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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　予め定められた散乱プロファイルを生成すべく構成された複数の生成カーネルを有する
、曲線を付けて作られた反射表面を備え、
　前記複数の生成カーネルのそれぞれが、ガウスピークに従う形状を有し、
　前記予め定められた散乱プロファイルは、予め定められた入射角範囲から拡散領域内へ
入射光を反射可能であり、
　前記予め定められた入射角範囲から前記拡散領域内へ反射された前記光は、１回のみ前
記曲線を付けて作られた反射表面から反射される、投影スクリーン。
【請求項２】
　前記複数の生成カーネルの前記形状が、異なる高さおよび幅を有する複数のガウスピー
クに従う、請求項１に記載の投影スクリーン。
【請求項３】
　前記異なる高さおよび幅を有する前記複数のガウスピークは、少なくとも２つのピーク
を含み、１つのピークを有する前記複数の生成カーネルに対応する構造は、前記光の波長
よりも大きく、他方のピークを有する前記複数の生成カーネルに対応する構造は、１つの
画素の大きさよりも小さい、請求項２に記載の投影スクリーン。
【請求項４】
　前記複数の生成カーネルは、レーザーによって複数のパターンが記録されたフォトレジ
ストによって形成される、請求項１から３の何れか１項に記載の投影スクリーン。
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【請求項５】
　前記複数の生成カーネルは、複数のビーズ粒子によって形成される、請求項１から３の
何れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項６】
　前記入射光は偏光された光であり、
　前記予め定められた入射角範囲から前記拡散領域内へ反射された光は、同一の偏光状態
を維持する請求項１から５のいずれか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項７】
　前記複数の生成カーネルの各々は、２地点間における拡散の変化を最小限にする請求項
１から６のいずれか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項８】
　前記複数の生成カーネルは、生成カーネル間の二重反射を最小限にするエルゴード的な
統計モデルを満足する請求項１から７の何れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項９】
　前記拡散領域は、予め定められた反射角範囲に規定される請求項１から８の何れか１項
に記載の投影スクリーン。
【請求項１０】
　前記拡散領域内における反射が、前記曲線を付けて作られた反射表面において１回のみ
反射を受ける領域によって前記拡散領域が規定され、
　前記拡散領域の外に反射される光は、前記曲線を付けて作られた反射表面において１回
以上の反射をうける請求項１から９の何れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項１１】
　前記曲線を付けて作られた反射表面は、前記拡散領域内の分布から多重反射された光を
排除する請求項１から１０の何れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項１２】
　２以上の反射を受ける全ての光は、前記拡散領域の外に分布する請求項１から１１の何
れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項１３】
　前記拡散領域において、一つの場所からの見え方を最適化するように、前記複数の生成
カーネルが、前記曲線を付けて作られた反射表面に配置されている請求項１から１２の何
れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項１４】
　前記拡散領域は、観客席における全ての観賞地点を含む請求項１から１３の何れか１項
に記載の投影スクリーン。
【請求項１５】
　前記複数の生成カーネル上に配置される誘電体のオーバーコートを更に備える請求項１
から１４の何れか１項に記載の投影スクリーン。
【請求項１６】
　前記複数の生成カーネルは、規則的な格子内に配置される請求項１から１５の何れか１
項に記載の投影スクリーン。
【請求項１７】
　前記規則的な格子は、六角形の格子を含む請求項１６に記載の投影スクリーン。
【請求項１８】
　前記複数の生成カーネルは、モザイク状パターンに配置される請求項１６に記載の投影
スクリーン。
【請求項１９】
　前記規則的な格子は、複数のランダム化された中心を含む請求項１６に記載の投影スク
リーン。
【請求項２０】
　前記複数の生成カーネルのうち少なくとも二つが重なっている請求項１６に記載の投影
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スクリーン。
【請求項２１】
　前記複数の生成カーネルのうちの少なくとも一つが、重なって隣接する生成カーネルか
ら生じたゲインプロファイルを事前補正するように設計されている請求項１から２０の何
れか１項に記載の投影スクリーン。
【発明の詳細な説明】
【関連出願】
【０００１】
　本出願は、２００８年１月２８日出願の米国仮出願第６１／０２４１３８号明細書、発
明の名称「ＰＯＬＡＲＩＺＡＴＩＯＮ　ＰＲＥＳＥＲＶＩＮＧ　ＦＲＯＮＴ　ＰＲＯＪＥ
ＣＴＩＯＮ　ＳＣＲＥＥＮ」に関連し、また優先権を主張するものであり、前記出願の内
容は、参照により本明細書に組み込まれる。
【技術分野】
【０００２】
　本発明は、概して正面投影型スクリーンに関し、特に、偏光状態が保存されるように光
の拡散を最適に操作する正面投影型スクリーンに関する。また、特定の投影装置および観
察角度において画像の明るさ及びコントラストを最大にすることができる正面投影型スク
リーンに関する。
【背景技術】
【０００３】
　パッシブ型の偏光分析眼鏡を使用した立体視３Ｄシステムにおいて、スクリーンはシス
テムを構成する必要不可欠な要素である。スクリーンで偏光解消が生じると、片目に向け
た映像が部分的に反対の目に伝わってしまうクロストークという現象が起きる。クロスト
ークは、いわゆる「ゴースト像」として現れ、立体視体験の満足度を低下させ、目の疲れ
を引き起こす。したがって、照明および観察角度の極限状態においてもクロストークが非
常に低いことが望ましい。
【０００４】
　例えば、二次元の映画で使用されている周知の正面投影型スクリーンは、実質的にラン
バート散乱体であるといえる。このような周知のスクリーンは、統計学的に見て表面が平
坦ではないため、偏光保存特性が非常に低く、有効光効率も低い（すなわち、全積分散乱
（ＴＩＳ）が高く、角度空間における光の利用率が低い）。
【０００５】
　立体視３Ｄ偏光保存スクリーンの製造方法として、ＰＶＣ基板上に、アルミニウムフレ
ークを含んだ透明な結合剤を吹きつけ塗装する方法が知られている。このような方法で形
成された統計的なスクリーン表面では、スクリーンの指向性および偏光といった利得特性
の制御に限界がある。さらに、塗装の工程においてしばしば、分解可能な構造（例えば、
スパークル）が生じ、質感のような不均一性の問題を引き起こす。このような「シルバー
スクリーン」は多くの場合、破損し易く、軽い研磨工程であっても十分な耐久性がない。
【０００６】
　ランバートスクリーンでは、観察される明るさが均一になるが、投影光の利用率が低い
。すなわち、入射光の大部分が視野の外に散乱されてしまい、システム効率が低くなって
しまう。さらに、散乱された光が、一部、スクリーンに再び向かってしまうことにより、
コントラストおよび彩度が低下してしまっていた。
【０００７】
　上記のような問題から、入力状態における偏光が正確に保存され、観察角度の範囲内に
光を最適に拡散するように設計された正面投影型スクリーンが求められている。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　本開示は、設計された反射拡散体に関し、特に、正面投影型システムに使用されるスク
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リーンに関する。本開示のスクリーンによれば、立体視３Ｄ表示における最適な偏光保存
が可能となり、２Ｄシステムおよび３Ｄシステムの両方において、明るさ、均一性および
コントラストを向上させるように光制御をおこなうことも可能となる。また、本開示は、
最適な利得特性を維持すると同時に、所望の場所に光を向けることを目指す。
【０００９】
　本開示によれば、設計された表面を使用して、偏光状態を保存すると同時に、適切な利
得特性をもち所定の拡散領域で観賞角度の範囲内に照明光を最適に分散させている。この
ようなスクリーンを、適合した偏光分析眼鏡と共に使用することにより、どの観察点にお
いてもクロストークを大幅に低減することが可能である。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　本願は、偏光状態を保存するように所定の照明条件で、所望の拡散領域に光を供給する
偏光保存反射拡散体を提供する方法を開示する。実質的に全ての視点を包括する観賞領域
が、拡散領域内に位置する。
【００１１】
　本開示の一側面では、本願は、投射装置の照明条件に応じて、観客席における所望の観
賞範囲または観察領域に光を提供する偏光保存正面投射型スクリーンを提供する方法を開
示する。この方法では、照明および観察角度の限界点に対応する軌跡（領域）を決定し、
その領域では、実質的に互いに直交する偏光状態を観客席における全ての観賞地点に提供
することができる。また、複数の反射生成カーネルを提供し、この複数の反射生成カーネ
ルを基板上に配置する。
【００１２】
　また、本開示の他の側面では、一連の設計規則を用いて生成関数を製造し、表面の形状
的特徴を実現する。生成関数は、（一つまたは複数の生成カーネルを含む）微細構造の基
本構成単位を提供し、微細構造は、所望の拡散体の（巨視的な）アンサンブル統計をもっ
ている。このような設計によれば、基本的な大きさにおいて統計的に完全であることから
、非常に均一な見え方を提供できる。また、設計規則によれば、所定の拡散領域内で実質
的に反射が１度のみ起きるように構成可能である。拡散領域は、照明並びに検出／観察の
角度の極限に応じて規定される。また、設計規則では、生成カーネルにより、拡散領域の
境界において所定角での強度減衰をともなう所定の強度分布（例えば、ランバート的な分
布）を、拡散領域に提供可能である。光の効率を最大限にすることができる好ましい実施
形態によれば、この減衰は、階段関数で表される。
【００１３】
　他の側面については、以下に開示される記載により明らかにされる。
【図面の簡単な説明】
【００１４】
【図１Ａ】本開示に係る典型的な映画館の側面を概略的に描いた図である。
【図１Ｂ】本開示に係る映画館を上から見下ろした様子を概略的に描いた図である。
【図２】例示される立体視３Ｄ映画投影システムの動作を概略的に示した図である。
【図３】従来のシルバースクリーンの偏光保存性能を観賞角の関数として表わしたグラフ
を示している。
【図４】従来のシルバースクリーンの偏光保存コントラスト性能を観賞角度の関数として
表わしたグラフを示している。
【図５】従来のシルバースクリーンの利得曲線を観賞角度の関数として描いたグラフを示
している。
【図６】本開示に係る、前方左の席および後方左の席から、スクリーンの周囲をトレース
することにより規定された観客席の特定の場所における観賞領域を描いた極グラフを示し
ている。
【図７】任意の映画館についてサンプルした観賞領域を描いた極グラフを示している。
【図８】本開示に係る、ファセット入射角の関数で表される、円偏光または最悪の条件の
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方位角での直線偏光の場合のコントラスト比のグラフを示している。
【図９】本開示に係る、直線偏光の場合のコントラストと、円偏光の場合のコントラスト
との違いを描いたグラフを示している。
【図１０】本開示に係る、均一な確率密度関数をもつ凹状構造のグラフを示している。
【図１１】本開示に係る、均一な確率密度関数をもつ周期的構造を概略的に描いた図であ
る。
【図１２】本開示に係る、投影装置、スクリーンおよび座席エリアを含む映画館の概略的
側面図である。
【図１３】本開示に係る、拡散領域にのみ光が散乱されるように設計されたスクリーンに
ついての利得曲線例のグラフを示している。
【図１４】本開示に係る、スクリーン表面の法線に対するファセット法線領域の極プロッ
ト示しており、投影装置からの光が実質的に全観賞領域を照明している様子が示されてい
る。
【図１５】本開示に係る、ガウス表面の例を描いたグラフを示している。
【図１６】本開示に係る、例示されるガウス表面によって反射された光線の密度を描いた
グラフを示している。
【図１７】本開示に係る、例示されるガウス表面から二重反射を受けた光線の強度をプロ
ットしたグラフを示している。
【図１８】本開示に係る、ガウス拡散体表面に対する異なる振幅についての一連のシミュ
レーションをおこなった利得に対するコントラストを描いたグラフを示している。
【図１９】本開示に係る、ガウスピーク間で様々な間隔を生成した反射条件のプロットを
それぞれ概略的に示した図である。
【図２０】本開示に係る、二つのガウスピーク間の多重反射が全く起こらないピーク分離
を計算した軌跡を描いたグラフを示している。
【図２１】本開示に係る、様々な高さおよび幅をもつ二つのガウスピークを重ね合わせた
場合をそれぞれ概略的に描いた図である。
【図２２】本開示に係る、シミュレーションしたノイズパターンのグラフである。
【図２３】本開示に係る、二つのパターンおよび異なる固有サイズで構成される拡散体と
、一つのパターンで構成され異なる固有サイズを持たない拡散体との、利得及びコントラ
ストを比較したグラフである。
【図２４】本開示に係る、重ね合わされた関数を描いたグラフである。
【図２５】本開示に係る、生成カーネルの例を描いたグラフである。
【図２６】本開示に係る、二次元のランバート生成カーネルの計算された利得を描いたグ
ラフである。
【図２７】本開示に係る、生成カーネルの半径方向に平均化した利得を示したグラフであ
る。
【図２８】本開示に係る、六角形格子の配置例を概略的に示した図である。
【図２９】本開示に係る、生成カーネル六角形格子のセルの重なりを概略的に示した図で
ある。
【図３０】本開示に係る、四角形格子のセルの重なりを描いた図である。
【図３１】本開示に係る、中心をランダム化した六角形格子の概略図である。
【図３２】本開示に係る、大きいセルの間に分散された小さいセルをもち、格子点がラン
ダム化されている六角形格子を描いた概略図である。
【図３３】本開示に係る、大きいセルの間に分散された小さいセルをもち、格子点がラン
ダム化されている六角形格子を描いた概略図である。
【図３４】本開示に係る、水平変位を用いたランダム化を概略的に示した図を示している
。
【図３５】本開示に係る、ランダム化された水平方向変位をもつ表面の場合の、セル中心
からセル中心への変位の確率分布を表したグラフである。
【図３６】本開示に係る、ガウスピークの分離の関数として表された拡散角のグラフであ



