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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向が互いに平行になるように、かつ、単位レ
ンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の略台形形状における長い底辺の面が全て入
光面側の一平面上にあるように複数個配列し、出光面側から入る外部光を吸収または／お
よび遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の
切断面における側辺において光を全反射する拡散シートであって、
　前記単位レンズ部の該切断面における略台形形状が等脚台形形状であり、該等脚台形形
状の側辺と長い底辺との間の角度が異なる２種類以上の単位レンズ部が周期的又はランダ
ムに配列されることを特徴とする拡散シート。
【請求項２】
　略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向が互いに平行になるように、かつ、単位レ
ンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の略台形形状における長い底辺の面が全て入
光面側の一平面上にあるように複数個配列し、出光面側から入る外部光を吸収または／お
よび遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の
切断面における側辺において光を全反射する拡散シートであって、
　前記単位レンズ部の該切断面における略台形形状の一の側辺と長い底辺との間の角度Ａ
と、他の側辺と長い底辺との間の角度Ｂとが異なる２種類以上の単位レンズ部が周期的又
はランダムに配列されることを特徴とする拡散シート。
【請求項３】
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　略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向が互いに平行になるように、かつ、単位レ
ンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の略台形形状における長い底辺の面が全て入
光面側の一平面上にあるように複数個配列し、出光面側から入る外部光を吸収または／お
よび遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の
切断面における側辺において光を全反射する拡散シートであって、
　前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の両底辺間の距離が、長い底辺の長
さの１２０％以上４００％以下であり、
　隣り合う前記単位レンズ部の該切断面における長い底辺の間に幅２μｍ以上の前記光吸
収部を設けたことを特徴とする拡散シート。
【請求項４】
　略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向が互いに平行になるように、かつ、単位レ
ンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の略台形形状における長い底辺の面が全て入
光面側の一平面上にあるように複数個配列し、出光面側から入る外部光を吸収または／お
よび遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の
切断面における側辺において光を全反射する拡散シートであって、
　前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の両底辺間の距離が、長い底辺の長
さの１２０％以上４００％以下であり、
　隣り合う前記単位レンズ部の間に設けられた前記光吸収部は、入光面側の頂点が曲率半
径１μｍ以上である略三角形形状であることを特徴とする拡散シート。
【請求項５】
　前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状が等脚台形形状であることを特徴と
する請求項３又は請求項４に記載の拡散シート。
【請求項６】
　略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向が互いに平行になるように、かつ、単位レ
ンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の略台形形状における長い底辺の面が全て入
光面側の一平面上にあるように複数個配列し、出光面側から入る外部光を吸収または／お
よび遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の
切断面における側辺において光を全反射する拡散シートであって、
　前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の少なくとも一の側辺を１以上の基
点を有する折れ線状に形成したこと特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記
載の拡散シート。
【請求項７】
　略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向が互いに平行になるように、かつ、単位レ
ンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の略台形形状における長い底辺の面が全て入
光面側の一平面上にあるように複数個配列し、出光面側から入る外部光を吸収または／お
よび遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の
切断面における側辺において光を全反射する拡散シートであって、
　前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の側辺が曲線であることを特徴とす
る請求項１乃至請求項６のいずれか一項に記載の拡散シート。
【請求項８】
　前記光吸収部の切断面における出光面側の底辺の長さが、前記単位レンズ部の切断面に
おける長い底辺の長さの４０％以上１００％未満であることを特徴とする請求項１乃至請
求項７のいずれか１項に記載の拡散シート。
【請求項９】
　前記単位レンズ部の出光面側に拡散剤を含有する支持板を備えたことを特徴とする請求
項１乃至請求項８のいずれか１項に記載の拡散シート。
【請求項１０】
　前記支持板における出光面側が平坦に形成されることを特徴とする請求項９に記載の拡
散シート。
【請求項１１】



