲の
中心とが、スクリーン面上の垂線を基準に対称になるように設定されている。あるいは、
それぞれの領域に投影される光画像の光軸方向が、その領域の特定角度範囲の中心と略一
致するように設定することもできる。
【００１１】
　また、分割されたそれぞれの領域における特定角度範囲の中心線が特定の方向、例えば
観測者の視点方向に略集中するように設定する。あるいは、分割されたそれぞれの領域に
おける特定角度範囲が、スクリーン面上の垂線を基準に観測者の視点方向と対称になるよ
うに設定する。
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【００１２】
　あるいは、指向性散乱層を、第一の特定角度範囲で入射した光を散乱するとともにそれ
以外の角度で入射した光を透過する第一の指向性散乱層と、第二の特定角度範囲で入射し
た光を散乱するとともにそれ以外の角度で入射した光を透過する第二の指向性散乱層で形
成し、第一の特定角度範囲の中心軸方向と第二の特定角度範囲の中心軸方向が異なるよう
に構成した。
【００１３】
　上述した指向性散乱層として、周囲の領域より屈折率の高い領域が厚み方向に連続的に
形成された柱状構造が面内に複数配列され、厚さ方向に光を導く機能を有する柱状レンズ
シートを用いることができる。リーン。
【００１４】
　また、本発明の画像投影システムは、前述したいずれかの構成のスクリーンと、スクリ
ーンに光画像を投影する光画像投影器を備える構成とした。
【実施例１】
【００１５】
　以下に本発明のスクリーンの実施例に関して図面を参照しながら説明する。なお、以下
では、指向性散乱層として、柱状レンズシートを用いた例を説明する。柱状レンズシート
とは、周囲の領域より屈折率の高い領域が厚み方向に連続的に形成された柱状構造が面内
に複数配列された構造であり、厚さ方向に光を導く機能を有している。
【００１６】
　図１に本実施例のスクリーンの断面構成とプロジェクタの配置を模式的に示す。図示す
るように、プロジェクタ４からの光画像は、柱状レンズシート１と透明基材２と光反射層
３とを備えたスクリーンに投影され、その投影画像はスクリーンを介してプロジェクタ４
と同じ側にいる観測者８によって観測される。このような使われ方のスクリーンをフロン
トスクリーンと言う。ここで、柱状レンズの光軸方向をその配向方向と呼ぶことにする。
図１に示す構成では、柱状レンズの配向方向はプロジェクタ４から投影される光画像の光
軸５の方向とおよそ一致している。すなわち、柱状レンズは柱状レンズシートの面内で下
方に傾いて配列している。ここで、柱状レンズシートは、屈折率が中心に向かう程連続的
に大きくなっているグレイディッドインデックス型柱状レンズ、または、中心部分の屈折
率がそれを取り巻く外周領域の屈折率よりも高い２層構造を持つステップインデックス型
柱状レンズ等の柱状レンズが平面に複数配列されたフィルムである。
【００１７】
　このような構成のスクリーンとそこに入射した光の様子を図５、図６に模式的に示す。
便宜上、図では高屈折率領域１４と低屈折率領域１５に明確な境界があるように描かれて
いるが、グレイディッドインデックス型柱状レンズの場合は、高屈折率領域１４と低屈折
率領域１５との間には明確な境界はない。柱状レンズの中心軸すなわち光軸はフィルム面
垂線に対して０～７０度程度の任意の傾きに作製することができる。
【００１８】
　この柱状レンズシートは、例えば、屈折率の異なる２種類以上の光重合性化合物からな
る液状反応層に、グラデーション加工を施したフォトマスクを介して紫外線を照射するこ
とによって、光照射強度による光重合性化合物の光重合速度の違いによって屈折率の分布
状態を制御することによって製造される。
【００１９】
　外部から柱状レンズシートに入射する光の光路の一例について図５を用いて説明する。
プロジェクタ用スクリーンに投影される光は、投影光画像の広がり角度内に分布する様々
な入射角を持って柱状レンズに入射する。ステップインデックス型柱状レンズシートの場
合は、図５の光路１２と光路１３に示すように、高屈折率領域１４に入射した光はスネル
の法則に従って、さらにレンズシート入射面の法線側に向かって屈折する。高屈折率領域
１４に入射した光は低屈折率領域１５との境界面に入射するが、境界面への入射角が臨界
角よりも大きくなっている場合は、入射光は全反射される。このように、入射光は高屈折
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率領域１４と低屈折率領域１５との境界面で繰り返し反射して下方に導波していき、光反
射層３で反射されて再び上方に導波して柱状レンズシートの入射面から出射される。この
とき、柱状レンズシートの層厚と高屈折率領域１４への光の入射角と入射位置によって柱
状レンズシートからの光の出射位置と方向が定まる。図５の光路１２と光路１３とは、入
射角は同じだが入射位置が異なるために、内部を導波して再び表面に出射されるときの出
射角が異なる。プロジェクタからの投影画像は様々な入射角で様々な入射位置に入るため
に、投影画像は表面である散乱角を持って散乱されているのと同様の作用を受ける。この
散乱角は、高屈折率領域１４と低屈折率領域１５との屈折率差または屈折率勾配と、シー
トの厚さおよび柱状レンズのレンズ径によって定まる。すなわち、柱状レンズシートの層
厚が厚くなればなるほど散乱角が大きくなるように出射する。また、高屈折率領域１４と