(6) JP 6288784 B2 2018.3.7

10

20

30

40

50

る。
【図３７】本開示に係る、重なっているガウス分布構造の拡散カットオフアングルを描い
たグラフである。
【図３８】本開示に係る、二つのサンプル配置における、設計されたランバート拡散体が
重なっている様子を描いたグラフである。
【図３９】本開示に係る、重なりに対処するために、生成カーネルを事前補正する方法の
一つを示した図である。
【図４０】本開示に係る、ランバート拡散の重なりを事前補正したセルのグラフを示した
図である。
【図４１】本開示に係る、利得プロファイルのグラフである。
【発明を実施するための形態】
【００１５】
　図１Ａは、典型的な映画館１００の側面を概略的に描いたものであり、図１Ｂは、映画
館１００を上から見下ろした様子を概略的に描いたものである。映画館１００は、反射型
スクリーン１１０、投影装置プラットフォーム１２０、および観賞エリア１３０を備える
。投影装置プラットフォーム１２０は、投影装置１２１と偏光スイッチ１２２とを含んで
も良い。観賞エリア１３０には、スクリーンから遠ざかる方向に複数の列を成して座席が
設けられていてもよく、観賞エリア１３０内の異なる位置に座る（または立つ）観察者が
観賞するエリアまたは観察者からの見え方を規定している。例えば、第１の観察者は、映
画館１００の左前方の観賞位置１３２に位置し、反射光１４２を受けるようにしてもよい
。第２の観察者は、左後方の観賞位置１３４に位置し、反射光１４４を受けるようにして
もよい。第３の観察者は、中心の観賞位置１３６に位置してもよい。
【００１６】
　近年、偏光技術が発展したことにより、適合する眼鏡に応じて復号されている３Ｄ映画
が再び注目を集めている。よく知られた３Ｄ投影システムでは、直交する偏光状態を利用
して、左目および右目にたいする映像を連続して投影している。一つの投影装置プラット
フォーム１２０を使用する３Ｄ映画の場合には、投影レンズの後であって投影装置１２１
からの光路中に偏光スイッチ１２２が設けられている場合がある。このような偏光スイッ
チは、同出願人による米国特許第４７９２８５０号（特許期間満了）広報、発明の名称「
Ｍｅｔｈｏｄ　ａｎｄ　ｓｙｓｔｅｍ　ｅｍｐｌｏｙｉｎｇ　ａ　ｐｕｓｈ‐ｐｕｌｌ　
ｌｉｑｕｉｄ　ｃｒｙｓｔａｌ　ｍｏｄｕｌａｔｏｒ」、発明者Ｌ．Ｌｉｐｔｏｎ他、お
よび同出願人による米国特許出願第１１／４２４０８７号明細書、発明の名称「Ａｃｈｒ
ｏｍａｔｉｃ　ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｓｗｉｔｃｈｅｓ」、発明者Ｍ．Ｒｏｂｉｎ
ｓｏｎに開示されており、参照により本明細書に組み込まれる。また、二つ以上の投射装
置を使用してもよく、一つの投射装置がある偏光状態で左目に画像を提供し、他の投射装
置がそれに直交する偏光状態で右目に画像を提供してもよい。従来から使用されている反
射型スクリーンとしては、投射装置１２０からの偏光された光を、映画を見る観察者に反
射するシルバースクリーンを含む。
【００１７】
　典型的な３Ｄ映画システムでは、相対的に光が不足している。観察者に対して１４フー
トランベルトの輝度の場合、３Ｄモードでは、実質的に低い輝度であるとされる。これは
、例えば、連続システムでは、一般的に偏光損失（通常５０％より大きい）および時分割
による損失（通常５０％より大きい）の両方が存在するからである。したがって、このよ
うなシステムでは、利得スクリーンがない状態で、２５％を下回る輝度、または、３．５
フートランベルトの輝度しか伝達できない。このような問題に対応するため、ＲｅａｌＤ
　ＸＬシステムや同出願人による２００７年１１月２８日出願の米国特許出願第１１／８
６４１９８号明細書、発明の名称「Ｐｏｌａｒｉｚａｔｉｏｎ　ｃｏｎｖｅｒｓｉｏｎ　
ｓｙｓｔｅｍ　ｆｏｒ　ｃｉｎｅｍａｔｉｃ　ｐｒｏｊｅｃｔｉｏｎ」、発明者Ｍ．Ｓｃ
ｈｕｃｋ、Ｇ．ＳｈａｒｐおよびＭ．Ｒｏｂｉｎｓｏｎ（参照により本明細書に組み込ま
れる）が開発され、偏光状態を復元する機能が提供されるようになったが、偏光状態を保
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存しつつ輝度を上げたいという要求が依然として残されている。
【００１８】
　偏光保存を必要とするシステムにおいては、典型的なシルバースクリーンからの全積分
散乱（ＴＩＳ）は、およそ４０％であり、効率はさらに下がってしまう。スクリーンの中
心に位置する観察位置では、高いスクリーンの利得が得られる（軸上で２．２から２．５
）一方、全体として知覚される画像の明るさは、観察角に応じて急速に輝度が減衰してし
まう影響を受ける。逆に言えば、マットスクリーンは、高い全積分散乱（＞９０％）を示
すが、角度空間における光の利用率は低くなる。ここに開示される実施例では、高い全積
分散乱（およそ８５％以上）および拡散角の制御の両方を利用して、画像の輝度を最大に
しようと試みている。このようなスクリーンによれば、２Ｄおよび３Ｄ両方での効率を上
げることが可能である。
【００１９】
　図２は、例として、一つの投影装置（連続）プラットフォーム２２０を使用した立体視
３Ｄ映画投影システム２００の動作が概略的に示されている。システムが動作する際には
、左目の画像２０２と右目の画像２０４が、投影装置２２０から偏光スイッチ２２２を通
して偏光保存スクリーン２１０に連続的に投影されてもよい。偏光保存スクリーン２１０
は、投影装置２２０および偏光スイッチ２２２からの偏光光を、映画を見る観察者２４０
に向かって反射するようになっている。左目の画像および右目の画像を眼鏡２５０をかけ
た観察者２４０が見るが、この眼鏡２５０によって互いに直交する方向に偏光した光がそ
れぞれ復号され、被写体２０６の奥行きがあるように感じる画像が生成される。
【００２０】
　一般的に、立体視の見え方の質は、スクリーン２１０が、投影装置２２０から伝播され
る高度に偏光された光を保存する能力に依存する。典型的な映画のマットスクリーン（ラ
ンバート散乱体に近い）は、散乱が大きく拡散されてしまうため、一般的に３Ｄシステム
への利用には適していない。投影光の波長と比較すると、スクリーンの機構の大きさおよ
び高さの統計、並びに傾斜確率密度から判断すると、このようなスクリーンは、ほぼ完全
な偏光解消体であると言える。しかしながら、高品質な立体視３Ｄ画像の場合、伝送され
る画像とブロックされる画像と間のコントラスト比が、少なくとも１００：１、より好ま
しくは２００：１あるいはそれ以上のものが使用される。
【００２１】
　現在、偏光状態を保存するために、いわゆる「シルバースクリーン」が使われている。
シルバースクリーンは、ポリ塩化ビニル（ＰＶＣ）基板に吹きつけ塗装する工程により製
造されており、透明な結合剤に分散されたアルミニウムフレークによって、凹凸のある表
面機構が形成される。アルミニウムフレークのファセット（小面）が、基板表面に対して
ほぼ平行に位置する傾向があり、マットな基板に比べて相対的に高い鏡面反射率および鏡
面反射利得を生み出している。暗い外枠を有するスクリーンのある場所で生じたホットス
ポットや過飽和を緩和しようとする、あるいは、利得を下げようとすると、多くの場合、
表示、均一性およびクロストークの間でのトレードオフとなる。例えば、鏡面反射に関係
して生じるホットスポットを減少させるために、空気と結合剤との間の境界面をランダム
にするマット剤を含ませるようにしてもよい。スクリーン１１０に垂直な方向（すなわち
、図１Ｂにおける観察位置１３６に向かう方向）における性能を評価するのに、通常、直
線偏光コントラスト比が１５０：１を上回っているかを測定している。しかし、直線偏光
コントラスト比は、主に画像の輝度が減少することが原因となって、角度によって急激に
下がる傾向がある。その結果、例えば、観賞位置１３２および１３４のように、特定の場
所で直線偏光コントラスト比が２０：１を下回ってしまう座席が、映画館内にしばしば存
在する。
【００２２】
　現在の金属フレークスクリーンに関連する他の問題として、フレークの有限サイズおよ
び制御できない統計的な配置に起因する「粒子の粗さ」および「スペックル」がある。従
来のマットスクリーンでは、非常に小さい散乱中心を高密度に配置することにより散乱を
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達成している。その結果、拡散体の相対的に小さい空間領域においてエルゴード的な統計
性が達成されており、また、見え方についても均一な白が達成されていた。一方、フレー
クによるスクリーンは、巨視的な構造（１ミクロンより大きい）により構成されており、
同様なエルゴード的な統計性を達成すべき領域も非常に大きくなっている。通常、この領
域は、人間の目の分解できる大きさよりも大きいので、散乱強度の空間変化が見えてしま
う、すなわちスクリーン面の「粒子が粗く」見えてしまう。散乱角が大きくなると、光の
強度に寄与しているフレークのファセットの相対数が減少し、その結果、「粒子の粗さ」
および「スペックル」の問題が悪化する。
【００２３】
　フレークスクリーンでは、均一性に対するコヒーレント性の寄与も顕在化する。元の投
影光源はインコヒーレントであるにも関わらず、映画館の観客席までの距離を伝播した後
の投影光は、高度にコリメートされて、相対的に大きい（数百ミクロンにおよぶ）横軸方
向の空間的にコヒーレンスな光となっている。このコヒーレンス長内に位置するファセッ
トが、構築するようにまたは阻害するように干渉して、知覚される光の強度を実質的に色
が変化するように変調してしまう。これは、従来のシルバースクリーンの場合、全体とし
て粒子の粗さのあるスクリーン上に重なって現れるぼんやりと色づいたスペックルパター
ンとして観察される。しかしながら、干渉効果は、非常に敏感に反射角度に依存するので
、観察者が頭を動かすとスペックルパターンもスクリーンに対して相対的に移動するよう
に見える。投影光の時間的コヒーレンスは小さいままなので、干渉効果を体験するには、
寄与するファセットが、入射波面および反射波面とほぼ同一面に位置する必要がある。す
なわち、干渉効果は、再帰反射方向において最大となり、散乱角が大きくなると小さくな
る。
【００２４】
　［偏光コントラスト比および利得］　クロストークに関係するコントラストは、透過レ
ンズを通過し観察される光と、遮断レンズを通過し観察される光との明るさの比として表
される。偏光コントラスト比（ＰＣＲ）に作用する変数としては、偏光基底ベクトル、投
影形状、観察位置、およびスクリーン上の観察点がある。ランバートスクリーンでは、分
子に存在する項は、観察位置によらず実質的に一定である。しかし、従来のシルバースク
リーンでは、利得が十分に高いので、分子項の数値の減少が、偏光コントラスト比の角度
依存性に大きな影響を与える。スクリーンの特性を示す一つの方法として、偏光感度をも
つ双方向反射分布関数（ＢＲＤＦ）すなわち単位立体角あたりの反射率を計測する方法が
ある。
【００２５】
　図３は従来のシルバースクリーンの偏光保存性能を観賞角度の関数として表わしたグラ
フ３００を示している。グラフ３００は、コリメートされた光源（波長０．６３３μｍの
ＨｅＮｅレーザー）を使用した従来のシルバースクリーンにおける双方向反射分布関数の
測定値を示しており、Ｐ指向性をもつ偏光子が照明路に挿入され、検出路にはＰまたはＳ
指向性をもつ偏光子が使用される。ＰおよびＳは、それぞれ、グローバル（基板）座標系
における入射面に対して平行な単位ベクトルおよび垂直な単位ベクトルである。これは、
スクリーンに埋め込まれた個々の反射ファセットに関係するローカル座標系と混同される
べきではない。測定は、スクリーンを垂直方向から－５°の方向（プロットで－１０°に
対応）に照明し、正反射方向が０°に対応するようにして行う。検出器は、検出モジュー
ルが有限サイズであることによって生じたドロップアウトが起きた面内角度を読み取る。
【００２６】
　図３において、ＰＰのプロット３０２は、利得プロファイルをほぼ追跡する平行偏光子
の双方向反射分布関数に対応する。ＰＳのプロット３０４は、交差偏光子の双方向反射分
布関数であり、いくつかの機構の組み合わせを通じてＳ偏光の散乱角の関数として変換さ
れたパワーに対応する。この項は、散漫散乱成分で期待されるように、角度空間において
相対的に「白色」となる。
【００２７】
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　図４に示すグラフ４００は、従来のシルバースクリーンの偏光保存コントラスト性能を
観賞角度の関数として表わしたものである。偏光コントラスト比（ＰＣＲ）４０２は、観
察角度の関数としてプロットされており、図３に示したＰＰの双方向反射分布関数プロッ
ト３０２とＰＳの双方向反射分布関数プロット３０４との比である。入力偏光が入射面に
含まれるので、これが、フレネルの法則として見た場合の直線偏光における「最良の場合
」のコントラストに相当することは、以下で示される。
【００２８】
　図５は、従来のシルバースクリーンの利得曲線を観賞角度の関数として描いたグラフ５
００である。利得曲線５０２は、偏光に依存しないランバート散乱体に対するＰＰの双方
向反射分布関数の比を示している。このスクリーンの場合、２０°でコントラストが半分
になっている。偏光コントラスト比は、利得を追随するので、高い利得のスクリーンは、
通常、観察されるクロストークで、最も高い空間不均一性を示す。
【００２９】
　図３から図５に示された上記の測定結果は、従来のシルバースクリーンについてのもの
であり、双方向反射分布関数は、正反射方向において、ほぼ入射角に依存しないと言える
。したがって、利得スクリーンの偏光コントラスト比の分子部分は、主に、観察光線と正
反射方向とがなす角度差に依存する。正反射方向は、スクリーン表面が鏡であったとした