(3) JP 4127517 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

　前記支持板は、紫外線吸収剤を含有することを特徴とする請求項９または請求項１０に
記載の拡散シート。
【請求項１２】
　前記単位レンズ部は、放射線硬化型樹脂で形成されることを特徴とする請求項１乃至請
求項１１のいずれか１項に記載の拡散シート。
【請求項１３】
　請求項１乃至請求項１２のいずれか１項に記載の拡散シートと、その入光面側にフレネ
ルレンズシートと、を備えることを特徴とする透過型スクリーン。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、出光面側に単位光学要素が複数配置された拡散シートと、この拡散シートを用
いた透過型スクリーンに関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
従来より、光源と、この光源からの映像を拡大・投影するための透過型スクリーンと、を
備えた背面投射型プロジェクションテレビに代表される映像表示装置が知られている。こ
れらの装置に使用される透過型スクリーンとしては、一般にフレネルレンズシートとレン
チキュラーレンズシートとを組み合わせたものが知られている。フレネルレンズシートは
、光源からの光を略平行光に調整する機能を有する。なお、フレネルレンズシートは、光
源からの光を平行光に調整する他、出光側に集光させたり、発散させる場合があるため、
本明細書において、フレネルレンズシートからの出光は略平行光とする。
【０００３】
そして、レンチキュラーレンズは、透過型スクリーンに対して様々な角度の位置から映像
が見られるよう、フレネルレンズシートにより調整された略平行光を観察者方向への発散
光に調整するものである。レンチキュラーレンズは、具体的には、入射光を主として水平
方向に拡散させるとともに、垂直方向にも拡散させる。
【０００４】
レンチキュラーレンズシートとしては、出光する側に曲面を有する複数のレンチキュラー
レンズと、その間に外光の反射を防止する光吸収部（ブラックストライプとも呼ばれる。
）とを備えたものがよく知られている（特許文献２、特許文献３参照）。また、台形柱形
状の側面に全反射面を備えるレンチキュラーレンズを複数個平行に並べたものや（特許文
献１参照）、全反射面を備え、全反射面の傾き角および台形形状の高さが異なる２種以上
のレンズ素子をユニットとして構成されているレンチキュラーレンズシート（特許文献４
参照）等が知られている。
【特許文献１】
特開２００２－００６１１２号公報
【特許文献２】
特開昭５７－１６５８３０号公報
【特許文献３】
特開昭５９－１４０４３４号公報
【特許文献４】
特開昭５７－０６８７２７号公報
【発明が解決しようとする課題】
しかし、特許文献１におけるレンチキュラーレンズシート７０の構造においては、図１２
（ａ）に示すように、光源からの光が、フレネルレンズから直進して出光する（Ｌ２’）
他、台形のレンズの一側面で反射し、出光面では屈折されて出光し（Ｌ１’）、また、台
形のレンズの他の側面で反射し、出光面では屈折されて出光する（Ｌ３’）。このように
、台形形状のレンチキュラーレンズシートから出光される光は、こうした三つの光群（Ｌ
１’，Ｌ２’，Ｌ３’）で形成される。従って、こうしたレンチキュラーレンズシートか
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ら出光される光について観察角度に対する映像の明るさ（ゲイン）を測定すると、それぞ
れの光群に対応する３つのゲインピークを有する急勾配を含むゲイン曲線が描かれる（図
１２（ｂ））。
【０００５】
観察者が、このレンチキュラーレンズシートを使用した背面投射型プロジェクションテレ
ビを、背面投射型プロジェクションテレビの正面から、映像を観察する場合、テレビの中
央部をゲイン曲線の０°位置での明るさで観察することになる。テレビの両端部は、テレ
ビからどの程度離れて映像を観察するかによって異なるが、テレビ画面の縦横比が３：４
の量産品の場合で、スクリーン高さの５倍離れた距離から観察する条件では、左右端は±
７．６°位置での明るさで観察することになる。そのため、３つのゲインピークを有する
急勾配を含む曲線となる明るさ分布（ゲイン曲線）を持つレンチキュラーレンズシートの
場合、観察者は明るさ均一性（ブライトユニフォミティー）の悪い映像を観察することと
なる。たとえば、左右端の観察角度とゲイン曲線の極小値を示す角度が、ほぼ一致する場
合、テレビ中央部の明るさと両端部の明るさの差が極端に大きくなり、そのため、観察者
は明るさ均一性の極端に悪い映像を観察することとなる。
【０００６】
また、観察者がこのレンチキュラーレンズシートを備えた透過型スクリーンの一方端側か
ら他方端側に向かって水平方向に移動しながら、映像を観察した場合、画面中央部の映像
が暗明暗明暗明暗と極端に変化して観察される。それに、上記の明るさ均一性の悪さが付
加されて、明るさ均一性の良い映像が観察できないという問題が生じる。
【０００７】
特許文献２に記載のレンチキュラーレンズにおいては、出光面側に曲面を有するため、レ
ンズを支えるための支持板を接合することができない。そのため、出光面側がレンズによ
る凹凸形状となり、その表面を手拭きできないのでレンズに傷や汚れが付きやすいという
問題があった。
【０００８】
さらに、特許文献３に記載のレンチキュラーレンズにおいては、外光を吸収、遮蔽する光
吸収部を形成することができず、観察者がディスプレーを見たときに、明暗のコントラス
トが低く、映像が見えにくいという問題があった。
【０００９】
特許文献４に記載のレンチキュラーレンズにおいては、形状が複雑であるため、レンチキ
ュラーレンズを微細化して映像の精度を上げることが困難であった。
【００１０】
本発明は、上述の問題を解決すべくなされたものであって、その目的は、透過型スクリー
ンのレンチキュラーレンズシートと同様の役割を発揮し、正面から観察した時に画面内の
明るさ均一性が良く、さらに、観察者が水平方向に移動しながら観察した場合においても
、明暗の変化が少なく、かつ、画面内の明るさ均一性の良い、見やすい映像を提供できる
背面投射型プロジェクションテレビに使用される拡散シートと、これを用いた透過型スク
リーン、を提供することにある。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
上記課題を解決する本発明の拡散シートは、略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向
が互いに平行になるように、かつ、単位レンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の