低屈折率領域１５の屈折率差が大きいほど散乱角は大きくなる。さらに、柱状レンズシー
トの層厚が厚くなればなるほど、またレンズ半径が小さくなればなるほど、さらにシート
面内での柱状レンズの個数密度が大きくなればなるほどヘイズ値は大きくなる。また、光
の入射角が特定の角度を越えると、入射光は散乱されずに直進して透過する。入射光が散
乱される入射角範囲を散乱入射角、入射光が直進して透過する入射角範囲を直線透過角と
呼ぶことにする。もし、散乱入射角で光が入射したとき光反射層３がなければ、光はシー
ト透過時に散乱されて出射する。
【００２０】
　本発明のスクリーンには、柱状レンズのレンズ径が、０．２μｍ～５００μｍ、レンズ
高さ（柱状レンズシート層厚）が１０μｍ～２ｍｍの柱状レンズシートを用いることがで
きる。しかしながら、製造歩留まりや光利用効率あるいはハンドリングのし易さなどを考
慮すると、レンズ径は５μｍ～１００μｍ、レンズ高さは２０μｍ～２００μｍとするの
が好ましい。また、柱状レンズの屈折率差は０．０１～０．０５のものを用いることがで
きる。また、柱状レンズのシート面に立てた垂線との傾き角は、０～７０度程度の任意の
角度にすることができる。
【００２１】
　一方、柱状レンズシートの直線透過角の範囲から光が柱状レンズシートに入射する場合
を図６に基づいて説明する。入射光１６は、柱状レンズシートの入射面に対して散乱入射
角以上の大きな入射角で入射している。この場合、高屈折率領域１４に入射した光は、シ
ート内部に屈折して進入して低屈折率領域１５との境界に達するが、境界への入射角が小
さいために全反射せずに低屈折率領域１５に進入する。低屈折率領域１５に進入した光は
、再び高屈折率領域１４に入った後、光反射層３で反射されて柱状レンズシートの入射面
から外部に出る。このとき、光反射層３で反射された光の入射角が散乱入射角の範囲内で
あるときは入射面から出射する光は散乱される。また、光反射層３で反射された光の入射
角が直線透過角の範囲内であるときは入射面から出射する光は散乱されずに正反射される
。さらに、もし光反射層３がない場合は、入射光１６はほぼ直線的に透過する。
【００２２】
　以上説明したように、本発明で指向性散乱層として用いている柱状レンズシートは優れ
た指向性を持っているため、光が散乱反射される視野方向では高輝度で鮮明な画像を得る
ことができる。
【００２３】
　再び図１の説明に戻る。図１においてプロジェクタ４からの投影画像は光軸５を中心と
して光線６と光線７で示される広がりをもって投影される。柱状レンズシート１の散乱入
射角がこの投影画像の広がりの範囲内であるものを本発明のプロジェクタ用スクリーンで
は選択して用いる。このようにすることによって、投影光画像は透明な支持基材２を透過
した後、柱状レンズシート１内で図５に示したのと同様の光路をたどり一様に前面に散乱
する。そのため、視点８からスクリーンを観察している人には、広い視野角で明るい投影
画像が観察されることになる。
【００２４】
　一方、図１において、観察者に対してスクリーンの反対側にある物体からの光がスクリ
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ーンに対して傾斜を持って入射する場合は、柱状レンズシートの直線透過角を持って観察
者の視点８に入る。従って、光反射層３の反射率を５～３０％程度に低い値に調整してお
けば、観察者にとってはスクリーンの反対側にある物体と、スクリーンに投影された画像
とを同時に観察することができる。具体的には、本発明のスクリーンを車両のフロントガ
ラスの位置に配置すると、ドライバーは車両の前景を観測しながら車両を運転することが
できる。そしてこのとき、スクリーンの反対側の物体は通常のフロントガラスを通して観
測するのと同様の像を観測することができるために、ドライバーは通常の運転感覚で車両
の運転ができる上に、プロジェクタからの投影画像は散乱画像で視野角が広いために、ド
ライバー以外の観測者に同等の画質で画像を見ることができる。さらに、投影画像をドラ
イバー正面のフロントガラスから右または左にずれた位置に投影することによって、この
効果はより顕著にすることができる。
【００２５】
　以下に、本実施例をより具体的に説明する。
（具体例１）
　図１で示した構成のスクリーンを作製して、白色画像を投影しながら、その投影画像の
光軸入射角を柱状レンズシートの配向方向に変化させた場合のスクリーン正面の輝度変化
を調べた。この白色画像の広がり角度は±２度であった。柱状レンズシートとしては、柱
状レンズ径２０μｍ、シート厚み７０μｍのものを用いた。その高屈折率領域と低屈折率
領域における最大屈折率差は０．０２であり、配向方向として０度と１５度で作られた２
種類のグレイディッドインデックス型のものを用いた。この柱状レンズシートの背面にＡ
ｇとＰｄの合金を約１９ｎｍ真空蒸着で形成して反射率３４％の光反射層を形成した。こ
の柱状レンズシートを厚み２ｍｍのアクリル板に貼り付けたものを試料として用いた。
【００２６】
　測定用の白色画像を試料への入射角を変えて照射し、その時の試料に垂直方向正面の反
射光強度を測定した。このとき、白色校正板で同様の測定を行った結果を基準とし、白色
校正板での測定結果をゲイン１とした。測定結果を図１８に示す。柱状レンズシートの配
向方向が０度の場合の結果２２は、入射角０度に最大輝度を持っており、２０～３０度の