場合に光線が伝達される方向に対応する。
【００３０】
　クロストーク漏洩項（分母）を決定する因子としては、１）照明光の波長よりも非常に
小さい構造による散漫散乱に起因する偏光解消、例として、ナノサイズの粗いまたは鋭い
かどをもつ粒子、被膜に含まれ下のマット基板を露出する空洞部が挙げられる、２）結合
剤の材料または添加剤の材料の局所的異方性に起因する偏光変化、３）一つの面からの（
鏡面）反射における偏光変化、４）照明方向に対して高度に傾斜している表面によって生
じる、光学サイズにおける多重反射、といったものが挙げられる。
【００３１】
　本開示は、従来から使用されているシルバースクリーンのような統計的表面と関係する
コントラストにおける制限を克服することを試みる。本開示による設計された表面は、全
反射型の分散手段を用いて、正反射方向で極端な反射率を示さないより望ましい利得プロ
ファイルを提供してもよい。上に列記した機構による寄与を、最低限にすることができる
、または実質的に除外することができる。さらに、傾斜確率密度関数を制御することによ
り、輝度の均一性の改善を通じて、観察者がそれぞれ同様に高コントラストの映像を体験
することができる。そして、設計された表面によれば、投影光を座席位置に向けることに
より、画像の輝度を向上させることが可能である。これにより、迷光が減少するため、彩
度および画像コントラストを更に向上させることが可能である。以下に説明するプロセス
により、可能な限り安価にそして高品質にスクリーン材料を製造することが可能である。
【００３２】
　因子１―照明光の波長よりも非常に小さい構造による散漫散乱に起因する偏光解消とは
、およそ数ナノメーターから数百ナノメーターのサイズの表面と入射光との相互作用に関
連する偏光解消を指す。この因子の寄与は、（投影および観察）角度空間において実質的
に白となり、偏光基底ベクトルとは無関係となっている。交差偏光子顕微鏡で観察する場
合、この寄与は、背景の「グロウ」となって現れる。実質的に空洞部が形成されていない
高品質な（ＲＭＳが低い粗さを有する）光学的被膜であって、この水準において構造部を
形成しない表面の局所的形状と共形である光学的被膜を使用することにより、上記の寄与
を実質的に消去することができる。
【００３３】
　因子２―結合剤の材料または添加剤の材料の局所的異方性に起因する偏光変化は、光学
的に厚みのある「透明な」被膜に関係している。このような被膜は、異方性をもち、局所
状態における偏光を修正する。本開示の教示するところによれば、鏡面仕上げ金属被膜に
よる単一表面反射を利用して、この寄与を消去してもよい。さらに、相対的に薄く塗布さ
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れ実質的に位相差生じさせない低複屈折の酸化物様誘電体の層を設けるようにしてもよい
。
【００３４】
　因子３―１つの面からの（鏡面）反射における偏光変化とは、局所的反射表面の表面形
状を指し、複素反射におけるＳ反射とＰ反射との基本的な違いによる結果である。偏光コ
ントラスト比に関連する損失は、ほとんどの映画館の環境下において、投影－観察間での
典型的な角度に対して相対的に無視できるほど小さいが、さらに要求度の高い環境におい
ては、無視できなくなる。金属表面上にさらなる共形誘電被膜を設けることにより、この
因子の寄与を更に減らすことが可能であることは、以下で示される。
【００３５】
　因子４―照明方向に対して高度に傾斜している表面によって生じる、光学サイズにおけ
る多重反射とは、（ある条件では、最大の方向の）法線方向の入射／観察において起こり
得る多重反射を指す。これは、通常、高度に傾斜した拡散構造と関係している。すなわち
、１回反射された後、前方に進み続ける光線、または１回反射された後、隣接した構造を
通過できなかった光線が、２回目の反射を受ける。これら事象間の平均自由工程は、反射
構造の大きさよりも十分に大きく、他の望ましくない（画像の品質に関わる）影響を及ぼ
す。２回反射された光線は、高度に変化した偏光状態を有しており、偏光コントラスト比
を低下させる。そして、このような反射の影響は、偏光基底ベクトルの関数であることが
、以下で立証される。
【００３６】
　［散漫散乱］　因子１は、散漫散乱と関係する高い空間周波数に対してほんの少ししか
又は全く寄与がない連続マイクロ反射構造を利用することにより、実質的に取り除くこと
が可能である。理論的には、米国特許第７０３３７３６号広報、発明者Ｍｏｒｒｉｓ他（
参照により本明細書に組み込まれる）に記載されるように、全ての反射手段を使用して、
散漫散乱の特色を示す任意の傾斜の確率密度関数を生成した設計を利用することにより、
部分的に因子１を取り除くことができる。また、これらの構造は、性能を犠牲にすること
なくマットな外観を得ることができる、大きさ、場所、傾斜及び高さについての擬似ラン
ダム分布であってもよい。
【００３７】
　実用面から、本開示の設計構造（拡散体）は、ある製造環境において、一貫して量産可
能なものであることが好ましい。例えば、ロール・ツー・ロールでエンボス加工を施すこ
とによって、本明細書の以下に説明するような生成カーネル（ｇｅｎｅｒａｔｉｎｇ　ｋ
ｅｒｎｅｌｓ）を形成できる。引き続いて設けられる被膜は、好ましくは、同様な高いレ
ベルの品質を有し、蒸着やスパッタリングといった方法により形成される。本開示では、
拡散体／スクリーンが、映画館という環境下で使用されていると説明しているが、視覚媒
体を見ることができる他の環境下で使用される場合についても考えられており、これらに
特に限定されるわけではないが、例えば、ホームシアター、ゲームシステム、ヴァーチャ
ルリアリティ、飛行シミュレーター等で使用されてもよい。
【００３８】
　現在の統計表面（例えば、従来のシルバースクリーン）は、望ましくは１００％である
が、常に、それを下回る反射曲線因子をもつ。ここで、曲線因子は、全面積に対して金属
化された面積の比で定義されており、金属化された面積は、透過率が０であると仮定して
いる。しかしながら、反射構造が部分的に透過可能である場合、他の偏光解消メカニズム
が影響するようになる。より典型的に、シルバースクリーンで言えば、被膜中の小さなピ
ンホールが、偏光解消マット基板（多くの場合、白地）を露出させてしまう場合が挙げら
れる。ピンホールが形成されるのを避けられない場合、高度に吸収可能なベース基板（例
えば、マットブラック地）を使用することが望ましく、これにより偏光解消された光が伝
達されてしまうのを大幅に低減できる。例えば、グラビア印刷プロセスを使用した製造方
法によるスクリーンは、多くの場合、低い曲線因子を有し、偏光コントラスト比が基板に
よる偏光解消に大きく依存する。
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【００３９】
　実際の使用状況下では、散漫散乱は、しばしば、ホットスポットを取り除こうとして起
きてしまう。ファセットが、統計的な表面をもつ基板の表面に平行に配置する傾向がある
ため、ホットスポットを取り除こうとすると、正反射方向の反射を損なうこととなってし
まう。散漫散乱を増加させておくことも可能ではあるが、輝度および偏光コントラスト比
を犠牲にすることになる。本開示では、確率密度関数は、正反射方向の付近では均一にな
るように設計される。このように構成することにより、スクリーンの輝度を上げると同時
に、偏光保存が可能となる。
【００４０】
　［映画館の形状および反射による偏光変化］　最良の統計的な表面設計を導き出すのに
重要な点として、映画館の館内の形状範囲を完全に理解することがある。現代の映写室で
は、投影レンズは、スクリーンに対して水平方向の中心に（名目上は）位置し、そして多
くの場合、垂直方向には中心よりも上に位置している。オフセット幅は、０からスクリー
ンの半分、もしくはそれ以上となっている。標準的なスクリーンは、投影距離（ｔｈｒｏ
ｗ　ｄｉｓｔａｎｃｅ）に（好ましくは）等しいまたはそれを超える曲率半径を有する（
垂直方向の）１軸の湾曲を有する。実際にも、これは、１．３を超える利得のスクリーン
を使用した場合のＳＭＰＴＥ準拠の必要条件となっている。
【００４１】
　典型的な映画館の館内の観覧席エリアにおいて、前方の座席部分は約８～１０°で傾斜
がつけられているのに対して、より広い後方の座席部分の傾斜はおよそ２０～２２°とな
っている。前方に位置する座席部分は、典型的には、曲線状に（スクリーンのように）配
置されているのに対し、後方に位置する座席部分は矩形に配置されている。投影装置に最
も近い列では、後方部の有効幅を増やすために、いくつか座席が追加されていることが多
い。また、典型的な映画館では、平均投影比（ｔｈｒｏｗ　ｒａｔｉｏ）（スクリーン幅
に対する投影距離の比）がおよそ１．８となっている。
【００４２】
　定義するという観点で言えば、異なる観察点について、仮想の「理想的な観察者」の視
点から性能を表わしてもよい。理想的な観察者は、（利得スクリーンを使用した場合）白
フレームの輝度のピークがスクリーンの中心で生じるような座席位置で表現される。他に
関係する位置としては、システムが十分に性能を発揮する境界に位置する周辺部の座席が
ある。これら周辺部の座席は、上記で述べたような他の配置に関する条件と共に、拡散領
域を規定する。
【００４３】
　任意の２１の映画館で検証してみたところ、軸上の光線の垂直方向の平均オフセット角
は、下方向に約８°であった。垂直方向のオフセットは、正反射方向を下方に偏らせ、利
得スクリーンの場合、輝度を上げるのに役立つ。このように構成することで、適切な設計
を行えば、座席の中心位置に理想的な観察者を配置することができる。逆に言うと、オフ
セットが０の場合、利得スクリーンの最適な観賞位置は、投影装置の位置となってしまい
、これは明らかに現実的でない。本開示によれば、投影装置のオフセットおよび理想的な
観察者に関係する角度に応じて、拡散角のバイアスを拡散設計に組み込んでもよい。
【００４４】
　最悪の場合の観賞角度は、周辺部の座席（または、システムが十分に性能を発揮すべき
座席の部分集合）に関連している。これらの座席は、観賞領域を規定している。理想的な
輝度及びコントラストの環境下では、本開示によれば、光が拡散領域の外側に投影される
ことがない。また、最適な偏光コントラスト比は、拡散領域内で反射が１回のみ起こるこ
とを必要条件としている。多重反射が起こる場合には、拡散領域外の反射条件下で起こる
のが望ましい。
【００４５】
　図６（Ａ）および図６（Ｂ）は、それぞれ、ある映画館の異なる観察位置における観賞
領域をプロットした極グラフ６００および極グラフ６５０である。図６（Ａ）は、観察光
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線の（グローバル座標系における）角度を示したプロット６０２であり、前方左の座席（
例えば、図１Ａおよび図１Ｂの観察位置１３２）において、スクリーンの周囲をトレース
することにより定められた角度を示している。図６（Ｂ）は、後方左の座席（例えば、図
１Ａおよび図１Ｂの観察位置１３４）における上記と同様のプロット６５２を示している
。この例の場合、後者（プロット６５２）が、前者（プロット６０２）に内包されている
。典型的な映画館の座席配置では、しかしながら、後方の座席が、スクリーンの下端に対
応する領域の一部を規定している。
【００４６】
　図７は、任意の２１の映画館の座席エリアについてサンプルした、上記の図６（Ａ）お
よび図６（Ｂ）と同様な観賞領域を示した極グラフ７００である。サンプルしたデータ７
０４は、照明／視野条件が垂直方向に対称となる条件の境界線７０２内に収まり、同様に
垂直方向に対称となっている拡散領域を規定している。拡散を実質的に境界線７０２で囲
まれる領域内に限定し、実質的に全ての観察位置と任意のセーフティマージン（例えば５
°）とを含む観賞領域をそこに含ませるように設計するのが、目標である。
【００４７】
　以下に記載する分析では、スクリーンが、マイクロ反射構造の集合体を含み、マイクロ
反射構造は巨視的に見て同一平面となっており、また傾斜確率密度関数に従った方向にお
いてランダムに配置されていると仮定している。ローカルな座標系は、ここでは、投射光
線ベクトルおよび観察光線ベクトルによって規定される。これにより、局所ファセット法
線ベクトルを含む局所入射面が規定される（ここでは、所望の表面が、連続マイクロ反射
の性質を有している場合でも、例示のため、ファセットモデルを使用する）。偏光は実質
的にスクリーンで保存されることから、ファセットで偏向された光は鏡面反射の結果であ
ると仮定するのが合理的である。あるファセットが所望の方向に存在する尤度は、スクリ
ーンの利得に関係している２次元の傾斜確率密度関数によって表わされる。
【００４８】
　また、局所入射面は、反射に関するフレネル方程式に従うＳベクトルおよびＰベクトル
（または局所固有ベクトル）を規定する。この場合、機能的被膜は、通常、複素屈折率を
もつ金属（例えばアルミニウム）であり、したがって、光吸収性がある。「ファセット面
積」が照明波長と比べて大きいと仮定する（または、より現実的には、波長の大きさで傾
斜がゆっくり変化すると仮定する）と、光は表面で鏡面的に反射され、偏光が保存される
とみなすことができる。このように、事象に関連して偏光消失は実質的に起こらないが、
通常、ＳおよびＰに関する固有の複素反射係数により偏光状態（ＳＯＰ）の変化が生じる
。
【００４９】
　入射直線偏光光が、ＳおよびＰの射影の両方を含む場合を考える。反射における位相差
は、楕円率を導き、反射率の違いは、方向を回転させる傾向がある。直線偏光子ベースの
３Ｄシステムの最悪の場合の方位角（アジマス角）（入射のファセット面に対して±４５
°の偏光）における、または円偏光子ベースシステムのある方位角における、フレネル反
射の偏光コントラスト比に対する寄与は、次のように表わされる。