略台形形状における長い底辺の面が全て入光面側の一平面上にあるように複数個配列し、
出光面側から入る外部光を吸収または／および遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部
の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の切断面における側辺において光を全反射する拡
散シートであって、前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の両底辺間の距離
が、長い底辺の長さの１２０％以上４００％以下であることに特徴を有する。
【００１２】
この発明によれば、全反射面となる略台形形状の各側面で反射した光の出光方向が単位レ
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ンズ部中を直進する光の方向に寄ることになる。この拡散シートによるゲインを測定する
と、中央にピークを持つなだらかなゲイン曲線が得られる。このようなゲイン曲線を有す
るため、本発明の拡散シートによれば、観察者が水平方向に移動した場合にも、映像面内
の特定部の明るさが極端に変化せず、映像面の明るさ均一性に優れた映像が提供できる。
具体的には、観察者が拡散シート面に対して正面から見た場合が最も明るく、観察者がそ
の点から水平方向に移動してシート面に対する垂線と視線とのなす角が大きくなるほど映
像が暗く観察されるが、その際徐々に暗く映像が観察されるため、観察者にとって映像が
自然で見やすいものとなる。また、観察者が正面以外の位置から静止して観察した場合に
も、１の映像面内における明暗のムラがなく、明るさ均一性に優れ、観察者にとって映像
が自然で見やすいものとなる。
【００１３】
上記課題を解決する本発明の拡散シートは、上記拡散シートであって、前記単位レンズ部
は、該切断面における略台形形状が等脚台形形状であることが好ましい。この発明によれ
ば、単位レンズ部における全反射面となる略台形形状の各側面で反射した光が左右対称の
方向に出光するため、左右対称のゲイン曲線が得られる。そのため、正面の観察位置にお
いて、左右同様の明るさを示す。また、正面から左右方向に移動しても映像の明るさのム
ラが少ない拡散シートを提供することができる。
【００１４】
上記課題を解決する本発明の拡散シートは、略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向
が互いに平行になるように、かつ、単位レンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の
略台形形状における長い底辺の面が全て入光面側の一平面上にあるように複数個配列し、
出光面側から入る外部光を吸収または／および遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部
の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の切断面における側辺において光を全反射する拡
散シートであって、前記単位レンズ部の該切断面における略台形形状が等脚台形形状であ
り、該等脚台形形状の側辺と長い底辺との間の角度が異なる２種類以上の単位レンズ部が
配列されることに特徴を有する。
【００１５】
この発明によれば、拡散シートのゲインを測定すると、５つ以上のピーク（極大値）の裾
が重なり合い、全体として中心にピークのあるなだらかなゲイン曲線が得られる。特に、
等脚台形の側辺と長い底辺との間の角度が異なる複数の単位レンズ部があることにより、
複数の方向に全反射面である側面で反射した光が出光する。そして、各出光角度において
明るさのピークができることとなり、各ピークの裾が重なるため、拡散シートの正面付近
からは、極端に暗く映像が観察されることがなくなる。さらに、この拡散シートにおいて
は、複数の出光角度があることにより、映像を観察する側の視野角を広げることも可能と
なる。
【００１６】
上記課題を解決する本発明の拡散シートは、略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向
が互いに平行になるように、かつ、単位レンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の
略台形形状における長い底辺の面が全て入光面側の一平面上にあるように複数個配列し、
出光面側から入る外部光を吸収または／および遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部
の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の切断面における側辺において光を全反射する拡
散シートであって、前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の一の側辺と長い
底辺との間の角度Ａと、他の側辺と長い底辺との間の角度Ｂとが異なることに特徴を有す
る。
【００１７】
この発明によれば、隣り合う単位レンズ部が接する部分の底角（側辺と長い底辺との間の
角）を等しい角度となるように並べた拡散シートとすると、全反射面である側面で反射し
た光が少なくとも４つの方向に出光し、フレネルレンズから直進する光をあわせて、５つ
以上の方向に出光する。そのため、ゲインを測定すると、５つ以上のピークの裾が重なり
合い、中心にピークのある全体としてなだらかなゲイン曲線が得られる。従って、拡散シ
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ートの正面方向の位置において極端に暗く映像が観察されることがなくなる。さらに、こ
の拡散シートにおいては、複数の出光角度があることにより、映像を観察する側の視野角
を広げることも可能となる。また、拡散シート成形用の金型を切削するバイトの形状を単
純にすることが可能であり、バイト作製工程が容易となる。
【００１８】
上記課題を解決する本発明の拡散シートは、略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向
が互いに平行になるように、かつ、単位レンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の
略台形形状における長い底辺の面が全て入光面側の一平面上にあるように複数個配列し、
出光面側から入る外部光を吸収または／および遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部
の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の切断面における側辺において光を全反射する拡