視野角を持つことが分かる。このとき、入射角ゼロのときのゲインは３．９に達した。ま
た、柱状レンズシートの配向方向が１５度の場合、入射角１５度と－１５度とに輝度ピー
クを持つ。しかし、２つのピークの内、１５度のピークは－１５度のピークよりも約４倍
大きな値を持っている。１５度のピークゲインは曲線２２と同じとなった。１５度のピー
クは図１に示した場合に対応し、－１５度のピークは図２の場合に対応する。－１５度の
ピークが弱いのは、この場合の方が散乱光の指向性が大きくなるために正面に配置した測
定器に入射する光量が弱くなったためである。
【００２７】
　以上の結果から、本発明のスクリーンによれば、プロジェクタ方向からの投影光のみを
効率良く散乱反射するために、外光からの影響を受けにくい高輝度な画像を実現できるこ
とが分かった。しかしながら、光入射角度が２０度以上になると急激にゲインが低下し、
３０度を越えると投影画像の観測は困難となった。
【００２８】
　また、光反射層による損失と－１５度からの散乱の影響はあるものの、入射角０度以下
で入射してきた透過光に対する画像を明瞭に観測することができ、投影光と透過光の両方
の観測ができるスクリーンであることを確認できた。
（具体例２）
　具体例１で用いたのと同様の構成で、白色画像の光軸入射角を柱状レンズシートの配向
方向と直角に変化させた場合のスクリーンの正面での輝度変化を調べた。測定結果を図１
９に示す。曲線２２は柱状レンズシートの配向方向が０度の場合、曲線２３は柱状レンズ
シートの配向方向が１５度の場合を示している。この結果から、柱状レンズシートの配向
方向に対して直角な方向から投影された光は、柱状レンズシートの配向角度に関わらず、
垂直に柱状レンズが配向された場合と同じように散乱されることが分かった。また、±１
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５度を越える入射角で透過した透過光は、反射層による損失以外の画像の劣化を生じるこ
となく観測できることが可能であることが確認できた。
【実施例２】
【００２９】
　図２に本実施例のスクリーンの構成を示す。実施例１の構成と異なる点は、柱状レンズ
の配向方向が投影光画像の光軸方向とスクリーン面上の垂線に対して対称な方向に略一致
している点である。この場合、投影光画像は透明基材２を透過した後、柱状レンズシート
１の内部で図６に示したのと同様の光路をたどり、光反射層３で反射した光は散乱入射角
の光となるため一様に前面に散乱される。図２に示した構成では、柱状レンズシート１に
よる光散乱は表面部分だけで生じるため、散乱光の指向性が高く、投影画像も図１に示し
た構成に比較して鮮明にすることができる。したがって、高解像な画像の投影に適してい
る。
【実施例３】
【００３０】
　図３に本実施例のスクリーンの構成を示す。この構成は、実施例２に示した構成のスク
リーンにおいて、光反射層３の外側にさらに支持基材９を配したものである。このような
構成によって、光反射層３を外部の力学的な力から保護することによりその損傷を防止す
ることが可能となる。
【００３１】
　また、図１および図２の構成と同様に、図３の構成における光反射層３として膜厚２０
０ｎｍ程度以上の金属膜を用いることによって、光反射層３の反射率を向上させ、その結
果光利用効率を上げることができる。しかし、プロジェクタからの光画像強度が強い場合
は画像のぎらつきが大きくなり、表示画像の自然感が損なわれる場合がある。そこで、図
３に示した構成で用いる光反射層３の反射率を５～３０％と低くすると同時に、吸光性の
支持基材、例えば黒色の支持基材を用いることによって画質が著しく改善する。このよう
な低反射率の光反射層３は、支持基材または柱状レンズシート上にＴｉＯ２やＺｒＯ２な
どの高屈折率層を形成するか、これらの材料とＳｉＯ２などの低屈折率層とを組み合わせ
た光学多層膜を形成することによって容易に実現することができる。また、膜厚１０～２
０ｎｍ程度の金属薄膜を蒸着形成してもよい。光反射層３の反射率が３０％よりも大きな
場合も、吸光性の支持基材９を用いることは画質の向上に効果がある。
【００３２】
　また、プロジェクタからの投影光画像の強度が比較的弱く、投影画像のぎらつきが少な
い場合は、光反射層を形成する替わりに、光反射面を鏡面加工された金属支持基材を用い
ることができる。
【００３３】
　以下に、本発明の実施例をより具体的に説明する。
（具体例３）
　図３で示した構成のプロジェクタ用スクリーンを作製して、白色画像を投影しながら、
その投影画像の光軸入射角を柱状レンズシートの配向方向に変化させた場合のスクリーン
に垂直な背面の輝度変化を調べた。この白色画像の広がり角度は±２度であった。
【００３４】
　柱状レンズシートとしては、柱状レンズ径５０μｍ、シート厚み９０μｍのものを用い
た。その高屈折率領域と低屈折率領域における最大屈折率差は０．０２であり、配向方向
として０度と１５度で作られた２種類のグレイディッドインデックス型のものを用いた。
この柱状レンズシートを厚み２ｍｍのアクリル板に貼り付けたものを試料として用いた。
【００３５】
　測定の結果を図１１に示す。曲線２２は柱状レンズシートの配向方向が０度の場合、曲
線２３は柱状レンズシートの配向方向が１５度の場合を示している。投影画像輝度に関し
て、柱状レンズシートの配向方向が０度の場合は実施例１および２の場合と同様の結果が