　ここで、

は、それぞれＰ偏光およびＳ偏光に関する複素反射係数（共通の位相は無視）であり、Γ
は、Ｒ成分およびＰ成分間の位相シフトを表わす。　一次では、分母の第１項は反射率の
違いによるコントラスト損失を表わし、分母の第２項は位相の遅れによるコントラスト損
失を表わしている。
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【００５０】
　（例えば、平面スクリーンの）無限の投影距離（中心に投影装置が配置される）をもち
、スクリーン面に観察者を位置させるためには、基本的に、ファセット入射角が４５°よ
り小さい必要がある。一般的な映画館の座席エリアの場合には、最悪の条件の観察者に関
連付けられた最大のファセット入射角は、３５°未満である。
【００５１】
　図８は、ファセット入射角の関数としての円偏光（または最悪の条件の方位角での直線
偏光）の場合の、フレネル偏光コントラスト比のグラフ８００を示している。コントラス
ト８０２は、角度が２５°未満（ほとんどの観察者が含まれる）で１０００：１を超え、
３５°を超える角度では、２７０：１を割らない値となる。このように、フレネル寄与は
、現在の映画館の環境下では、相対的に小さくなっている。
【００５２】
　（一次の）相対的な寄与という観点で見れば、反射率の違いのみによるコントラストは
、角度３５°で２４０００：１となり、位相の遅れのみに関係するコントラストは２７３
：１となっている。したがって、フレネルに関係するコントラストの損失は、ほぼＳとＰ
との間の位相シフトに起因すると言える。ＳとＰとの位相をより厳密に一致させる方法が
存在し、また同時に、（自然酸化物の成長を防ぐ役割も果たす）共形透明誘電体層を金属
層の上に追加することにより、全体の反射率を上げることも可能である。これは、いわゆ
る「保護アルミニウム」鏡面被膜によって実現することができる。米国特許第７１１０１
７５号広報、発明者Ｌｉｐｐｅｙ他（参照により本明細書に組み込まれる）では、反射率
の違いに対応するためにアルミニウムの層を堆積し、誘電体層を使用してＳ‐とＰ‐の反
射率を同じにすることが開示されている。しかしながら、Ｌｉｐｐｅｙは、コントラスト
が、反射率の違いよりも、位相の違いからより大きな影響を受けることを認識していない
。偏光解消がＳとＰの反射率の違いの結果のみによって生じていると仮定しているため、
コントラストに関しては、局所入射角を最小にして高い利得を得ることを目的としている
。しかしながら、ここに開示されるように、我々は、偏光解消を支配しているのは、多重
散乱事象であることを証明した。この点についてＬｉｐｐｅｙは示唆すらしていない。す
なわち、Ｌｉｐｐｅｙは、コントラスト性能に寄与する支配的なメカニズム、またはコン
トラスト性能を最適にする技術を認識していない。さらに、Ｌｉｐｐｅｙは、第２の目的
として、Ｓ偏光とＰ偏光との振幅反射率を一致させることを挙げている。本開示の教示す
るところによれば、ＳとＰの反射率の振幅を一致させると共に、これら二つの成分間の位
相差を最大にすることも可能であり、偏光保存特性について優れた性能を提供可能である
。
【００５３】
　誘電体の保護膜を金属鏡面層上に堆積して、耐久性を付与し反射率を向上させることが
、しばしば行われている。アルミニウムが何にも覆われず剥き出しの場合、簡単に傷がつ
いたり、次第に自然酸化物（Ａｌ２Ｏ３）の薄い層（７０～９０Å）が形成されてしまう
。自然酸化物（係数ｎ＝１．６６）は、時間の経過と共に反射率を下げてしまう傾向があ
る。光学的厚みがおよそ波長の四分の一であるＭｇＦ２（係数ｎ＝１．３８）の層を、剥
き出しのアルミニウム上に堆積させることにより、反射率を数％上げることができる。Ｍ
ｇＦ２は誘電体の保護膜として理想的な選択肢ではあるが、ＳｉＯ２のような係数が低い
他の誘電体を使用しても十分な改善を得ることができる。どちらの場合にしても、一番の
制約は、Ｓ反射率とＰ反射率との間の複素位相差を最小にすることである。
【００５４】
　本開示においては、効率を向上させることよりも偏光保存をすることがより重要である
。上述したように、薄膜で補償してＳ成分とＰ成分との間の位相差を小さくすることによ
って、偏光保存を促進する。任意の厚みおよび係数をもち、性能測定基準が５８９ｎｍで
の偏光コントラスト比となっている（入力偏光は、入射面に対して４５°）誘電膜は、（
例えば、ＭｇＦ２層を配置することにより）反射係数を最小とした場合に、最も優れた結
果を示す。７０Åの厚さの自然酸化物が使用される場合、ファセット入射角３５°におけ
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る偏光コントラスト比は、１３９：１（剥き出しの状態のアルミニウムのコントラストよ
り低い）となる。波長の０．３４倍の厚さをもつＭｇＦ２層を追加すると、コントラスト
は、２３，９１５：１となる。２８°でのコントラストは、補償された場合のコントラス
ト（１，９３４：１）を下回るが、それでも、コントラストは依然として補償されていな
い場合（３６０：１）より大幅に高い値となっている。さらに小さい角度では、コントラ
ストは通常上がり、補償された場合には、補償されない場合の少なくとも３倍以上のコン
トラストを維持する。
【００５５】
　傾けられたファセットは、固有の直線偏光を持つことから、直線偏光ベースのシステム
の性能は、方位角に依存する。入力偏光が入射ファセット面に含まれている場合、偏光は
反射において保存される。このメカニズムが、コントラストを決定している重要な要素で
あるとすると、眼鏡を選択することにより全体の性能を最適にできる。例えば、スクリー
ンのかどは、ファセット入射角が最も大きくなる場所に対応しており、方位角０／９０°
よりも方位角±４５°に近くなる傾向がある。このような場合では、±４５°の直線偏光
の眼鏡をベースとしてシステムを使用してもよい。コントラストは、実際には、方位角と
は無関係なので、円偏光ベースのシステムを使用しても、どの方位角でも反射による偏光
変化を抑制することはできない。コントラストが、多重反射によって支配されてしまうよ
うな事象では、上記の議論が、同様な設計検討とはならない。
【００５６】
　［二重反射］　スクリーンの構造によっては、１回反射された後の偏光の変化は、クロ
ストークに影響する最も重要な因子でない場合もある。例えば、Ｗａｖｅｆｒｏｎｔ　Ｔ
ｅｃｈｉｎｏｌｏｇｉｅｓ社が製造する拡散体のような高指向性の拡散体は、高度に傾斜
したリッジをもち、二次反射が生じる傾向がある。交差偏光子顕微鏡の下では、既製のホ
ログラフィック拡散体の多くは、法線方向に照明され検出される場合、再帰反射により直
線固有偏光を示す。光の伝達に通常使用される製品を試験のためにアルミニウムで被覆し
たものを３つ用意し、サンプルとしてテストした結果、全てのサンプルが、実質的に、直
交方向よりも一つの面で拡散していた（８°／２１°、１０°／６８°、１２°／４４°
）。被覆したサンプルにより、入射偏光が構造軸に平行な場合はコントラストが、数百：
１となるが、サンプルが回転する場合、コントラストは低くなり、方位角４５°で数十：
１となってしまう。以上の測定は、再帰反射の配置で行われた。
【００５７】
　金属フレークスクリーンのような統計的な表面では、二重反射もよく起こる傾向がある
。対になっている複数のファセット間の平均自由工程は、実質的に、実際の反射構造の大
きさよりも大きい。再帰反射配置とし、交差偏光子顕微鏡下で、スクリーンのサンプルを
回転させると、対になっている複数のファセットの輝度が一斉に変化するのが観察できる
。これは、対向する伝播方向から生じた偏光変換された光によるものと考えられる。固有
の方向に沿って、ファセットの複数の対は高度に消滅する。再帰反射による高度な偏光変
換により、ファセットの対は方位角±４５°で非常に明るくなる。このファセットの複数
の対の実効的な配置は、多くの場合非常に類似しており（ファセットが重なる領域によっ
て決定される）、これも、簡単に識別可能となる要因の一つとなっている。
【００５８】
　再帰反射の配置は、輝度の観点で見ると、有益となる可能性がある。すなわち、通常、
拡散のピークの方向が入射方向とぶつかる場合に、投影装置からの光は、観客の前方に投
射される傾向が強くなる。例えば、ビーズスクリーンは、従来の（猫の目）再帰反射器の
ように機能するという利点をもつ。また、自己補正する性質があるので、光を最適に分散
させる手段として、拡散特性を局所的に制御する必要がほぼなくなる。しかしながら、こ
のような再帰反射は、特定の再帰反射器（例えば、コーナーキューブ）のように偏光を弱
めることがない点に注意しなくてはならない。ファセットの対による二重反射の場合、偏
光は、実質的に直交状態へと変換される。
【００５９】
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　以前の映画のスクリーンには、垂直方向と比較した場合に、より水平方向に多く光を分
散させるため、レンチキュラー状の周期的構造が使用されていた。垂直方向よりも水平方
向により大きな程度で光を分散させるために、構造化された表面を使用する際には、二次
反射が起きやすく、この場合には、０／９０°偏光ベースの眼鏡を使用するようにしても
よい。しかしながら、二次反射が起こりやすいスクリーン構造は、適切に実装できない場
合が多い。
【００６０】
　［偏光コントラスト比に対する各因子の寄与］　偏光コントラスト比に対する各物理機
構の寄与を抽出するのに、測定をおこなってもよい。上記の議論に基づくと、散漫散乱の
寄与は、角度空間において白色となり、偏光規定ベクトルとは無関係であると考えられる
。これは、背景漏洩（ｂａｃｋｇｒｏｕｎｄ　ｌｅａｋａｇｅ）因子となる。したがって
、ファセット入射角と偏光コントラストとの比の結果は、直線偏光と円偏光の両方で同じ
となる。同じにならない場合は、他の物理機構の寄与が非常に大きいと予想される。
【００６１】
　フレネル寄与は、再帰反射方向（反射が１回のみの場合）ではゼロであるが、ファセッ
ト入射角が２０°に近づくと顕著となり、角度が大きくなると寄与も大きくなる。フレネ
ル寄与は、明らかに偏光に依存し、入力がファセットの入射面に平行／垂直なときに消失
し、±４５°で最大となる。円偏光の場合は、偏光コントラスト比に対する寄与は、方位
角に対して無関係となる。したがって、大きな入射角において、直線偏光コントラスト比
の結果が方位角の強い関数となる場合（または、直線偏光コントラスト比と円偏光コント
ラスト比との間に明らかな差異がある場合）、フレネル因子が重要となりうる。これは、
大きな角度において、多重反射からの寄与が相対的にわずかとなる（または、分離できる
）ということを仮定している。
【００６２】
　再帰反射方向において、直線規定ベクトルと円規定ベクトルとで、偏光コントラスト比
が異なる場合は、二重反射が原因であると考えられる。傾斜確率密度が方位角について均
一である統計的表面の場合、二重反射事象の尤度も方位角について均一となる。従って、
円偏光の場合、偏光コントラスト比に対する寄与についても方位角について均一になる。
しかしながら、直線偏光は方位角依存性があるので、全方位角における平均偏光コントラ
スト比に対する寄与は、円偏光の場合の半分となる。
【００６３】
　この寄与を検証する方法として、直線偏光および円偏光両方の場合について、偏光感度
を持つ双方向反射分布関数を測定した。ここで、直線偏光はある固有方向（Ｅｉｇｅｎ‐
ｄｉｒｅｃｔｉｏｎ）に沿ったものした。
【００６４】
　図９は、直線偏光の場合９０２のコントラストと、円偏光の場合９０４のコントラスト
を示したグラフであり、直線偏光では１６０：１を超えているが、円偏光では１１０：１
にとどまる。この違いが再帰反射方向に沿って観察されることから、円偏光の偏光コント
ラスト比が本質的に低い場合でない限り、偏光コントラスト比の変化は多重反射に起因す
ると考えられる。ここで、上記のような結果得るため、５３２ｎｍのレーザーを１組の直
交する直線偏光子と円偏光子に向けて、法線方向に入射した場合のベースライン性能を試
験した。測定されたベースライン偏光コントラスト比は、直線偏光の場合８８８：１、円
偏光の場合８９５：１であった。性能の違いは、実験誤差の範囲内に十分収まり、偏光子
によって限定される。したがって、二重反射を除去すれば、本開示による設計表面が、実
質的により高い偏光コントラスト比を提供可能であると考えられる。
【００６５】
　統計的表面が持つもう一つの好ましくない点として、双方向反射分布関数特性の空間制
御に欠けていることが挙げられる。ファセット確率密度関数の空間変化が、見た目の不均
一性をもたらす場合がある。このような変化に関係する構造の大きさは、製造工程および
それぞれの統計的制御要素に大きく依存すると考えられる。フルＨＤ（１０２４×２０４
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８画素）の２ｋ投影装置の平均的なスクリーンにおける画素のサイズが、およそ７ｍｍで
あるとすると、このサイズ（またはこれより大きいサイズ）を超える反射強度の顕著な変
動が、問題になる可能性がある。これを検証するために、サンプルのスクリーンを法線方
向から３０５ｍｍの距離で、振幅が安定した５３２ｎｍのレーザーで照明した。レーザー
および検出モジュールを４５ｍｍの間を空けて同じレール運搬機（同一面）に搭載し、ス
クリーン軸に沿って１ｍｍずつ移動させた。検出器の開口は、５ｍｍであり、実質的にス
ペックルの寄与を取り除くことができる。関連する検出立体角の平均化をおこなうと、プ
ロファイルが平滑化されると考えられる。
【００６６】
　ある特定の位置における全スキャン範囲は、１００ｍｍであり、スクリーンの他の位置
における結果についても明確な違いは生じなかった。二つの製造者によるスクリーンのサ
ンプルを試験した。サンプルＡとＢの場合、反射パワーの標準偏差は、それぞれ６．８％
と５．２％であった。最大偏差は、サンプルＡで＋２１％と－１６％であり、サンプルＢ
で＋１１％と－１４％であった。
【００６７】
　不均一な双方向反射分布関数が原因となる、７ｍｍセグメントのスキャンで収集された
平均パワーを比較することにより、知覚される画素の輝度における変化を見積もることが
できる。サンプルＡの場合、平均偏差は４．６％であり、サンプルＢの場合、平均偏差は
６．７％であった。対応する最大偏差は、それぞれ、８％と７．５％であった。本開示の
よる設計表面の利点は、このような固定パターンの変化を、全ての関連するスケールで実
質的に取り除くことができるということである。
【００６８】
　［干渉効果］　投影光の空間コヒーレンスが波長の大きさのオーダーであると仮定し、
投影装置からスクリーンへと伝播した後を考えると、スクリーンの解像領域と比較して大
きい領域に、照明光は、空間コヒーレンスを呈する可能性がある。これは、光が網膜にコ
ヒーレントに重ね合わせられることにより、スクリーンでの見え方が不均一になるという
問題を悪化させてしまう。本開示によれば、設計された微細構造は、所望の表面形状特徴
（トポグラフィ）に重ね合わせられる空間周波数ノイズ構造をもつことができる。このよ
うな構造は、１回反射の条件には影響しないが、目によって収集された光が実質的に位相
空間で均一であるように見えるよう、位相をランダムにする。ノイズの振幅が波長の数倍
の大きさであり、波長が、光の空間コヒーレンス長と同様である場合は、この位相のラン
ダム化は、実質的にスペックルを減少させるのに十分である。
【００６９】
　［マットな外観］　目は、およそ１′の大きさを分解できるが、それを下回る大きさで
知覚される強度は、関連する領域において生成カーネルが照明方向から観察方向へ光を散
乱する確率密度の加重積分であるとみなすことができる。この確率は、局所傾斜確率密度
と関連している。積分された確率が空間的に変化するということは、サンプルされた領域
がアンサンブル統計に従っていないことを意味しており、スクリーンはきめが粗いテクス
チャをもち、好ましくない。これは、構造サイズが大きいこと、および、スクリーン表面
の所定の構造の両方が原因となり起こる。また、相対的な強度変動が観察角度にともない
増加するが、要求される傾斜面積が存在する確率は、正反射方向と比べると実質的に小さ
くなっている。
【００７０】
　従来の映画のスクリーンが、マットな外観であったのは、構造の大きさが非常に小さか
ったからであり、それにより多重散乱事象が生じ、角度空間において光を平均化するのに
寄与していたからである。本開示では、設計された拡散体を分析し、一回の反射の後によ
り均一な強度分布が形成されるように、拡散体に空間的変更を施している。そして、偏光
保存をすると同時に、実質的に外観のきめの粗さを低減している。大抵の場合、これは、
本開示による設計された拡散体の形状によって達成可能である。局所的には、各散乱構造
が全観賞領域をエルゴード的に満たしている。空間的変動は、主にランダム化とタイリン
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グ（タイル張り）の効果に起因するものである。このような効果を受ける面積の割合は、
影響を受けない領域に比べて小さい、すなわち、設計された生成カーネルが重なり合う領
域に限定することができる。境界において傾斜ゼロおよび高さゼロである生成カーネルを
使用することにより、この効果を、実質的に利得プロファイルの鏡面反射領域に限定する
ことができ、その方がより好ましい。
【００７１】
　［スクリーン設計の例示］　スクリーンが、生成カーネルの統計的に均質な分布を含む