散シートであって、前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の少なくとも一の
側辺を１以上の基点を有する折れ線状に形成したことに特徴を有する。
【００１９】
この発明によれば、単位レンズ部を、切断面における略台形形状の少なくとも一の側辺を
１以上の基点を有する折れ線状に形成したことにより、全反射面となる略台形形状の側面
に複数の平面を備えるようにしている。これより、光源からの光の出光方向が増え、単位
レンズ部の両側面を同様に形成することで、ゲイン測定によるピークが５以上できること
となる。そして、それぞれのピークが得られる角度同士が近いため、中心にピークがあり
全体としてなだらかなゲイン曲線が得られる。このように、本発明の拡散シートによれば
、観察者が拡散シート面に対して正面から見た場合が最も明るく、観察者がその点から水
平方向に移動してシート面に対する垂線と視線とのなす角が大きくなるほど暗く映像が観
察されるが、その際徐々に暗く映像が観察されるため、観察者にとって映像が自然で見や
すいものとなる。また、観察者が正面以外の位置から観察した場合にも、１の映像面内に
おける明暗のムラがなく、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。
【００２０】
上記課題を解決する本発明の拡散シートは、略台形柱からなる単位レンズ部を、長軸方向
が互いに平行になるように、かつ、単位レンズ部の略台形柱の長軸方向に垂直な切断面の
略台形形状における長い底辺の面が全て入光面側の一平面上にあるように複数個配列し、
出光面側から入る外部光を吸収または／および遮光する光吸収部が隣り合う単位レンズ部
の間の溝に形成され、前記単位レンズ部の切断面における側辺において光を全反射する拡
散シートであって、前記単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の側辺が曲線であ
ることに特徴を有する。
【００２１】
この発明によれば、全反射面となる略台形形状の側面が曲面であることにより、光源から
の光の出光角度が増えるため、ゲイン曲線において中心にピークがあるなだらかな曲線と
なる。このように、本発明の拡散シートによれば、観察者が拡散シート面に対して正面か
ら見た場合が最も明るく、観察者がその点から水平方向に移動してシート面に対する垂線
と視線とのなす角が大きくなるほど暗く映像が観察されるが、その際徐々に暗く映像が観
察されるため、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。また、観察者が正面以
外の位置から観察した場合にも、１の映像面内における明暗のムラがなく、観察者にとっ
て映像が自然で見やすいものとなる。
【００２２】
上記本発明においては、前記光吸収部の切断面における出光面側の底辺の長さが、前記単
位レンズ部の切断面における長い底辺の長さの４０％以上１００％未満であることに特徴
を有する。この発明によれば、各単位レンズ部の間に形成される光吸収部の割合が高くな
るため、映像のコントラストを高めることができ、観察者に映像が見やすくなる。
【００２３】
上記本発明においては、前記単位レンズ部の出光面側に拡散剤を含有する支持板を備える
ことに特徴を有する。この発明によれば、支持板上に他の機能を有する層の形成が可能と
なり、また、各単位レンズ部から出光した一方向向きの光が、拡散剤によって拡散されて
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複数の方向に進行するために、観察者の位置による映像の明るさのムラを減少させること
ができる。なお、本発明の拡散シートに、拡散剤を含有する支持板を備えた場合には、上
述したゲイン曲線における中心ピーク以外の極大値が消える場合もある。
【００２４】
上記本発明においては、前記支持板における出光面側が平坦に形成されることが好ましい
。この発明によれば、映像を平面に表現することができ、観察者に映像が見やすくなる。
また、拡散シートの表面が曲面でなく、凹凸がないために、簡単に手で拭くことができ、
拡散シートの表面に傷やホコリをつきにくくすることができる。
【００２５】
上記本発明においては、前記支持板は、紫外線吸収剤を含有することが好ましい。この発
明によれば、外部光に含まれる紫外線を吸収して、内部の単位レンズ部等を構成するプラ
スチック材料の劣化（変色、変質等）を防止することができる。また、上記本発明におい
ては、前記単位レンズ部は、放射線硬化型樹脂で形成されることが好ましい。この発明に
よれば、型形状に忠実に成形された単位レンズ部からなる拡散シートを得ることができる
。
【００２６】
上記本発明においては、隣り合う前記単位レンズ部の該切断面における長い底辺の間に幅
２μｍ以上の前記光吸収部を設けることに特徴を有する。また、上記本発明においては、
隣り合う前記単位レンズ部の間に設けられた前記光吸収部は、入光側の頂点が曲率半径１
μｍ以上である略三角形形状であることに特徴を有する。
【００２７】
これらの発明によれば、拡散シートの単位レンズ部群を形成するための金型の凸部に相当
する部分の先端を尖らせずにすむため、拡散シート用金型の強度を高めることができる。
【００２８】
上記課題を解決する本発明の透過型スクリーンは、上記本発明の拡散シートと、その入光
面側にフレネルレンズシートと、を備えることに特徴を有する。この発明によれば、上述
の拡散シートを備えるため、観察者が正面、および正面以外の位置（但し、好適に映像を
観察できる視野角度内）から観察した場合でも、観察者が水平方向に移動しながら観察し
た場合にも、映像面内における明るさのムラがなく、見やすいディスプレーを提供するこ
とができる。
【００２９】
【発明の実施の形態】
本発明の拡散シートおよび透過型スクリーンについて、図面を参照して説明する。
【００３０】
（拡散シート）
図１は、本発明の拡散シート１００の斜視図である。拡散シート１００は、略台形柱の形
状をした単位レンズ部１１が、上底面、下底面のうち広い面を有する側を透明樹脂フィル
ム基材２２上に接触したかたちで複数個連続して配列されている。この隣り合う台形柱形
状のレンズの間には、略三角柱形状の光吸収部１２が形成されている。なお、この単位レ
ンズ部１１は、レンチキュラーレンズとも呼ばれ、拡散シート１００は、レンチキュラー
レンズシートとも呼ばれる。
【００３１】
単位レンズ部１１は、光吸収部１２との境となる略台形柱形状の側面１１１において、光
が全反射するように構成されている。従って、単位レンズ部の屈折率ｎ１と、光吸収部の
屈折率ｎ２とは、ｎ１＞ｎ２の関係を満たすようにする。そのため、その各部を構成する