得られたが、柱状レンズシートの配向方向が１５度の場合の輝度は１つのピークしか持た
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ずより鮮明な画像が得られた。
【００３６】
　また、プロジェクタからの投影画像以外の物体の観測も透過して行うことができた。こ
の物体の観測は、プロジェクタからの画像投影を中断することによって、さらに高い視認
性を得ることができた。
【実施例４】
【００３７】
　本実施例のスクリーンの構成を図４に示す。この構成で示したスクリーンは、透明支持
基材２の片面に柱状レンズシート１が接合されている。柱状レンズシート１の配向方向は
プロジェクタ４からの光画像の光軸５と大体一致している。なお、この構成での観測者の
視点８はスクリーンを挟んでプロジェクタ４と反対側にある。このようなスクリーンをリ
アスクリーンと呼ぶ。このように、本発明のプロジェクタ用スクリーンはフロントスクリ
ーンのみならず、リアスクリーンとしても使うことができる。図４に示す構成では、プロ
ジェクタ４から投影された光画像は柱状レンズシート１に散乱角の範囲内で入射して、柱
状レンズシート１から出射するときに特定の散乱角を持って出射する。これらの散乱は図
５と図６とに示されるのと同様の作用で生じる。従って、視点８では広い視野角を持って
この投影画像を観察することができる。
【００３８】
　一方、プロジェクタ４からの像以外にも、直線透過角で入射した物体からの光はスクリ
ーンによって散乱を受けずに透過して視点８に入るために、観測者はプロジェクタ４から
の投影画像のみならずスクリーン背後の物体をも直接観測することができる。
【００３９】
　上述した実施例１～４で説明したいずれの構成においても、柱状レンズシートの表面に
投影画像の画素ピッチと同じピッチを持ったブラックストライプを形成することにより、
より鮮鋭な画像を投影することが可能となる。このブラックストライプは、例えば吸光性
色素などの黒色染料やカーボンなどの黒色顔料などを混合したバインダーを印刷すること
によって容易に形成することができる。このブラックストライプを形成する面は、柱状レ
ンズシートのいずれの面に形成しても良いが、フロントスクリーンにおいては視点８と反
対側の面に、リアスクリーンにおいては視点８と同じ側に面に形成するのが好ましい。
【００４０】
　また、このブラックストライプと同様な機能を有するシートには以下のものが例示でき
る。すなわち、透明な基板の表面に、吸光性顔料や色素を混合させた層と透明層を交互に
積層したシートである。この吸光性顔料としてはカーボン粉末が用いられる。このように
黒色領域と透明領域が交互に積層されたシートはルーバーとして知られている。
【００４１】
　なお、これらのブラックストライプのピッチが画素ピッチよりも数倍～数十倍大きなも
のであっても、これがないときよりも視認性は向上する。
【００４２】
　また、実施例１～実施例４で説明したいずれの構成に対しても、プロジェクタ４の画像
変調素子が液晶素子のような偏光素子を用いている場合は、支持基材２の視点８側の表面
に偏光シートを貼り付けることによって、投影画像のコントラストを向上させることがで
きる。このような偏光プロジェクタの場合、投影光画像は特定の方向に対して偏光した光
となっている。従って、偏光シートの偏光軸を投影光画像の偏光方向に合わせておくと、
偏光プロジェクタからの投影画像の光損失は少ない一方、視点８側からスクリーンに入射
した外光のうち半分を偏光シートが吸収してくれるためにコントラストが向上するためで
ある。ただし、偏光プロジェクタにおいてカラー画像を投影する場合は、ＲＧＢの各画像
の偏光方向が同一の場合にだけこの効果は顕著になる。
【００４３】
　一方、プロジェクタ４からの投影光強度が強い正反射領域から画像を観察する時は、反
射光がスクリーン内部で多重反射することによってモワレ縞が発生する場合がある。これ
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を防ぐために、図８に示すように、柱状レンズシート１の視点側表面に光拡散層１０を形
成する。これによって、柱状レンズシート１の表面で正反射して、スクリーン内部へ戻る
光を低減させることができる。その結果、投影光画像の強度が強い正反射領域においても
モワレ縞の発生をなくすることができる。
【００４４】
　ところで、プロジェクタの位置とスクリーンとの位置関係は、その投影環境によって異
なる。図７にその関係を模式的に示してある。図７（ａ）はプロジェクタ４がスクリーン
１００の下方に配置されており、図７（ｂ）ではプロジェクタ４がスクリーン１００と同
じ高さに配置されており、図７（ｃ）ではプロジェクタ４がスクリーン１００の上方に配
置されている。図７（ａ）、（ｂ）、（ｃ）に示す配置を各々ローアーポジション、セン
ターポジション、アッパーポジションと呼ぶことにする。図１から図４の説明では、全て
ローアーポジションの場合を用いた。本発明のプロジェクタ用スクリーンは、上記のいず
れの配置に対しても適用可能であり、重要なことは柱状レンズシート内の柱状レンズの配
向方向が投影画像の光軸方向と大体一致していること、または、この光軸方向とスクリー
ン面上の垂線に対して対称な方向に大体一致していることである。あるいは、柱状レンズ
シート内の柱状レンズの配向方向が視点方向と大体一致していること、または、この視点