場合、このカーネルが実質的に極端な場合の照明条件及び観察条件を満足する必要がある
。スクリーン上の全ての点のそれぞれが、一つまたは複数の個別の角度からの照明を受け
る。アンサンブル統計に関係する領域上で、この照明は通常コリメートされているとみな
せる。このような各照明領域では、利得の必要条件に応じた拡散領域に関連する角度範囲
内に光が散乱される。このような各位置では、正反射方向と観察方向との間で形成される
極限角が重要な量となる。スクリーンの各点に対する散乱条件が重なっている場合、本明
細書で「拡散領域」と呼んでいる、境界線部分は、スクリーンの微細構造の拡散条件を規
定している。拡散領域は、スクリーンの微細構造の傾斜確率密度と関連している。
【００７２】
　微細構造拡散体について説明するには、微細構造を形成し、繰り返し使用される最小の
基本構造単位（または単位群）を考えるのが便利である。本明細書では、この基本構造を
生成カーネルと称し、表面拡散体として、そこで反射される光の拡散プロファイルを決定
する局所的形状をもつ。理想的な条件下では、この生成カーネルは、必要とされる拡散体
の全アンサンブル統計をもっているので、拡散の２地点間における変化を、限界とされる
最小のスケールにおいて、最小限にする。より一般的な条件では、生成カーネルはこれら
の統計を完全に満足しないかもしれないが、これら構造のアンサンブルは満足すると予想
される。
【００７３】
　本開示の一側面によれば、生成カーネル（または複数の生成カーネルを含む微細構造）
のプロファイルを設計することにより、照明角度／観察角度の全範囲に関係するファセッ
ト入射角度内で生じる二次反射を取り除く。ある実施形態では、これは、（先に述べたよ
うな館内配置の考察結果に基づいて）映画館内の必要とされる全ての座席に光が供給され
るように、照明／観察の拡散領域を決定する、および、以下に述べる条件の少なくとも一
つを達成するように生成カーネル（または複数の生成カーネルを含む微細構造）を設計す
ることにより、達成される。条件とは、（１）正反射方向において、「スパイク」がほと
んど存在しない、または全く存在しない散乱領域（実質的にランバート散乱）全体におい
て同一となる傾斜の確率密度関数、（２）空間的に均一（例えば、±１％）な傾斜確率密
度関数、したがって、知覚される輝度の変調がほとんどない、または全くない、（３）拡
散領域の境界線において角度空間の鋭いカットオフがある傾斜確率密度関数、（４）滑ら
かな表面にすることで、偏光度が保存されるように、数ミクロンより小さい構造が存在し
ない生成カーネルの配置、（５）数百ミクロンよりも小さい生成カーネルの構造の大きさ
（この大きさを超えると、例えば、「きめが粗い」または「スパークル」が存在する外観
となる）、および（６）拡散領域周辺内に入射する光線が、拡散領域に入る前に、実質的
に二次反射を受けないこと、を含む。
【００７４】
　傾斜確率密度に鋭いカットオフを設けることにより、入射光（前方散乱）の方向、また
は隣接する構造の方向に散乱する傾向のある光を除くことができる。このような光は、二
回またはそれ以上の回数、反射されて、通常、偏光に大きな変化が生じる。加えて、拡散
領域に入らない光は、画像の輝度を上げ、観客席の表面で散乱された迷光による彩度およ
びコントラストの損失を取り除くのに利用できる。
【００７５】
　図１０は、８０°で強いカットオフをもつ均一な確率密度関数を持つ凹状構造１００２
の一次元例のグラフ１０００である。このような構造の数学的な条件は、以下のとおりで
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ある。第１に、θの変化率は、所望の散乱確率の逆数に比例する。すなわち、Ｄ（θ）：
∂θ／∂ｘ＝ｃ１／Ｄ（θ）（ここでｃは、距離の逆数の単位であり、生成カーネルに対
する尺度を設定している）。第２に、確率分布の強いカットオフは、θの積分の限界を設
定することにより決定される。第３に、表面上の任意の点における傾斜は、散乱角度の半
分のタンジェントに等しい、すなわち、∂ｚ／∂ｘ＝Ｔａｎ（θ／２）。
【００７６】
　図１１は、周期的であり、同じ条件を満足する１Ｄの構造１１００を描いた図である。
構造における複数の凸要素１１０２は、凹要素を１８０°回転させることにより得られる
。この構造における隣接するセルは、アスペクト比が保存される任意のサイズをもち、目
では分解できないくらい小さいサイズであって、かつ散漫散乱を防ぐのに十分な大きさを
もち（例えば、数百ミクロンより小さく、数ミクロンより大きいサイズ）、拡散領域内に
おいて多重反射が起きないようになっている。１０°までの角度で入射する光は、反射光
線１１０４で示されるように、多重反射が起きず、隣接ピークもない。ランダム化された
表面を、１１０６で示されるように、異なる幅を持つ複数の単位セルで埋め尽くすことに
よって生成してもよい。
【００７７】
　より一般的に述べると、統計的表面は、微分方程式∂θ／∂ｘ＝ｃ１／Ｄ（θ）を削除
し、傾斜確率密度Ｄ（θ）を残すことにより、生成可能である。傾斜θをもつ表面の密度
がＤ（θ）と等しい限り、反射構造は様々な形を有してもよい。特に、スクリーンの様々
な領域において、異なる散乱要求がある場合には、それを満たすように設計することが可
能である。
【００７８】
　図１２（Ａ）から１２（Ｄ）は、投影装置、スクリーンおよび座席エリアを含むある映
画館の側面図を概略的に示した図である。
【００７９】
　図１２（Ａ）では、動作の際、光線１２０４が、投射装置１２０２からスクリーン１２
０６の下の部分に向かって伝播する。座席エリア１２０８を照明するためには、光線が拡
散領域１２１０に向かって散乱されなくてはならない。拡散領域は、照明および検出／観
察における角度の極値に従って規定される。拡散領域内では、反射はスクリーンから拡散
領域の間で実質的に１回のみ起こり、拡散領域の外側では多重反射が起こってもよい。
【００８０】
　図１２（Ｂ）は、図１２（Ａ）に示したスクリーン表面における微細構造１２２２の例
を概略的に描いた図である。光線１２２４、１２２６および１２３２は、全て光線１２０
４に対してほぼ平行であるが、それぞれ異なる微細構造部分を照明している。光線１２２
４および１２２６は、拡散領域１２１０に入る前に、１回の鏡面反射１２３０および１２
２８を受ける。光線１２３２は、２回の鏡面反射を受けるが、射出光線１２３４は拡散領
域１２１０に入らないので、偏光コントラスト比を減少させることはない。
【００８１】
　反対に、図１２（Ｃ）は、投射装置からスクリーン１２０６の上端の部分に上向きに伝
播し、拡散領域内の実質的に異なる観賞場所を照明する光線を示している。図１２（Ｄ）
では、スクリーン１２０６の上端部分に位置する微細構造１２６２からの反射１２６８を
描いており、スクリーンの上端部に入射する光線は、多重反射されないが、一部の反射光
線１２７０は拡散領域１２４０に入らない様子を示している。
【００８２】
　従って、投影装置１２０２からスクリーン１２０６の上端部に伝播する光線と比較して
、投影装置から下向きに伝播しスクリーン１２０６の下端部に衝突するは、拡散領域の実
質的に異なる部分に好適に散乱して、座席領域を照明する。すなわち、傾斜確率密度は、
入射角度の関数としても表わすことができる。さらに、異なる入射角により異なる観賞場
所を照明できることから、拡散領域に入らない限りにおいて二重反射も許容できるといえ
る。この効果は、投影装置の投影距離が小さくなるに従って大きくなる。一つの微細構造
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１２２２および１２６２が図示されているが、一つの微細構造は、一つまたは複数の生成
カーネルを含んでもよく、これは本開示内容と矛盾しない。
【００８３】
　図１３（Ａ）および図１３（Ｂ）は、図７に示した拡散領域にのみ光が散乱されるよう
に設計されたスクリーンについていくつか考えられ得る「利得」曲線のグラフ１３００、
１３５０を示した図である。ここで、利得は拡散領域内で計算されており、また垂直軸に
対して対象であるが、図７に示すような鋭いカットオフを持っていると仮定している。グ
ラフ１３００は、拡散領域内の均一な（ランバート散乱のような）プロファイル１３１０
によれば、典型的な白色のマットスクリーンプロファイル１３２０と比べて、効率がおよ
そ３０％上がることを示している。グラフ１３５０は、利得プロファイルが、現存する利
得シルバースクリーンと同じ機能的形状をもっているとすると、効率１３６０の増加がほ
ぼ１００％になることを示している。また、線１３４０で示すように、全体としての均一
性が線１３３０で示される従来のシルバースクリーンを上回るように利得曲線を平らにす
ることもでき、すなわち、同じ最大輝度をもちつつ現在のシルバースクリーンの利得プロ
ファイルを広げることができる。
【００８４】
　図１４は、スクリーン表面の法線に対する、ファセット法線領域の極プロット１４００
を示しており、投影装置からの光が実質的に全観賞領域を照明している。スクリーンの各
点において、投影装置からの光を各座席それぞれに向けるファセット法線１４１０の集合
が存在する。このようなファセット法線の集合が複数、スクリーン表面全体に渡って存在
することにより、ファセット法線領域１４２０を構成しており、観察者がそれぞれ実質的
にスクリーンの全ての部分から光を受けることができるようになっている。この領域の外
に位置するファセット法線は、無駄な光となる。グラフの黒い点１４１０は、任意に選ん
だ映画館の左側に位置する極限の観賞場所の席から計算された結果である。領域、すなわ
ち曲線１４２０は、最も右側の座席の観賞角度を含むように延長される。
【００８５】
　偏光保存投影スクリーンについての所望の配置特性は、次のように特定される。（１）
拡散領域を均一な光強度で満たす。（２）（ａ）反射された光がスクリーンに２回ぶつか
ることがないよう光の分布にカットオフ角度を導入する、および（ｂ）急峻な傾斜をもつ
構造を良好に分離した状態に保つことにより大きい角度で散乱された光が２回表面にぶつ
かることがないようにする、ことにより光の多重反射を防ぐ。（３）一つの画素よりも小
さい領域内においてエルゴード性を達成する。すなわち、一つの画素よりも小さい面積の
スクリーンによって全拡散領域を均一にサンプルするので、スクリーン輝度が空間的に均
一となる。（４）散乱を防ぐために、全ての構造を光学的波長よりも十分大きくする。（
５）モアレ縞または、小さなパターングリッドの集合間での干渉を生じるような、投影装
置のピクシレーションと組み合わされる周期的構造を避ける。１Ｄ散乱についてこれらの
条件を満たす曲線が見つかっている。
【００８６】
　ここで使用されている「エルゴード性」とは、有限の領域におけるあるパラメーターの
平均値が全領域のアンサンブル平均に収束される条件を指す。ある大きさをもつ領域がエ
ルゴード的であると言うとき、この領域と、アンサンブルにおける同等の大きさもつ領域
またはそれより大きい領域との間に、統計学的に違いはない。
【００８７】
　２Ｄの拡散表面を実現するには、一般的に、二つの方法がある。一つ目の方法は、上記
の条件を平均的に満たすランダム（確率論的な）プロセスに使用可能な一連のルールを決
めることである。通常、設計要求を全て満たすようにランダムプロセスの全てを特定する
のは、非常に複雑であるが、これらの表面を製造するのは一般的にそれより容易である。
もう一つの方法は、上記の全ての条件を明白に満たすように特別に構造を設計することで
ある。これにより、最善の性能を保証できるが、この設計をスクリーン表面に非常に忠実
に転写する製造技術が必要となる。
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【００８８】
　［確率論的設計］　ランダムな構造から表面の拡散体を形成する方法が数多く存在する
。例えば、レーザースペックルのホログラフィック記録、化学エッチング、機械的エッチ
ング（例えば、ビーズブラスト）、ポリマー結合剤に封入された金属フレークを塗布する
等の方法がある。これらの拡散体における個々の散乱構造の局所的配置は、拡散体を形成
するプロセスによって決まる。例えば、ホログラフィック拡散体は、２Ｄのガウス分布の
ピークによって構成される一方、金属フレークの塗料は、鋭いかどをもつ平面的なファセ
ットの集合体により構成される。鋭いかどを全て無視すれば、このような多数の構造の限
界値は、ガウス統計に一致すると期待できる。したがって、確率論的拡散体は、固有の高
さｄおよび幅σをもつガウス散乱構造のランダムに配置された集合として近似できるとい
える。
【００８９】
　原理的には、ｄおよびσの平均値は、多くの場合、独立して制御可能である。例えば、
レーザースパークルパターンの場合、σは、特徴的なスペックルの大きさであり、開口部
までの距離または開口部の大きさを変更することにより調整可能である。スペックルパタ
ーンがフォトレジストに記録される場合は、露光時間および／または現像条件を変更する
ことにより、ｄを制御することが可能である。同様に、ビーズブラストプロセスの場合に
は、σが溶射される粒子の大きさに関連し、ｄは入射速度（一次の）に比例する。したが
って、確率論的拡散体を生成する設計ルールの構築は、ｄとσとの間の関係および偏光保
存、すなわち二重反射の理解に依存する。
【００９０】
　図１５は、ガウス表面の例を上から見下ろした様子を概略的に描いた図１５００であり
、物理サンプルで実験した結果にと計算したモデルとを比較検証するために、ガウス統計
をシミュレーションした側面図１５０２および１５０４も示されている。ランダムに位置
したガウス分布をもつ平面を投入して、ガウス分布（例えば、ガウス分布１５０６および
１５０８）をもつ２Ｄの拡散体のシミュレーションをおこなった。一次の次元では、同じ
ガウス分布を使用してもよい（σとｄが定数である）。六角形の格子状にピークを配置し
、それらの配置をガウス的に重み付けされた距離でランダムに変換することにより、相対
的に均一な反範囲が提供される。変換の標準偏差が十分に大きい場合、内在する六角形格
子の次元は削除され、ペアとペアの間の相関がガウス分布になる。これは、図１５に示す
ように、ガウスノイズ分布となる。この例示したシミュレーションでは、σ＝３０μｍ、
ｄ＝１６μｍであり、内在する格子定数は６０μｍ、そして構造の全幅は２ｍｍである。
【００９１】
　構造１５００の散乱分布および利得を、不連続光線追跡（ＡＳＡＰ）ソフトウェアを用
いてシミュレーションした。法線方向入射で表面を完全に標本抽出する均一でコリメート
された光源を照明光とした。計算を早くし分析を簡単にするために、個々の光線の偏光は
無視し、また、配置に関係のない効果（例えば、フレネル反射、およびサブ波長構造から
の散乱）も無視した。利得を計算する際には、表面によって１回のみ反射された光線の全
てを収集した。
【００９２】
　図１６は、図１５に例示したガウス表面によって反射された光線の密度を角度の関数と
してプロットしたグラフ１６００を示している。グラフ１６００は、ガウスノイズ表面と
しての２Ｄ光線の軌跡を描いており、グラフ１６０２はおよびグラフ１６０４は、それぞ
れ水平側面および垂直側面からのプロファイルを示している。グラフ１６００では、シミ
ュレーションされた光線は、表面において１回のみ反射しており、利得を示すため光線の
強度はｃｏｓ（θ）で表わされている。表面で２回反射された全ての光線の利得プロット
は、多重反射の偏光解消効果を計算するのに使用することができる。
【００９３】
　図１７は、図１５で例示したガウス表面から二重反射を受けた光線の強度をプロットし
たグラフ１７００である。グラフ１７００およびその側面図１７０２と１７０４から、ガ
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ウス表面が完全にエルゴード的ではないことが明らかである、すなわち、散乱分布が半径
方向に均一でないことから、この表面は、統計的に滑らかでない。この結果は、３ｍｍ×
３ｍｍの隣接するパッチ間で顕著な強度のばらつきが見られる同様な構造サイズを持った
ホログラフィック拡散体で行った実験結果と一致する。しかしながら、この分布の半径方
向の平均は、全分布を良好に近似している。多重反射による偏光コントラスト比は、図１
６に示すような１回の反射による強度の、図１７に示すような二重反射による強度に対す
る比である。
【００９４】
　図１８は、ガウス拡散体表面の様々な振幅の一連のシミュレーションによる利得に対す
るコントラストを描いたグラフ１８００を示している。ノイズ分布の振幅を大きくすると
、構造の利得を減少させることになる。その結果、多重反射と似た状況となり、コントラ
ストが低下する。この傾向は、一連のホログラフィック拡散体で測定された傾向と同質で
ある。線１８０２で示されるシミュレーションの結果は、点散乱、フレネル効果および測
定系の有限偏光感度がないとした線１８０４で示される実験による結果よりも、常に高い
コントラストとなっている。この一連の実験は、映画スクリーン用の拡散体としての統計
的表面の制約のいくつかを明らかにしている。このような構造には、本質的に、利得（し
たがって、照明の均一性）とコントラストの間にトレードオフが存在する。高い利得が許
容される範囲において、高いコントラストを得ることができる。しかしながら、高いコン
トラストと低い利得を同時に達成するには、表面を注意深く設計することが必要となる。
【００９５】
　これらの結果を診断するために、ランダムな表面の散乱特性を計算してもよい。まず、
高さｄ、幅σのガウスピークを考える。
【数１】