材料は、この関係を満たすように選択される。
【００３２】
なお、単位レンズ部１１において、光を全反射する略台形柱の両側面を全反射部１１１と
いう。拡散シート１００においては、単位レンズ部１１の長軸方向に対する垂直切断面に
おける略台形形状の長い底辺１１２側から光源からの光が入射され、略台形形状の短い底
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辺１１３側から光が出ていく。この略台形形状の長い底辺を入光面１１２といい、短い底
辺を出光面１１３という。
【００３３】
単位レンズ部１１の材料は、上述の屈折率の関係を満たすように選択される他、特に限定
されず、従来からレンチキュラーレンズとして用いられている樹脂等を用いればよい。具
体的には、放射線硬化型樹脂、熱可塑性樹脂等が挙げられる。このうち、放射線硬化型樹
脂を用いることにより、型形状に忠実な成形をおこなうことが可能となる。
【００３４】
単位レンズ部１１の大きさは、特に限定されないが、通常、切断面における略台形形状の
長い底辺（入光面）１１２が５０～８０μｍ、両底辺（１１２と１１３）間の距離（レン
ズ高さ）が１００～１７０μｍ、略台形柱の長軸方向の長さが５０～１５０ｃｍ程度であ
る。本発明の拡散シート１００においては、このように各単位レンズ部１１を微細化して
映像の精度を上げることが可能となる。
【００３５】
光吸収部１２は、出光面１１３側から入る外部光および出光面１１３から単位レンズ部１
１に入射して略台形形状の側辺に達した外部光を、吸収または／および遮光して、外部か
らの光の反射を防止する。このように、光吸収部１２は、観察される映像のコントラスト
が低下しないように設けられている。光吸収部１２の材料としては、上述の屈折率の関係
を満たすよう選択される他は特に限定されず、例えば、シリコンやフッ素を導入した低屈
折率アクリレート系樹脂等が用いられる。また、光吸収部１２には、外部光を吸収、遮光
等するために、光吸収粒子が添加される。光吸収粒子としては、例えば、カーボン等の顔
料、赤、青、黄、黒等の複数の染料、又はこれらの顔料及び／又は染料で着色されたアク
リル系架橋粒子等が用いられる。
【００３６】
また、本発明の拡散シート１００は、図２において水平方向の切断面（単位レンズ部の長
軸方向に対して垂直に切断した面）を示すように、略台形形状が並んだかたちとなってい
る。本発明においては、この形状が正確には台形でない場合もあるが、便宜的に台形と考
えて説明する。なお、この略台形形状は、その両底辺（上底と下底）が平行に構成されて
いる。また、本発明において、右、左とは、拡散シートを透過型スクリーンに用いて使用
した状態における右、左を示す。
【００３７】
本発明の拡散シートの大きさは、特に限定されないが、通常、縦５０ｃｍ×横７０ｃｍ×
厚さ０．１ｃｍ～縦１５０ｃｍ×横２００ｃｍ×厚さ０．５ｃｍ程度である。
【００３８】
（第１実施形態）
図２を参照して、本発明の第１実施形態の拡散シートについて説明する。図２に示すよう
に、この拡散シート１０１は、単位レンズ部１１の切断面における略台形形状の両底辺（
１１２と１１３）間の距離ｈが、長い底辺（入光面）１１２の長さｐの１２０％以上４０
０％以下であることを特徴とする。この両底辺間の距離ｈは、長い底辺１１２の長さｐの
２００％以上４００％以下であることが好ましく、２００％以上２５０％以下であること
がより好ましく、２００％以上２３０％以下であることが最も好ましい。こうした範囲に
することにより、出光方向を絞ることができ、かつ光吸収部１２において外光を吸収しや
すくなる。なお、こうしたｈ／ｐの値は、大きくなるにつれて、拡散シートの成形後に金
型から取り外す際の離型性が悪くなる他、拡散シートの成形のための金型の作製が困難に
なるため、その上限値を上述のように４００％とした。
【００３９】
なお、単位レンズ部１１の長い底辺１１２の長さｐは、ピッチｐともいう。また、両底辺
間の距離ｈは、レンズ高さｈともいう。
【００４０】
このような構成の拡散シート１０１とすることにより、図３（ｂ）に示すように、中心に
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ピークを有する全体としてなだらかなゲイン曲線が得られるという作用がある。
【００４１】
具体的には、上述の構成としたことにより図３（ａ）に示すように、拡散シート１０１か
らの光の出光方向が主に３通り（Ｌ１，Ｌ２，Ｌ３）となる。３通りとは、全反射面１１
１で反射せずに直進する方向（Ｌ２）で１通り、全反射面１１１で反射して中心に近い角
度に左右に進む方向（Ｌ１，Ｌ３）で２通り、の合計である。本実施形態においては、全
反射面１１１が入光面１１２に対して急峻な角度になるため、この全反射面１１１で反射
した光は中心に近い角度に出光することとなる。これにより、図３（ｂ）に示すように、
ゲイン曲線において、全体としてなだらかなピークが１つできることになる。このように
、本実施形態の拡散シート１０１は、ゲイン曲線において大きな極小値ができないため、
出光面１１３側から光源からの映像を観察した場合に、観察者が拡散シート面に対して正
面から見た場合が最も明るく、シート面に対する垂線と視線とのなす角が大きくなるにつ
れて徐々に暗くなる。そのため、本実施形態の拡散シート１０１は、観察者が水平方向に
移動した場合にも、映像の明るさが極端に異なって観察されることがなく、観察者にとっ
て映像が自然で見やすいものとなる。また、観察者が静止して観察した場合にも１の映像
面内における明るさのムラがなく、明るさ均一性に優れた映像を観察することができ、観
察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。
【００４２】
こうした第１実施形態の拡散シート１０１は、単位レンズ部１１の断面形状を等脚台形形
状とすることもできるし、その他、第２実施形態から第５実施形態に説明する形状とする
こともできる。
【００４３】
（第２実施形態）
図４を参照して、本発明の第２実施形態の拡散シートについて説明する。図４（ａ）に示
すように、この拡散シート１０２は、単位レンズ部１１の、切断面における略台形形状が
等脚台形形状であり、その側辺１１１と長い底辺１１２との間の角度θが異なる２種類以
上の単位レンズ部１１を複数個配列されることを特徴とする。
【００４４】
具体的には、一の単位レンズ部１１ａの全反射面（切断面における等脚台形の側辺）１１
１ａと入光面（長い底辺）１１２との間の角度θ１と、他の単位レンズ部１１ｂの全反射
面１１１ｂと入光面１１２との間の角度θ２とを異ならせ、この各単位レンズ部を任意の
組合せで複数個配列させる。
【００４５】
図４（ａ）においては、角度θ１を有する単位レンズ部１１ａと、角度θ２を有する単位