方向とスクリーン面上の垂線に対して対称な方向に大体一致していることである。また、
投影される光画像の入射角が、プロジェクタ用スクリーンに用いられている柱状レンズシ
ートの散乱入射角の範囲にあるようにすることである。
【００４５】
　図７（ｃ）で示した配置で用いるスクリーンの柱状レンズシートの配向方向は、図１～
３で示した構成と同様の方向とすることができる。ただし、図４のリアスクリーンの場合
は、柱状レンズの配向方向をこの光軸方向とスクリーン面上の垂線に対して対称な方向に
大体一致させたものとする必要がある。従って、図７（ｂ）で示した配置で用いるスクリ
ーンの柱状レンズシートの配向方向は、柱状レンズシートの面に垂直な方向となる。
【００４６】
　図９に本発明で用いた柱状レンズシートの光透過特性を示す。図９において、横軸は柱
状レンズシートへの光の入射角、縦軸は各入射角に対する光透過強度を表している。図中
で曲線２０は配向方向が０度における柱状レンズシートの特性、曲線２１は配向方向がα
度の場合における柱状レンズシートの特性を表している。ただし、測定は大気中で行った
。特性曲線２０の場合は、柱状レンズシートは角度±βで光強度がほぼゼロになっている
ことがわかる。入射角が－β～βの範囲内では光は散乱透過され、入射角の絶対値がβ以
上の範囲内では光は散乱されずに直線的に透過する。すなわち、透過で用いる場合は、入
射角が－β～βの範囲内が散乱入射角であり、それ以外の角度範囲が直線透過角というこ
とになる。ここでは、簡便のためにβを散乱入射角と呼んでいる。
【００４７】
　一方、柱状レンズの配向方向をα度だけ傾けた場合の特性曲線２１は、配向方向が０度
の場合に比べて、散乱入射角の範囲がそのままα度だけずれる。そのとき、散乱入射角の
角度幅はほとんど変化なく、散乱入射角の範囲は（α－β）～（α＋β）の範囲にシフト
する。従って、図９においては、角度αで入射した光は透過時に散乱を受けるが角度－α
で入射した光は散乱を受けずに直線透過する。従って、プロジェクタからの光画像の光軸
をスクリーンに対してαだけ傾けて照射すると同時に、投影画像の広がり角を±βにする
ことによって、明るく視野角の広い画像を得ることができる。以上が本発明のプロジェク
タ用スクリーンを透過で用いる場合（リアスクリーン）の特性に対応するものである。
【００４８】
　次に図９を用いて、本実施例のプロジェクタ用スクリーンを反射で用いる場合（フロン
トスクリーン）について説明する。まず配向方向が０度の場合（特性曲線２０）、プロジ
ェクタからβ～－βの角度で入射した投影光は、プロジェクタ用スクリーンの反射層で反
射されて散乱される。しかし、γをβよりも大きな角度とすると、入射角γで入射した光
は正反射されて散乱を受けない。そのため、入射角β以上で入射してきた外光は、投影画
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像に影響を与えることがなく、良好な画質の投影画像を得ることができる。次に、配向方
向がαだけ傾いた柱状レンズシート（特性曲線２１）を用いた場合、まず、入射角（α－
β）～（α＋β）の入射角度範囲でプロジェクタから投影された光画像は散乱して反射さ
れる。また、（－α－β）～（－α＋β）の入射角度範囲でプロジェクタから投影された
光は、光反射層で反射を受けて（α－β）～（α＋β）の入射角範囲の光と同様の光路を
たどって表面で散乱されて出射する。すなわち、スクリーンで散乱される角度範囲は、既
述したように２つ存在することになる。一方、この２つの散乱入射角以外の角度で入射し
た光は、光散乱層における散乱を受けるが柱状レンズシートでは直線的に反射する。従っ
て、２つの散乱入射角以外の角度で入射してきた外光が投影画像に与える影響が少ないた
め、良好な画質の投影画像を得ることができる。βの値は、柱状レンズシートの層厚、柱
状レンズの口径、あるいは柱状レンズの屈折率差などを調整することによって、１０～４
５度程度までの任意の値に制御することができる。
【００４９】
　以上で説明した各構成では、いずれも基材を用いた場合を示してきたが、柱状レンズシ
ートの厚みが０．２～２ｍｍと厚い場合は、図８に示すように必ずしも基材を用いる必要
はない。
【実施例５】
【００５０】
　次に図１０、図１１を用いて、本実施例のプロジェクタスクリーンについて説明する。
ここで図１０はフロントスクリーンの構成、図１１はリアスクリーンの構成である。柱状
レンズシート１は複数の柱状レンズシート１ａ、１ｂ、１ｃで構成されおり、複数の柱状
レンズのそれぞれの配向方向は、視点８の方向とおよそ一致している。すなわち、第一の
部分柱状レンズシート１ａはほぼ垂直な配向方向の柱状レンズ群から構成され、第二の部
分柱状レンズシート１ｂは配向方向が若干上向に傾斜しており、第三の部分柱状レンズシ
ート１ｃの配向方向は第二の部分柱状レンズシート１ｂよりもさらに上向きに傾斜してい
る。すなわち、プロジェクタ４から投影される光画像の光軸の角度と観察点の位置に応じ
て傾斜角が異なる構造である。本構成では、各部分柱状レンズシート１ａ、１ｂ、１ｃは
それぞれ視点８の方向に傾斜しているために、光画像は視点８の方向を散乱角の中心とし
て散乱される。その結果、視点側にいる広い範囲の観察者に指向性良く光が散乱されるこ
とになる。そのため、視点８からスクリーンを観察している人には、良好な視野角で明る