　この構造で最大の傾斜は、

で起こり、反射角θが次の値に上昇する。
【数２】

　したがって、ある構造高さに対して、分離された散乱構造がカットオフ角θｃとなるよ
うに最小の構造幅σｍを設定することができる。
【００９６】
　図１９（Ａ）～図１９（Ｄ）は、ガウスピーク間の異なる間隔を生成する反射条件のプ
ロットを概略的に示した図である。図１９（Ａ）は、一つの散乱構造１９０２を外れた光
線１９０４の反射の様子を概略的に示している。一つの散乱構造の場合、θｃが９０°よ
り小さい限り、反射光線１９０６は表面から逸れ、二次反射は起こらない。図１９（Ｂ）
は、互いに隣接する構造１９２２及び構造１９２４が近づいた場合の反射特性を概略的に
示している。隣接する構造１９２２及び構造１９２４が近づくと、大きな反射角で二次反
射が起こる領域が出てくる。図１９（Ｃ）は、ピーク１９３２及びピーク１９３４がより
近づいた場合を概略的に示している。ここでは、二つのピークが重なることによってピー
クの間の領域における最大傾斜が減少するので、二重反射が消えている。図１９（Ｄ）は
、二つのピーク１９４２およびピーク１９４４が重なり、最大傾斜が増加した場合を概略
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的に示しており、このようなケースでは、多くの場合、多重反射が起こる。したがって、
隣接するガウスピークには、多重反射が起こった領域の軌跡が存在する。
【００９７】
　図２０は、等しい高さおよびカットオフ角θｃをもつ二つのガウスピークを描いたグラ
フ２０００であり、多重反射が全く起こらないピーク間距離を計算した軌跡が示されてい
る。二つのピークで規定される表面で二重反射が起こる確率を０にする（または、０に近
づける）には、ガウス分布のθｃを好ましくは５２°より小さい値に設定する。θｃが８
０°より小さい場合、ピーク間で多重反射は起こらないが、ピークが重なり始めると起こ
る可能性がある。三つのピークが重なる確率を考えた場合、θｃは依然として小さい値で
ある。しかしながら、θｃは、典型的な映画館における望ましい拡散領域よりも、非常に
小さい。したがって、ピークが互いに近づくにつれ、光は大きな角度に散乱されるので、
この光を拡散領域を満たすようにするには、高密度の散乱構造が必要となる。この場合、
三つ以上の構造が互いに重なる確率が劇的に増加する。つまり、二重反射を取り除こうと
θｃを５２°より小さくすると、拡散領域全体に光があたらなくなる。
【００９８】
　このような問題を解決する一つの方法として、異なる高さおよび幅のガウスピークを使
用することが挙げられる。図２１（Ａ）～図２１（Ｃ）は、それぞれｄ１＝１、σ１＝１
、ｄ２＝１／５、σ２＝１／５をもつ二つのガウスピークを重ね合わせた場合を概略的に
示している。位置の関数として表わされた反射角を、ピークとピーク間の離間距離につい
て計算している。ピークが十分に離れている場合（例えば、図２１（Ａ）を参照）、表面
の反射角は、局所的には、個々のガウス分布の反射角となる（θｃ＝５０°）。しかしな
がら、ピーク同士が近づくと、そのピーク間の最大傾斜が大きくなる。図２１（Ｂ）は、
小さなピークが、大きなピークのおおよその肩部に位置している場合を示している。ピー
クが正確に重なり合う状態に近づくほど、最大傾斜は減少する（例えば、図２１（Ｃ）を
参照）。一つの重要な相違点を除いて、それ以外の全ての効果は、同じ大きさの構造を重
ね合わせる場合と同様である。相違点とは、同じ最大傾斜条件が得られるが、表面の平均
深さが大きく増加しなかったという点である。その結果、大きい角度での散乱であっても
相対的に良好に分離されており、二次反射の尤度が小さくなっている。
【００９９】
　図２２は、シミュレーションしたノイズパターン２２００のグラフであり、異なる高さ
及び幅をもつがカットオフ角が同じである構造からなる二つのパターンが描かれている。
【０１００】
　図２３（Ａ）～図２３（Ｄ）は、二つのパターンおよび異なる固有サイズで構成される
拡散体と、一つのパターンで構成され異なる固有サイズを持たない拡散体との、利得及び
コントラストを比較したグラフを示している。異なる固有サイズをもつ拡散体から計算さ
れた利得を表わした曲線２３０２（図２３（Ａ）参照）は、一つの周期的構造のみから計
算された利得を表わす曲線２３５２（図２３（Ｃ）参照）よりも、滑らかな曲線となって
いる。これは、第１の構造の固有サイズが小さいために、小さいエリアにおいては、曲線
２３０２がエルゴードに近くなる一方、二つの構造による利得は、ほぼ同じとなっている
からである。そして、より注目すべきは、二つのパターンによる拡散体（図２３（Ａ）の
部分拡大図である図２３（Ｂ）を参照）のピークコントラストが、一つのパターンによる
拡散体（図２３（Ｂ）の部分拡大図である図２３（Ｄ）を参照）のピークコントラストの
およそ５倍大きいという点である。平均コントラストは、２倍以上大きくなっている。
【０１０１】
　結論として、純粋に統計的な構造において最大コントラストを増加させる実用的な方法
は、異なる周期性をもつ二つのパターンを重ね合わせることであることが分かった。この
方法には、小さい構造のサイズは、好ましくは、光の波長に比べて大きく（例えば、十数
μｍの範囲）なければならず、また大きい構造のサイズは、一つの画素の大きさに比べて
小さく（例えば、百数十μｍの範囲）なければならないという実用上の制約がある。ホロ
グラフィック拡散体の場合、２回の露光を行い、１回目と比較して高さがおよそ５分の１
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、および周波数が５倍となるように２回目の露光を調整することにより実現できる。上記
制約を達成する他の方法としては、凹凸が設けられた基板を、高利得のメタルフレークで
吹き付け塗装する方法がある。
【０１０２】
　［カスタム設計］　表面上のある地点ごとに高さを調整することができる精密工学能力
があると仮定して、表面設計をおこなう方法を以下に開示する。原理的には、拡散表面は
、複数の多角形を蜘蛛の巣状（ｗｅｂ）に接続したものにより表現することができる。こ
のように表現された拡散表面についてモンテカルロシミュレーションを行い、拡散特性が
最適となるような多角形の方向および高さを見つける。しかしながら、小さい領域でエル
ゴード性が求められることから、最小構造サイズの制約および多重反射の制約があり、こ
れらの制約により計算コストが非常に高くなってしまう。替わりに、特定の生成関数を使
用し、それを拡散表面上で複製する方がより現実的である。この関数は、ガウス分布のよ
うな一般的な関数を用いることができるが、その場合、上記の設計制約を満足するために
、統計は基本的に非ガウス的な方法に限定される。別の方法として、関数は、エルゴード
性の所望の特性を局所的に満足する生成カーネルとしてもよい。
【０１０３】
　生成関数を特定した後、表面を満たすように関数を二次元で複製する。どのような２Ｄ
曲面も、表面の高さで表わされる値の２Ｄアレイで表現することが可能である。例えば、
図２２に示される画素の値は、各点における表面の高さを表わしている。アレイ全体を満
たすには、多数の生成関数のコピーを敷き詰める必要がある。このようにアレイを生成関
数のコピーで満たすための直接的で費用のかからない二つの計算方法は、置換と加算であ
る。置換は、最終アレイの区域内の画素値を、生成関数の画素値で置き換える。二つの生
成関数が重なる領域では、二つのうち一つを切り捨ててもよい。図２４（Ａ）は、重ね合
わされた関数２４１０および関数２４２０の切捨てを行った様子を描いたグラフ２４００
である。重ねあわされた関数は、垂直になったファセット２４３０をもつので、多重散乱
の発生源となるのを防ぐように修正する必要がある。修正は、この垂直ファセットを、光
を拡散領域の外に向ける傾斜ファセット２４４０、すなわち傾斜がθｃより大きく且つ二
次反射がおきない程度に十分小さい傾斜ファセットで置き換えることにより行うことがで
きる。加算は、生成関数の画素値を、全アレイの画素値に加算する。図２４（Ｂ）は、生
成関数２４６０および生成関数２４７０の画素値を、全アレイの画素値に加算した様子を
示したグラフ２４５０である。ここで、生成関数の高さは、マイナスになっており、高さ
＝０は線２４９０で示されている。滑らかに連続した遷移とするため、生成関数の高さお
よび傾斜は、境界２４８０でゼロに近づくように設定されるべきである。この方法の利点
は、境界線上にファセットが存在しないので、原則的に光を有効に利用可能であることで
ある。しかしながら、平均的には、加算を行うと、平均アスペクト比が減少し、拡散利得
が上昇するため、以下に述べるような修正をおこなう必要がある。
【０１０４】
　ランダムな拡散体について調査した結果、生成散乱構造が表面における二次反射を防ぐ
カットオフ角をもっていたとしても、二つのピークが予見可能な形で相互作用するときに
（すなわち、二つのピークがぴったりと重なる、または近接し過ぎるとき）、多重反射が
起きる。ガウス統計で考えると、このような状況は、有限の割合の表面構造に生じると考
えられる。したがって、コントラストを上げる直接的な方法は、望ましくない事象を防ぐ
ように基本的に非ガウス的な方法でピーク位置の統計を修正することになる。これをおこ
なう最も簡単な方法は、ピークが重ならないように、ピークのランダムな変換に制限を加
えることである。この変換は、内在する六角形の格子の性質を統計的に隠すような十分な
大きさをもつ必要がある。
【０１０５】
　２Ｄの拡散レンズの微分は、１Ｄ曲線を考えるよりも、少し複雑になる。軸対称な分布
を仮定して、θをｒの関数として表わす微分方程式は以下のようになる。
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【数３】