レンズ部１１ｂと、の２種類の単位レンズ部を交互に配列しているが、これに限定される
ものではなく、１１ａ、１１ａ、１１ｂ、１１ｂ、１１ａ、１１ａ、１１ｂ・・・等のよ
うに一定単位ずつ周期的に配列してもよく、ランダムに並べてもよい。また、角度θを３
種類以上として、３種類以上の単位レンズ部を配列して拡散シート１０２とすることもで
きる。
【００４６】
このような拡散シート１０２とすることにより、図４（ｂ）に示すように、ゲイン曲線に
おいて少なくとも５つのピーク（極大値）の裾が重なり合い、中心にピークを有する全体
としてなだらかな曲線が得られる作用がある。特に、この拡散シート１０２においては、
各単位レンズ部１１の切断面における等脚台形の側辺１１１と長い底辺１１２との間の角
度が異なることによって、複数の方向に全反射面１１１で反射した光が進行するので（図
４（ａ）中θ１’、θ２’参照）、各出光角度において明るさのピークができることとな
り、この各ピークの裾が重なるため、拡散シート１０２の正面付近からは、極端に暗く映
像が観察される部分がなくなる。また、この拡散シート１０２においては、複数の出光角
度を与えることにより、映像を観察する側の視野角を広げることが可能となる。
【００４７】
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このように、本実施形態の拡散シート１０２は、観察者が拡散シート面に対して正面から
見た場合が最も明るく、観察者がその点から水平方向に移動してシート面に対する垂線と
視線とのなす角が大きくなるほど暗く映像が観察されるが、その際徐々に暗く映像が観察
されるため、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。また、観察者が正面以外
の位置から静止して観察した場合にも、１の映像面内における明暗のムラがなく、観察者
にとって映像が自然で見やすいものとなる。
【００４８】
こうした第２実施形態の拡散シート１０２は、第４実施形態、第５実施形態に説明する形
状とすることもできる。なお、第５実施形態に説明する形状とする場合には、その切断面
における略台形形状の側辺１１１と長い底辺１１２との間の平均角度が、第２実施形態に
規定する各角度となる。
【００４９】
（第３実施形態）
図５を参照して、本発明の第３実施形態の拡散シートについて説明する。図５に示すよう
に、この拡散シート１０３は、単位レンズ部１１が、切断面における略台形形状の一の側
辺１１１ｃと長い底辺１１２との間の角度Ａ（θ３）と、他の側辺１１１ｄと長い底辺１
１２との間の角度Ｂ（θ４）と、が異なることを特徴とする。
【００５０】
具体的には、単位レンズ部１１の１の全反射面（台形の一の側辺）１１１ｃと入光面（長
い底辺）１１２との間の角度θ３と、他の全反射面（台形の他の側辺）１１１ｄと入光面
１１２との間の角度θ４とを異ならせ、この各単位レンズ部１１を任意の組合せで複数個
配列させる。
【００５１】
図５においては、角度θ３と角度θ４との２種類の角度を有する一の単位レンズ部１１を
、隣り合う単位レンズ部１１の角度θ３となる辺同士、角度θ４となる辺同士が接するよ
うに配列しているが、これに限定されるものではなく、配列の仕方を異ならせてもよい。
また、全反射面１１１と入光面１１２との間の角度が上述のθ３、θ４と異なる単位レン
ズ部１１をさらに組み合わせて配列することも可能である。ただし、図５とは異なる形状
の拡散シートとした場合にも、その単位レンズ部は、拡散シートの正面から画面全体を観
察した場合に左右対称の映像の明るさを得られるよう配列することが好ましい。
【００５２】
このような拡散シート１０３とすることにより、上述の第２実施形態と同様の拡散特性に
優れる作用が得られる（図５中θ３’、θ４’参照）。具体的には、図４（ｂ）に示すの
と同様のゲイン曲線が得られる。さらに、図５に示すような拡散シート１０３は、拡散シ
ート成形用の金型を切削する金型切削用工具（バイト等）の形状を単純にすることが可能
であり、切削用工具の作製工程が容易となる。また、切削用工具の強度不足により、金型
や工具の破損を招くことが少なくなる。拡散シート１０３をこの形状とすることにより、
十分な強度が得られる金型を安全に切削して作製することができる。
【００５３】
また、本実施形態の拡散シート１０３は、観察者が拡散シート面に対して正面から見た場
合が最も明るく、観察者がその点から水平方向に移動してシート面に対する垂線と視線と
のなす角が大きくなるほど暗く映像が観察されるが、その際徐々に暗く映像が観察される
ため、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。また、観察者が正面以外の位置
から静止して観察した場合にも、１の映像面内における明暗のムラがなく、観察者にとっ
て映像が自然で見やすいものとなる。
【００５４】
こうした第３実施形態の拡散シート１０３は、第４実施形態、第５実施形態に説明する形
状とすることもできる。なお、第５実施形態に説明する形状とする場合には、その切断面
における略台形形状の側辺１１１と長い底辺１１２との間の平均角度が、第３実施形態に
規定する各角度となる。
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【００５５】
（第４実施形態）
図６を参照して、本発明の第４実施形態の拡散シートについて説明する。図６に示すよう
に、この拡散シート１０４は、単位レンズ部１１が、切断面における略台形形状の少なく
とも一の側辺１１１を１以上の基点ｄを有する折れ線状に形成したこと特徴とする。
【００５６】
具体的には、単位レンズ部１１の切断面における１の全反射面（台形の一の側辺）１１１
は、基点ｄにより入光面１１２側の全反射面１１１ｅと出光面１１３側の全反射面１１１
ｆとに分けられる。この入光面１１２側の全反射面１１１ｅと入光面（長い底辺）１１２
との間の角度θ５と、同じ側の全反射面１１１における出光面１１３側の全反射面１１１
ｆと入光面１１２との間の角度θ６とを異ならせ、この各単位レンズ部１１を任意の組合
せで複数個配列させる。
【００５７】
なお、図６においては、単位レンズ部１１における両方の全反射部１１１を折れ線状に形
成しているが、単位レンズ部１１によって片方の全反射部１１１のみを折れ線状に形成し
てもよい。
【００５８】
また、図６においては、角度θ５と角度θ６との２種類の角度を有する一の単位レンズ部
１１のみを連続して配列しているが、これに限定されるものではなく、他の角度の組合せ
を有する単位レンズ部を組み合わせて配列することも可能である。例えば、図６において
は、全反射面１１１を略台形形状の内側に凸な形状としているが、略台形形状の外側に凸