い投影画像が観察されることになる。
【００５１】
　図１２に、本実施例のスクリーンに用いられる柱状レンズシートを構成する部分柱状レ
ンズシートの配列例を示す。図示するように、ここでは、部分柱状レンズシートは帯状に
切断されて、行方向に配列されており、図示しない支持基材に隙間なく接合されている。
この帯状部分柱状レンズシートの数は、スクリーンサイズとスクリーンから視点までの距
離とを考慮して調整する。各帯状部分柱状レンズシートを構成する柱状レンズの傾斜角は
、図１０と図１１で説明したのと同様に、視点方向に順次傾斜している。
【００５２】
　図１３に、柱状レンズシートを構成する部分柱状レンズシートの他の配列例を示す。こ
こでは、部分柱状レンズシート１ａａ～１ｆｅが行列状に配列されている。これらの部分
柱状レンズシートを構成する柱状レンズの傾斜角は、全て視点８の方向を向いており、投
影光画像の入射角はそれらの散乱入射角の範囲内に設定されている。部分レンズシートの
配列をこのようにすることで、スクリーンの上下方向の視角特性改善ばかりでなく、同時
に左右方向の視角改善をも行うことができ、様々な映写環境に対応したフレキシブルなス
クリーンとすることができる。
【００５３】
　ところで、図１０や図１１に示したように、柱状レンズシートを部分柱状レンズシート
で構成した場合に、それぞれの部分柱状レンズシートの散乱入射角やヘイズ値が同じであ
るならば、各部分柱状レンズシートにおける輝度が異なって投影画像に輝度むらが発生し
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てしまう。一般に、柱状レンズシートの散乱入射角を狭くすると散乱角範囲も狭くなる。
一方、柱状レンズシートの光輝度を上げるには、柱状レンズシートのヘイズ値を高くすれ
ば良い。また、スクリーン表面の輝度が低くても、散乱角範囲が視点方向に向いている場
合には、スクリーン上の画像は明るく視認される。以上のようなことを考慮して、広い視
角範囲で一様な輝度で画像を投影することができるように、各部分柱状レンズシートの散
乱入射角とヘイズ値との比がおおよそ一定になるようにした。すなわち、散乱入射角が小
さい場合はヘイズ値を低くし、散乱入射角が大きい場合はヘイズ値を低く設定した。具体
的には、例えば図１０に示すような配置においては、スクリーン上方の部分柱状レンズシ
ートは散乱入射角を大きくしなければならないために、そのヘイズ値も大きく設定する。
また、スクリーン下方の部分柱状レンズシートは散乱入射角が小さくても良いため、ヘイ
ズ値は小さく設定する。
【実施例６】
【００５４】
　次に図１４を用いて、本実施例のプロジェクタスクリーンの構成について説明する。こ
の構成は、実施例1の柱状レンズシート１と光反射層３との間に光拡散層１１を設けたも
のである。本発明で用いている柱状レンズシート１は優れた指向性を持っているため、光
が散乱反射される視野方向では高輝度で鮮明な画像を得ることができる。しかしながら、
光が散乱反射されない方位では急激に投影画像の輝度が低下して視認性が悪くなる。光拡
散層１１は、柱状レンズシートが持つ高指向性によって視野角が狭くなるという特性を補
い、視野角を広げる作用を持っている。柱状レンズシート１の背面に配置された光拡散層
１１は、そこを透過する光を拡散させる。拡散した光のうち、再び柱状レンズシート１に
入射した光の入射角が散乱入射角にある場合は、柱状レンズシート１の表面から出射され
るときに散乱を受けるが、その入射角が直線透過角にある場合は、柱状レンズシート１の
表面で散乱を受けずに直線的に出射される。したがって、本実施例のスクリーンは、光拡
散層１１による広視野の散乱特性と、柱状レンズシート１による指向性を持った散乱特性
の両方を兼ね備えた特性を有することになる。その結果、柱状レンズシート１の光散乱方
向だけでなく、広い視角方向からスクリーンに投影された画像を見ることができるように
なる。これは、散乱入射角と直線透過角という２つの特性を兼ね備えた柱状レンズシート
を用いる本発明のプロジェクタ用スクリーンに特有の優れた性能である。
【００５５】
　光拡散層１１としては、粘着剤や接着剤の中にこれらと屈折率の異なる樹脂ビーズまた
は無機ビーズを混合することによって容易に得ることができる。この光拡散層９のヘイズ
値は、上記樹脂ビーズや無機ビーズの混合濃度や粒径あるいは材質などを変えることによ
って、１～９５％程度の任意の値に変えることができる。このような粘着剤を拡散粘着剤
と呼ぶ。
【００５６】
　他の光拡散層１１の形成方法としては、柱状レンズシート１の表面に微細な凹凸構造を
形成したアンチグレア構造とするものがある。この凹凸構造は、それに対応した凹凸構造
を持った加工ステージの上で、屈折率の異なる２種類以上の光重合性化合物からなる液状
反応層に、グラデーション加工を施したフォトマスクを介して紫外線を照射し、光照射強
度による光重合性化合物の光重合速度の違いによって屈折率の分布状態を制御することに
よって柱状レンズシート１を作製することで可能となる。この凹凸の粗さや微細形状や形
成密度を変化させることによって、光拡散層のヘイズ値を任意に制御することができる。
【００５７】
　また、表面に凹凸を持った基板上に光反射層３を真空蒸着法やメッキ法などを用いて形
成することによっても、光拡散層１１を形成することが可能である。この光反射層３を形