　ここで、Ｄ（θ）は、所望の分布関数であり、Ｉｏは単位面積あたりの入射光束、そし
て、αは比例定数である。αを計算するためには、生成カーネルに入射する全光束が、全
立体角の分布関数の積分値に等しいとする。

【数４】

　ここでｒｍは生成カーネルの内半径（０となる場合もある）、ｒＭは生成カーネルの外
半径、そしてθｃは、分布関数のカットオフ角である。θがｒの関数として既知となった
後、次のステップとして、表面の高さを知るために表面の傾斜の積分を行う。

【数５】

【０１０６】
　通常、この積分を分析的に行うことは難しいが、数値的に行うことは比較的簡単である
。図２５（Ａ）～図２５（Ｃ）は、Ｄ（θ）＝ｃｏｓ（θ）とした場合、すなわち、生成
カーネルまたはランバート散乱体である場合、上記の数式３～５に示した方程式の解のい
くつかの例を示したものである。図２５（Ａ）は、最大半径ｒＭ＝１で、最大傾斜が外側
の境界線にある円形領域で生成された解のグラフ２５００を示している。図２５（Ｂ）は
、内半径がｒｍ＝１及び外半径ｒＭ＝１．５の環状領域で生成された解のグラフ２５１０
を示している。領域２５１０の最大傾斜は、内側の面で生じているので、解２５５０を形
成するように、これら二つの解を継ぎ目なく接合することができる。図２５（Ｃ）は、解
２５００と解２５１０とを組み合わせて生成カーネルの解を形成した例を示すグラフ２５
５０である。このようなプロセスに従えば、上記のカットオフ角の制約を条件とする、任
意の拡散プロファイルが可能となる。
【０１０７】
　図２６は、２Ｄランバート生成カーネルの不連続な光線追跡を用いて、シミュレーショ
ンした利得を描いたグラフである。
【０１０８】
　図２７は、図２６の生成カーネルの半径方向に平均化した利得を示したグラフ２７００
である。解２５５０（図２５（Ｃ）で示したように）でスクリーンを完全に満たすと、何
もない空間も実質的に取り除かれてしまうという問題を呈するが、生成カーネルに対する
歪みは最小限におさえることができる。
【０１０９】
　［生成カーネルのタイリング］　設計された生成カーネルでスクリーンを埋める一つの
方法として、例えば、四角形、六角形またはその他の規則正しい形の格子による格子状配
置で生成カーネルをタイリング（タイル張り）する方法がある。
【０１１０】
　図２８は、六角形の格子２８００配置の例を概略的に示している。上述したように、可
能な限り光を最適に利用し、鏡面反射率の増加（反射率の「スパイク」）を防ぐ観点から
、何もない空間が存在することは望ましくない。実質的に何もない空間を取り除くには、
六角形の格子２８００において生成カーネル２８０２を部分的に重ね合わせてもよい。例
えば、単位セル半径が２／√３である生成カーネルの六角形の格子２８００を使用したス
クリーンにおいて、何もない空間を取り除くには、およそ２０．９％の単位セルエリアを
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重ね合わせる。
【０１１１】
　図２９は、生成カーネル六角形格子２９００のセルの重なり２９１０を概略的に示した
図である。
【０１１２】
　図３０は、四角形の格子３０００の単位セルの重なり３０１０を描いた図である。四角
形の格子３０００の場合、空間を埋めるために、付加的に、より小さな単位セル３０２０
を必要とすることが考えられ、小さい単位セルの半径は、大きいセル３０３０の半径の関
数である。図３０に示す四角形格子３０００の配置の場合、重なりが１７．９％のとき最
適の状態となる。以下に述べるように、生成カーネルの重なり部分をつくると、組み合わ
せた構造の利得を変更することになる。利得の変化は、最も近くに隣接する生成カーネル
の中心から中心までの距離の関数で表され、生成カーネルは、格子内の方位角の関数で表
される。したがって、完全な格子は、生成カーネルの局所的配置を反映した散乱分布の偏
差をもつ。例えば、六角形の格子では、所定の点に最も近接するカーネルは、所定の点を
中心に６０°ずつの方向に分配されて、６倍の対称性をもつ。その結果、散乱分布は、６
０°の周期性および生成カーネルの重なり量に比例する振幅をもつ方位角方向の変調を有
する。規則正しい生成カーネルの格子は、モアレ縞、回折などの望ましくない効果を生じ
ることがある。規則正しい格子をよりランダムなるよう緩和するには、例えば、ランダム
化された格子点をもつ六角形格子を使用することで、これらの望ましくない効果を低減さ
せることができる。規則正しい格子をランダム化することにより、さらなる重なり部分が
生じてもよい。格子の位置に加えて、単位セルのサイズをランダム化してもよい。しかし
、この場合には、構造の重なりを事前に補正することが不可能となる。
【０１１３】
　図３１は、中心を０．１ｌランダム化した六角形格子３１００の概略図である。この配
置では、６０％の重なり領域３１１０となる。
【０１１４】
　図３２は、大きいセル３２３０の間に分散された小さいセル３２２０をもつ六角形格子
を描いた略図３２００であり、この場合、９．４％の重なり領域３２１０となり、非常に
小さくなる。図３２のセル配置は、よりランダムな配置となっている。
【０１１５】
　格子によって生じる効果を低減するのに、他の方法を用いてもよい。例えば、大きな単
位セルは、最初のタイリングに使われる多数の生成カーネルによって構成されていてもよ
く、この場合、散乱プロファイルにおける格子構造を隠すのに必要なランダム化量が少な
くなると考えられる。六角形格子は、６倍の回転対称性をもつが、独立した二つの六角形
格子の要素をそれらの間で３０°回転させて組み合わせたとすると、対称性は１２倍に増
加する。これは半規則的および部分的に規則的なモザイクの無限集合を多数用意すること
により達成できる。半規則的および部分的に規則的なモザイクは、典型的には、多数の多
角形（例えば、三角形や四角形）、および格子を満たす構造サイズを含むので、散乱構造
の高さおよび方向にさらなる変化を加え、干渉を低減することができる。図３３（Ａ）は
、半規則的モザイクパターンの概略図３３００である。図３３（Ｂ）は、このタイリング
の単位セルを描いた概略図３３５０であり、単位セルは、二つの六角形格子要素３３６０
および３３７０と、三つの四角格子３３８０とを含む。多角形の頂点は、生成関数の中心
点を示している。規則的な六角形格子における最も隣接している方向の角度方向は、０、
６０、１２０、…３００であるのに対し、図３３（Ｂ）に示す場合は、０、３０、６０、
９０、１２０、…３３０となっている。さらに、四角形の要素を導入することにより、１
５、４５、７５、…３４５という角度の集合を追加することができる。図３３（Ｃ）およ
び図３３（Ｄ）は、多角形３３９０および３３９６（および生成関数の中心）を概略的に
描いた図である。構造の反復距離は、依然として、一つの画素よりも小さい。
【０１１６】
　任意の大きさでの擬似ランダムのタイリングは、結晶溶解の２Ｄモンテカルロシミュレ
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ーションを行うことにより、生成することができる。このような方法は、ハードディスク
の相互作用や、任意の引力／斥力相互作用ポテンシャルをもつ粒子の研究分野でよく知ら
れている。このシミュレーションの開始点として、まず、規則的なグリッドに２Ｄの粒子
の格子を生成する。そして、ランダムな粒子を、アンサンブルから選択し、小さな定量で
変換する。変換の結果が、ディスクで覆われていない領域となった場合には、その動きは
拒否される。変換の結果が、粒子の全重なり量が減少した場合には、承認される。全重な
り量が増加する場合には、増加量に反比例する確率と共に承認される。このプロセスは、
系が平衡状態に達するまで繰り返される。通常、このようなシミュレーションにおいて、
充填の制約が強調される場合には、六角形格子に収束する。したがって、粒子の重なりを
最小限にしつつ結晶化度を抑制するためには、モンテカルロステップ（同様の制約を条件
とする）に、粒子のサイズのランダム的な変化を加えるのが有用である。
【０１１７】
　図３４は、水平変位を用いたランダム化を概略的に示した図３４００を示している。変
位を均一に生成することにより、図３４００に示されるように表面が完全に覆われるよう
にできると考えられる。
【０１１８】
　図３５は、図３４に示したランダム化された水平方向変位をもつ表面の場合の、セル中
心からセル中心への変位の確率分布のグラフ３５００である。グラフ３５００に示される
ように、隣接構造の最大変位は、２．０であり、平均変位は、０．９０５である。
【０１１９】
　一般的な構造、例えば、ガウスピークは、必ずしも理想的な散乱分布を生成しない。か
わりに、分布が相対的に多数の構造によって実現されるように、構造のサイズおよび位置
の統計を制御してもよい。拡散体の単位セルを特異的に設計するのが難しい場合には、例
えば、ホログラフィーやエッチングによる拡散体、またはガウスピークのような一般的な
構造が、設計パラメーターを決定するのに有用である。一つのセル、生成カーネル、また
は複数の生成カーネルを含む微細構造は、理想的には、あるカットオフ半径において傾斜
がゼロに近づく点をもち、複数のセルを継ぎ目なしに互いに閉じ合わせることができるの
が望ましい。また、理想的な生成カーネル、設計された生成カーネル、または複数の生成
カーネルを含む微細構造は、生成カーネルがそれぞれ所望の分布関数を全て生成できるよ
うに、エルゴード的であることが望ましい。ランバート分布を生じさせている生成カーネ
ルは、局所的にはエルゴード的になっている。エルゴード的な生成関数は、拡散表面上の
強度変化が最小になるのを助ける。
【０１２０】
　分離されているガウスピークの拡散構造は、次の方程式でモデル化できる。