な形状としてもよい。
【００５９】
また、図６においては、単位レンズ部１１の一の全反射面１１１において、基点ｄを１つ
とし、２種類の角度を有するようにしたが、基点ｄを２以上設けて３種類以上の角度を有
するようにしてもよく、限定されるものではない。
【００６０】
ただし、上述のような図６とは異なる形状の拡散シートとした場合にも、拡散シートの単
位レンズ部の各全反射面は、左右対称の映像の明るさを得られるよう形成することが好ま
しい。
【００６１】
このような拡散シート１０４とすることにより、光源からの光の出光角度が増える（図６
中θ５’、θ６’参照）。そのため、明るさのピークが得られる角度同士が近くなり、各
ピークの裾が重なり合う。こうした拡散シート１０４のゲインを測定すると、中心にピー
クを有し、全体としてなだらかなゲイン曲線（図４（ｂ）に示すのと同様のゲイン曲線）
が得られる。このように、本実施形態の拡散シート１０４は、観察者が拡散シート面に対
して正面から見た場合が最も明るく、観察者がその点から水平方向に移動してシート面に
対する垂線と視線とのなす角が大きくなるほど暗く映像が観察されるが、その際徐々に暗
く映像が観察されるため、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。また、観察
者が正面以外の位置から静止して観察した場合にも、１の映像面内における明暗のムラが
なく、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。
【００６２】
なお、第４実施形態の拡散シート１０４を成形する成形型は、例えば、図１１に示すよう
な切削用工具６０を用いて作製することができる。切削用工具６０としては、その先端の
片側を全反射面１１１ｆと入光面１１２との間の角度θ６にあわせて１８０°－θ６の角
度とし、その先端の逆側を全反射面１１１ｅと入光面１１２との間の角度θ５にあわせて
１８０°－θ５の角度とした切削用工具６０Ａと、その先端の片側を全反射面１１１ｅと
入光面１１２との間の角度θ５にあわせて１８０°－θ５の角度とし、その逆側を全反射
面１１１ｆと入光面１１２との間の角度θ６にあわせて１８０°－θ６の角度とした切削
用工具６０Ｂとを用いる。まず、切削用工具６０Ａを用いて成形型材料６２を切削し、略
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台形形状の右側のθ６の全反射面１１１ｆと、左側のθ５の全反射面１１１ｅとを形成す
る（図１１（１））。次いで、切削用工具６０Ｂを用いて成形型材料６２の同じ位置を切
削し、略台形形状の右側のθ５の全反射面１１１ｅと、左側のθ６の全反射面１１１ｆと
を形成する（図１１（２））。このようにして、拡散シート１０４を形成する拡散シート
用成形型６３を作製することができる。
【００６３】
（第５実施形態）
図７を参照して、本発明の第５実施形態の拡散シートについて説明する。図７に示すよう
に、この拡散シート１０６は、単位レンズ部１１が、切断面における略台形形状の側辺１
１１ｇが曲線になっていることを特徴とする。全反射面となる略台形形状の側辺１１１ｇ
が曲線となっていることにより、入光面１１２から入射される平行光があたる全反射面１
１１ｇの位置によって反射角が異なり、反射後の光の進行方向がそれぞれ異なることにな
る。
【００６４】
図７においては、略台形形状の側辺における曲線が、両側辺とも略台形の内側に凸な形状
としているが、両側辺を略台形の外側に凸な形状としてもよく、一の側辺を略台形の内側
に凸な形状とし、他の側辺を略台形の外側に凸な形状としてもよい。これらの曲線は、全
て同一の形状とする必要はなく、各単位レンズ部１１によって異なっている方が、全反射
部１１１における反射後の光を様々な方向に進行させることができ、観察者の位置による
映像の明るさが均一化されてよい。ただし、図７とは異なる形状の拡散シートとした場合
にも、拡散シートの単位レンズ部の各全反射面は、拡散シートの正面から画面全体を観察
した場合に左右対称の映像の明るさを得られるよう形成することが好ましい。
【００６５】
このような拡散シート１０５とすることにより、光源からの光の出光角度が増えるため、
ゲインを測定すると、中心にピークがあるなだらかなゲイン曲線（図４（ｂ）に示すのと
同様のゲイン曲線）が得られる作用がある。このように、本実施形態の拡散シート１０５
は、観察者が拡散シート面に対して正面から見た場合が最も明るく、観察者がその点から
水平方向に移動してシート面に対する垂線と視線とのなす角が大きくなるほど暗く映像が
観察されるが、その際徐々に暗く映像が観察されるため、観察者にとって映像が自然で見
やすいものとなる。また、観察者が正面以外の位置から静止して観察した場合にも、１の
映像面内における明暗のムラがなく、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。
【００６６】
（変形形態）
以上説明した本発明の第１から第５実施形態の拡散シートは、以下のような形態とするこ
とができる。
【００６７】
まず、図２に示すように、この拡散シート１０１は、光吸収部１２の切断面における三角
形形状の出光面側の底辺の長さｗが、単位レンズ部１１の切断面における長い底辺（入光
面）１１２の長さｐの４０％以上１００％未満にすることができる。この光吸収部１２の
底辺の長さｗは、単位レンズ部１１の長い底辺１１２の長さｐの５５％以上１００％未満
であることが好ましく、５５％以上７０％以下であることがより好ましく、さらに、５５
％以上６５％以下であることが最も好ましい。これらの値は、ｗ／ｐで表される。拡散シ
ート１０１をこのような構成とすることにより、各単位レンズ部１１の間に形成される光
吸収部１２の割合が高くなるため、映像のコントラストを高めることができ、観察者に映
像が見やすくなる。さらに、ｗ／ｐを上述の範囲にすることにより、室内照明などの外光
のスクリーンへの映りこみを良好に抑えることができる。
【００６８】
また、図１０に示すように、単位レンズ部１１の出光面１１３側に拡散剤を含有する支持
板２１を備えることができる。本発明の拡散シート１００においては、各単位レンズ部１
１が、略台形柱形状となっているために出光面１１３が平坦であり、このように支持板２
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１を設けることができる。支持板２１を設けることによって、拡散シート１００の出光面
１１３側に、反射防止処理により反射防止層２３を形成をしたり、表面硬化処理により表
面硬化層２４をすることができる。なお、これらの各層は、拡散シート１００の出光面１
１３側に支持板２１を介して設けられる。反射防止処理により、室内照明などの外光の映