成する基板としては、透明な樹脂シートやガラスの表面を凹凸処理したものを用いること
ができる。光反射率の高い金属表面に凹凸処理加工しても良い。
【００５８】
　図１４に示すように、プロジェクタ４からの投影画像は光軸５を中心として、光線６と
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光線７で示される広がりをもって投影される。柱状レンズシート１の散乱入射角がこの投
影画像の広がりの範囲内であるものを選択して本発明のプロジェクタ用スクリーンとして
用いている。このようにすることによって、投影光画像は透明基材２を透過した後、柱状
レンズシート１の内部で図５に示したのと同様の光路をたどり一様に前面に散乱する。そ
のため、視点８からスクリーンを観察している人には、広い視野角で明るい投影画像が観
察されることになる。ただし、この場合、光拡散層１１のヘイズ値が高いと透過光が散乱
を受けて見難くなるため、光拡散層のヘイズ値は２０％程度以下であることが望ましい。
またこの光拡散層は、フロントスクリーンばかりでなく、リアスクリーンでも設けること
により視野角を広げることができる。
【実施例７】
【００５９】
　次に、本実施例のスクリーンを、図１５、図１６、および図１７を用いて説明する。図
１５に示すように、第二の柱状レンズシート１７が柱状レンズシート１の背面に設けられ
ている。プロジェクタ４からの投影画像は光軸５を中心として光線６と光線７で示される
広がりをもって投影されており、柱状レンズシート１の散乱入射角がこの投影画像の広が
りの範囲内になるように設定されている。このような構成によって、柱状レンズシート１
内を図５で示した光路をたどり第二柱状レンズシート１７の裏面に配置された光反射層３
で反射された後、第二柱状レンズシート１７を透過して柱状レンズシート１の表面から散
乱入射角に対応した散乱角で視点８側に散乱する。そのため、視点８からスクリーンを観
察している人には、広い視野角で明るい投影画像が観察できることになる。一方、観察者
に対してスクリーンの上方にある照明１８からの光は、柱状レンズシート１と第二柱状レ
ンズシート１７の直線透過角からスクリーンに入射するため通常のミラーで反射されるの
と同様な光路をたどる。従って、照明１８からの光は観察者の視点８には入らず、観察者
は照明光の影響を受けない高コントラストで鮮明な画像を見ることができる。
【００６０】
　ここで、光反射層３として、高分子フィルム上にＡｇ系合金やＡｌ系合金などの金属を
蒸着したものや、高分子フィルム中に金属酸化物白色顔料を混合したものを用いることが
できる。さらに、第二柱状レンズシート１７の裏面にＡｇ系合金やＡｌ系合金を直接蒸着
して形成しても良いし、鏡面加工された金属板を用いても良い。また、柱状レンズシート
１と第二柱状レンズシート１７とは互いの位置が定まるように端部を機械的に固定しても
良いし、接合剤で互いに接合しても良い。これらを接合しないで配置するときは、柱状レ
ンズシート１と第二柱状レンズシート１７との間隙が一定になるようにすると同時に、可
能な限りその間隙を小さくすることで、より鮮明な画像を得ることができる。可能であれ
ば密着配置するのが良い。
【００６１】
　このような構成によって、柱状レンズシート１と第二柱状レンズシート１７の散乱角を
合わせた広い散乱角で投影画像を表示させることが可能となり、高輝度で広視野角の画像
投影を可能とする。ただし、柱状レンズシート１と第二柱状レンズシート１７の傾斜角の
差が互いの散乱入射角の範囲を越えてしまうと、スクリーン前面で著しく画像の見にくい
範囲ができてしまうために、この視野角の差は互いの散乱入射角の範囲内であることが重
要である。
【００６２】
　プロジェクタ４からの投影光画像強度が十分強い場合は、光反射層３の光反射率を３０
～７０％と低くして、支持基材１０として吸光性の黒色支持基材を用いることによって、
視認性の良い画像を表示することができる。このような場合は、２０インチ程度以下の中
小型スクリーンに画像を投影する場合に適している。このような、中小型スクリーンに画
像を投影しても、本発明に用いている柱状レンズシートを構成する柱状レンズの径が数十
μｍと小さいため、分解能が高く鮮明な画像を表示させることができる。
【００６３】
　次に、柱状レンズシートと第二柱状レンズシートを用いたリアスクリーンの断面構成と
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プロジェクタ４の配置を図１６に模式的に示す。図示するように、プロジェクタ４からの
光画像は、柱状レンズシート１と第二柱状レンズシート１７が接合された構成のスクリー
ンに投影され、その投影画像はスクリーンを介してプロジェクタ４の逆側にいる観察者の
視点８から観察される。図１６に示す構成では、柱状レンズシート１を構成する柱状レン
ズの配向方向はプロジェクタ４から投影される光画像の光軸５の方向とおよそ一致してい
る。すなわち、これらの柱状レンズは柱状レンズシート１の面内で下方に傾いて配列して
いる。また、第二柱状レンズシート１７の配向方向は、視点８の方向と略一致している。
【００６４】
　プロジェクタ４からの投影画像は光軸５を中心として光線６と光線７で示される広がり
をもって投影される。そして、柱状レンズシート１の散乱入射角がこの投影画像の広がり
の範囲内になるように設定されている。このような構成によって、柱状レンズシート１内