　分離されたガウスピークの最大傾斜は、ｒ＝１／２で生じる。最大反射角度は、

となり、θｃのカットオフ傾斜を導くには、Ｚ０を選択して、

となる。
【０１２１】
　θｃによっては、およびその近傍において、隣接するピークが二重反射を起こす可能性
がある。しかし、θｃが８０°より小さければ、図２０に示したように、多重反射は起こ
らない（重なっているピークの場合を除いて）。
【０１２２】
　図３６は、ガウスピークの離間距離の関数としての、拡散角度のグラフ３６００である
。
【０１２３】
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　図３７は、重なっているガウス分布を持つ構造のカットオフ角を描いたグラフ３７００
である。
【０１２４】
　設計された生成カーネルの場合、重なった単位セルおよびランダム化された単位セルの
位置は、例えば、二重反射や利得プロファイルの変化など上述と同様な問題を引き起こす
ことが予想される。アレイ内に、単位セルを配置する付加的な方法を選択することにより
、利得プロファイルの変化を修正するために残し、二重反射が起こる確率を実質的に排除
することができる。
【０１２５】
　図３８（Ａ）および図３８（Ｂ）は、二つのサンプル配置における、設計されたランバ
ート拡散体が重なっている様子を描いたグラフ３８００およびグラフ３８５０を示してい
る。線３８１０、線３８１１および線３８１２は、ランバート表面を表している。線３８
２０は、線３８１１および線３８１２を足し合わせたものを表しており、足し合わせた表
面の利得が、配置３８００では高すぎることを示唆している。配置３８５０において、生
成カーネルがより互いに近づく方向に移動すると、線３８２０が下側にさらに押し下げら
れて、利得がさらに高くなる。
【０１２６】
　この問題に対応する一つの方法として、重なりについて、生成カーネルを事前に補正す
る方法がある。図３９（Ａ）および図３９（Ｂ）は、重なりに対処するために、生成カー
ネルを事前補正する方法の一つを示した図である。回転線ａによって生成された生成カー
ネルＡはエルゴード的であり、回転線ｂによって生成された生成カーネルＢもエルゴード
的であり、回転線ｃによって生成された生成カーネルＣは、制約があるが可能な限りエル
ゴードに近くなっている。

【０１２７】
　図４０は、ランバート拡散の重なりで、事前補正されたセルのグラフ４０００を示した
図である。線４０１０および線４０２０は、目標とする拡散体の形を表している。線４０
３０は、線４０１０からの偏差が最小とすると同時に線４０２０を生成するような解を表
している。計算では、重なりに対する任意の利得プロファイルを完全に修正するには至ら
なかったが、結果は十分満足できるものである。図に示されたケースでは、生成カーネル
の端で、傾斜がゼロとなっている。利得プロファイルは、８０°で鋭いカットオフをもち
、８０°を超える角度では、実質的に拡散がおこらないようになっている。
【０１２８】
　生成カーネルプロファイルの重なりに関する事前補正が十分でない場合、所望の拡散プ
ロファイルを得るために更なる措置を講じてもよい。図４１（Ａ）は、構造がランダム化
された後に、重なっている領域４１２０および重なっていない領域４１３０からの寄与を
別々に示した利得プロファイル４１１０の例のグラフ４１００を示している。重なった領
域の予備補正が不十分な場合、線４１１０で示されるように、全利得は目標とする利得の
軌跡とならない。誤差を消すために、重なっていない領域を事前に補正してもよい。図４
１（Ｂ）は、全利得が目標とする利得と等しくなるように、重なっている領域および重な
っていない領域を相補的に補正した利得プロファイルの例のグラフを示している。全利得
は、次のように表すことができる。
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　ここで、Ｇ（θ）は目標とする利得であり、Ｇａ（θ）／Ｇｂ（θ）は、生成カーネル
のそれぞれ重なっている領域および重なっていない領域に関連する利得曲線、Ａａ／Ａｂ

は、それぞれ重なっている領域および重なっていない領域の面積である。Ｇｂ（θ）≠Ｇ
（θ）である限りにおいて、重なっていない領域における補正された利得の寄与を求める
ことができ、Ｇ'ａ（θ）は、

となる。そして、重なることを条件としない生成カーネルの領域の正しい形を見つけるた
め、数式（３）～（５）を解く必要がある。重なっている領域４１７０および重なってい
ない領域４１８０の両方の補正領域の足し合わせ４１６０は、実質的に目標とする利得プ
ロファイルと合致する。モリスによる反復設計方法とは対照的に、これは、固定された数
のステップで最適な設計に到達する決定論的なプロセスである、すなわち、重なった領域
における生成カーネルの設計、重なった領域における生成カーネルの事前補正、および重
なっていない領域における生成カーネルの設計というステップである。
【０１２９】
　上述したように、設計された生成カーネルを使用することにより、従来のシルバースク
リーンで起きるきめの粗さの問題を、大幅に低減することができる。生成カーネルの各々
が実質的に拡散面の全体に分布することから、散乱角が大きい場合であっても、統計的な
変動に起因する大きな空間変動を大幅に防ぐことができる、すなわち、個々の生成カーネ
ルそれぞれが、任意の方位角における強度に寄与する少なくとも二つの領域をもつ。
【０１３０】
　ある形のノイズを加えることによって、拡散体表面の高さをランダム化することにより
、再帰反射方向に近い場所で起こるコヒーレントなスペックルの問題に対応することが可
能である。反射光の位相をスクランブルするため、このランダム化の振幅は、光の波長の
数倍とする。
【０１３１】
　本開示によるスクリーンの実用的な利点及び実施に配慮した点として、単位面積あたり
最低限のコストにすること、性能の空間均一性、製造工程において一貫した性能信頼性、
並びに、取り扱い時およびクリーニング時の堅牢性が含まれる。
【０１３２】
　スクリーン材料のコストは、既存のロール・ツー・ロールプロセスを可能な限り活用す
ることで、低減可能である。最適化されたスクリーン材料のロールストックを製造するの
に必要な基本設備には、マイクロエンボス加工、金属化処理、透明誘電体（ハードコート
）コーティング、精密裁断、および（音響伝達のための）目打ちをおこなう装置が含まれ
る。現在、従来のニッケルシムに関連する（横断方向の）下向きウェブ（ｄｏｗｎ‐ｗｅ
ｂ）の継ぎ目が発生しないロール・ツー・ロールエンボス加工プロセスがある。好ましい
製造プロセスでは、継ぎ目のないエンボスドラムを使用したＵＶエンボス加工により、連
続した拡散体材料を製造する。このプロセスによれば、細長い一片の材料（ストリップ）
を接合することにより、拡散体のロールストックを簡単に最終製品のスクリーンへと加工
することができる。精密なロール・ツー・ロール裁断をおこない、このようなストリップ
は、映画館において縫い目が実質的に見えない程度に十分小さな隙間をもって、突合せら
れ接合される。このような方法の場合、最終製品の映画スクリーンを製造するのに、バッ
クエンド膜接合プロセスを利用してもよい。このプロセスによれば、スクリーンをフレー
ムに搭載するまたはフレームに向けて引っ張る際に、十分な接合強度および信頼性が適用
される。継ぎ目（および接合プロセスで影響を受ける周辺部分）は、観客が観察不可能な
程度に十分に小さいことが望ましい。
【０１３３】
　コーティング（例えば、メタルフレークを吹き付け塗装する）の前に、膜を接合する工
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程を行うことの潜在的な利点としては、光学的厚みのある層により、小さな構造を平坦化
できるということである。実際には、接合部分に非対称な「段差」があることから、この
ようなスクリーンの継ぎ目は見えてしまうことが多い。高い鏡面反射のために、関連する
巨視的なファセットは、光の角分散において大きな分布を形成する。（例えば、突合せ接
合のように）接合部分全体が平坦である材料であれば、隙間がおよそ５０ミクロンより小
さいとき、及び、ほとんどの場合で１００ミクロン未満の大きさであれば、継ぎ目は目立
たない。エッジ形状をランダム化して接合部を隠すような工程がさらに実施された場合に
は、この隙間は大きくてもよい場合もある。
【０１３４】
　ロール・ツー・ロール裁断を十分な正確性をもって実施できない場合には、被膜が形成
されたストリップから最終製品であるスクリーンを製造する他の好ましい方法があり、こ
の方法は、強度上の理由から材料を鉛直方向に吊り下げ、また、複数のシートを同時に裁
断することにより、これらを突き合わせて接合するのが容易になる。これは、複数のシー
トを重ね合わせて、一つのナイフまたは、固定された間隔で設けられる一組のナイフを使
用しておこなうことができる。この方法によれば、端が真直ぐになっていなければならな
いという制約が緩和されるが、バッチプロセスであるため、ロール・ツー・ロール裁断方
法と比較すると労働力を要する。
【０１３５】
　裁断の後、適合するプロファイルをもつローラーを備える装置で局所的に複数のシート
を動かす、または、一枚のシートを真空テーブルを使って平行移動させて材料全体を突き
合わせることにより、二つのシートを突き合わせることができる。コーティングされた面
が下向きになっている場合、接着、化学接合、溶接等のプロセスを含むいくつかの方法の
うちの一つを用いて、複数のフィルムを接合できる。接着としては、紫外線硬化、電子ビ
ーム、または様々な熱硬化プロセスを含んでもよい。化学接合は、溶剤またはドープされ
た溶媒を含んでもよい。溶接プロセスは、接合部に熱エネルギーをもたらす様々な手段を
含み、好ましくはレーザーを含む。
【０１３６】
　突き合わせ接合に関連する表面領域が存在しない場合、接合強度を確かにするさらなる
機械的支持構造を使用してもよい。例えば、Ｔ字型の接合部を形成する裏打ち材のストリ
ップのようなものを使用して支持してもよい。裏打ちストリップの厚みおよびサイズは、
最終製品の（引き伸ばされた）スクリーンの表面が、境界において均一となるように選択
される。場合によっては、スクリーン全体を、例えば布地のような二次的な裏打ちストリ
ップでラミネートして、強度および外観を改善することが望ましい。
【０１３７】
　本開示に係るより高機能なスクリーン設計では、拡散特性の局所的（位置に固有の）制
御が必要となる場合がある。スクリーンの特定の場所のために用意された材料のロールを
製造することにより実現してもよい。通常、このようなスクリーンは、拡散方向にバイア
ス角を伴い、ランバート的なスクリーンでは、領域の中心位置に（一次の）バイアスを伴
う。
【０１３８】
　スクリーンのストックが、ロール・ツー・ロールプロセスを使用して作成されており、
ストリップが鉛直に吊るされていると仮定すると、局所的補正は、水平方向で行われる可
能性が高い。シートのクロスウェブ（ｃｒｏｓｓ‐ｗｅｂ）拡散プロファイルの設計は、
シート間の境界線における拡散プロファイルに急激な変化が起きないように、断熱的に変
更することができる。これにより、水平方向に準連続的に変化する最適化された拡散特性
を有する非常に大きなスクリーンを実現できる。
【０１３９】
　上記のように製造されたスクリーンは、平面的な形になっているが、さらに、鉛直方向
に湾曲したスクリーンと同様な性能をもつ。複合曲線（例えば、ドーナツ型）のスクリー
ンの有効性能は、上記のスクリーンを水平軸に対して曲げることにより達成可能である。
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これにより、大きな複合曲線のスクリーンを形成する際におこなわれる複雑な製造工程（
例えば、フラット／フレキシブルスクリーン材料の背後の容積の真空を引くなど）を排除
できる。
【０１４０】
　上記に開示された原理に従った様々な実施形態が説明されたが、これらは例示するため
に示されたものであって、限定することを目的としたものではない。したがって、本発明
の広さおよび範囲は上記に例示された実施形態によって限定されるべきではなく、特許請
求の範囲および本開示から発生する均等物によってのみ規定されるべきである。また、有
益な効果および特徴が上記実施形態で説明されたが、これらは、特許請求の範囲の適用を
、上記効果の一つあるいは全てを達成するための工程および構造に限定するものではない
。
【０１４１】
　明細書の各セクションの見出しは、３７ＣＦＲ１．７７の忠告従って、または組織立て
て説明する目的で、付されている。これらの見出しは、本開示から生じる特許請求の範囲
に記載される発明を限定および特徴付けるものではない。特に、例として、見出しに「技
術分野」とあるが、技術分野を説明するために上記で使用された言葉によって、特許請求
の範囲は限定されるべきではない。また、「背景技術」で記載された技術の説明は、ある
技術が本開示における発明の先行技術であるということを承認していると解釈されるべき
でない。また、「発明の概要」に記載された内容も、特許請求の範囲に記載される発明を
特徴付けるものであるとみなされるべきでない。また、本開示において、「一つの発明」
という言葉は、新規性が一点しかないということを論ずるために使用されるべきでない。
本開示から生じる複数の請求項の限定事項によって、複数の発明が記載され、このような
特許請求の範囲は、発明およびその均等物を規定し、保護する。特許請求の範囲の広さは
、本開示に照らし合わせて実態に基づいて考察されるべきであり、記載された見出しによ
って制限されるべきではない。
【図１Ａ】 【図１Ｂ】
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