を図５で示した光路をたどり第二柱状レンズシート１７の表面から散乱入射角に対応した
散乱角で視点８側に散乱する。そのため、視点８からスクリーンを観察している人には、
広い視野角で明るい投影画像が観察されることになる。一方、観察者に対してスクリーン
の反対側上方にある物体からの光は、柱状レンズシート１と第二柱状レンズシート１７の
直線入射角からスクリーンに入射するため、観察者の視点８に届くことになる。従って、
観察者にとってはスクリーンの反対側にある物体と、スクリーンに投影された画像とを同
時に観察することができる。
【００６５】
　具体的には、本発明のプロジェクタ用スクリーンを車両のフロントガラスの位置に配置
すると、ドライバーは車両の前景を観察しながら車両を運転することができる。そしてこ
のとき、スクリーンの反対側の物体は通常のフロントガラスを通して観察するのと同様の
像を観察することができるために、ドライバーは通常の運転感覚で車両の運転ができる上
に、プロジェクタからの投影画像は散乱画像で視野角が広いために、ドライバー以外の観
察者に同等の画質で画像を見ることができる。さらに、投影画像をドライバー正面のフロ
ントガラスから右または左にずれた位置に投影することによって、この効果はより顕著に
することができる。
【００６６】
　次に、透明基材２を介して柱状レンズシート１と第二柱状レンズシート１７を接合した
構成のスクリーンを図１７に示す。このような構成によって、柱状レンズシート１の特定
の柱状レンズから散乱出射された光は、第二柱状レンズシート１７の複数の柱状レンズに
入射し、それらによって再び散乱出射される。その結果、スクリーンに投影された画像は
、ぼかし処理をされたのと同様の作用を受け、プロジェクタ内の液晶素子の画素の映り込
みのない滑らかな画像を表示することができる。しかしながら、透明基材２の板厚を大き
くし過ぎると、画像がぼやけてしまい鮮明さが落ちるために、透明基材２の板厚は投影さ
れる画像の画素の大きさ程度以下にするのが好ましい。
【００６７】
　以上、本発明の各実施例について、指向性散乱層として柱状レンズシートを用いた構成
を説明してきたが、本発明のスクリーンでは、指向性散乱層として、層状に屈折率が異な
るシートを用いても良いし、厚み方向に貫通穴が形成された樹脂基板を用いても良い。ま
た、柱状レンズの代わりに透明な繊維を設けたものでも良い。さらに、ネマチック液晶、
コレステリック液晶、ディスコティック液晶、スメクティック液晶などを配列した液晶ポ
リマーとしても良い。つまり、屈折率の分布を作ることにより、特定角度範囲で入射した
光を散乱し、それ以外の角度で入射した光を透過する層であれば、上述した効果を得るこ
とができる。また、個別に説明した構造を適宜組み合わせた構成にしてそれぞれの効果を
同時に得ることも可能である。
【図面の簡単な説明】
【００６８】
【図１】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図２】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
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【図３】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図４】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図５】本発明のスクリーン内での光路の一例を示す説明図である。
【図６】本発明のスクリーン内での光路の一例を示す説明図である。
【図７】プロジェクタとスクリーンとの配置関係を示す説明図である。
【図８】本発明によるスクリーンの構成例を模式的に示す断面図である。
【図９】本発明で用いた柱状レンズシートの特性を表すグラフである。
【図１０】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図１１】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図１２】部分柱状レンズシートの配列を模式的に示す平面図である。
【図１３】部分柱状レンズシートの配列を模式的に示す平面図である。
【図１４】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図１５】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図１６】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図１７】本発明によるスクリーンの構成を模式的に示す断面図である。
【図１８】本発明のスクリーンの輝度特性を示すグラフである。
【図１９】本発明のスクリーンの輝度特性を示すグラフである。
【図２０】本発明のスクリーンの輝度特性を示すグラフである。
【符号の説明】
【００６９】
　１　柱状レンズシート
　２　透明基材
　３　光反射層
　４　プロジェクタ
　５　光画像の光軸
　８　視点
　９　支持基材
１０　光拡散層
１１　光拡散層
１３　高屈折率領域
１４　低屈折率領域
１７　第二柱状レンズシート
１００　スクリーン
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