りこみを抑えることができる。また、表面硬化処理により、スクリーンへの接触及び汚れ
の拭き取りに対してスクリーン表面の傷がつきにくくなる作用がある。
【００６９】
そして、支持板２１に含有される拡散剤により、各単位レンズ部１１から出光した光が、
支持板２１における拡散剤の粒子に入光および出光する際に屈折し、また、拡散剤粒子の
外面で反射することにより、拡散されて複数の方向に進行する。そのため、映像の明るさ
のムラをさらに減少させることができる。この拡散剤は、支持板２１を形成する樹脂等と
は屈折率の異なる樹脂等からなる粒子であり、支持板２１中に分散されている。そうした
拡散剤としては、アクリル架橋ビーズ，ガラスビーズ等が用いられる。なお、本発明の拡
散シートに、拡散剤を含有する支持板を備えた場合には、上述したゲイン曲線における中
心ピーク以外のピークが、拡散剤による拡散により消える場合もある。
【００７０】
また、支持板２１における出光面１１３側を平坦に形成することが好ましい。出光面１１
３側が平坦であることにより、映像をゆがみなく表現することができ、観察者に見やすく
なる。また、拡散シート１００の表面が曲面でなく、凹凸がないために、簡単に手で拭く
ことができ、拡散シート１００の表面に傷やホコリをつきにくくすることができる。
【００７１】
さらに、支持板２１には、紫外線吸収剤を含有させることができる。支持板２１に紫外線
吸収剤を含有させることにより、外部光に含まれる紫外線を吸収して、内部の単位レンズ
部１１等を構成するプラスチック材料の劣化（変色、変質等）を防止することができる。
なお、本発明においては、支持板２１に紫外線吸収剤を含有させることに、支持板２１自
体を、紫外線吸収作用を有する材料で形成することも含むものとする。支持板２１自体に
紫外線吸収作用を持たせるために、アクリル酸エステル系の樹脂板等を用いることができ
る。また、支持板２１として紫外線を吸収しにくい樹脂を用いた場合には、ベンゾフェノ
ン系、ベンゾトリアゾール系、アクリレート系、サリチレート系等の紫外線吸収剤を含有
させることができる。
【００７２】
また、本発明の拡散シート１００は、図８に示すように、隣り合う単位レンズ部１１の切
断面における入光面（長い底辺）１１２の間に所定の幅１２１を有する光吸収部１２を設
けることができる。この所定の幅１２１は、例えば、２μｍ以上１０μｍ以下とすること
ができる。また、本発明の拡散シート１００は、図９に示すように、隣り合う単位レンズ
部１１の間に設けられた光吸収部１２を、切断面における入光面１１２側の頂点が曲線と
なっている略三角形形状に構成してもよい。この頂点位置１２２の曲線は、例えば、曲率
半径を１μｍ以上５μｍ以下とすることができる。この頂点位置１２２の曲線は、拡散シ
ート用の金型を作製する際、頂点位置１２２に対応する部分にメッキをつけ、この金型を
用いて拡散シートを成形することにより形成される。
【００７３】
このような構成とすることにより、拡散シート１００の単位レンズ部１１群を形成するた
めの金型の凸部に相当する部分の先端を尖らせずにすむため、拡散シート用金型の強度を
高めることができる。また、このように金型の強度が増すため、金型の凸部が左右に倒れ
ることを防止できる。
【００７４】
上述した本発明の拡散シート１００においては、単位レンズ部１１の長軸方向に垂直な切
断面における略台形形状の入光面にあたる長い底辺１１２と全反射面である側辺１１１と
の間の角度θは、７５°～８９°程度、好ましくは、８０°～８４°程度とする。なお、
第５実施形態においては、全反射面１１１が曲面となるため、正確な角度ではないが、平
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均角度が上述のような値となるようにする。全反射面１１１が曲面である場合の平均角度
は、全反射面１１１の両端を結んだ直線と長い底辺１１２との間の鋭角を測定した値であ
る。
【００７５】
（拡散シートの製造方法）
本発明の拡散シート１００は、以下のように製造される。まず、上述した単位レンズ部１
１の略台形柱形状を提供できる成形型（金型）を作製する。この成形型は、型材料に単位
レンズ部１１が形成されることとなる略台形柱型の凹部を順次切削していくことにより作
製される。この成形型は、平面形状である場合と、ロール形状である場合がある。ロール
形状の成形型を作成する場合には、成形型の材料を旋盤に設置し、型材料を回転させなが
ら略台形柱型の凹部をバイト等により順次切削することができる。こうして作製された各
成形型を用いて拡散シートを成形するが、この拡散シートの成形方法として、以下の３種
類が挙げられる。
【００７６】
第１の成形方法として、ロール形状の成形型を用いる成形方法を説明する。回転可能に軸
を固定されたロール形状の成形型とローラとの間に拡散シート１００の基材２２となるＰ
ＥＴフィルムを通過させるとともに、このＰＥＴフィルムとロール形状の成形型との間に
単位レンズ部１１用の樹脂を流し込む。この樹脂をＰＥＴフィルムと共にロール金型に沿
って通過させ、樹脂を複数の単位レンズ部１１の形状にする。ＰＥＴフィルムと単位レン
ズ部用の樹脂は、ロール形状の成形型とローラの間を通過した後、紫外線が照射され、樹
脂が硬化する。その後、硬化した樹脂とＰＥＴフィルムとからなるシートをロール成形型
から離型する。この工程が連続的に行われることにより、拡散シートの主な部分が作製さ
れる。
【００７７】
第２の成形方法として、平面形状の成形型を用いる成形方法を説明する。平面形状の成形
型に、単位レンズ部用の樹脂を埋め込むように塗布し、その上にＰＥＴフィルムである基
材２２を載せ、紫外線を照射し、樹脂を硬化させる。その後、このシートを成形型から剥
離することにより、拡散シートの主な部分が作製される。
【００７８】
第３の成形方法として、平面形状の成形型を用いる成形方法を説明する。平面形状の成形
型に、基材２２となる厚さ３０～２００μｍ程度のＰＥＴフィルム上に上述した単位レン
ズ部１１用の材料を備えたシートをのせる。そして、この材料を略台形柱形状の単位レン
ズ部１１となるように形成して、このシートを成形型から剥離することにより、拡散シー
ト１００の主な部分が作製される。
【００７９】
以上のいずれかの方法により成形型から剥離したシートの、各単位レンズ部１１の間の溝
に、上述した光吸収部１２用の材料からなる黒色樹脂を埋め込まれるように塗布（コーテ
ィング）し、光吸収部１２を形成する。このようにして、本発明の拡散シートが製造され
る。
【００８０】
（透過型スクリーン）
図１０は、本発明の透過型スクリーンの概略を示す、使用状態で上面から見た断面図であ
る。透過型スクリーン５０は、上記本発明の拡散シート１００と、その入光面１１２側に
フレネルレンズシート３０とを有する。この透過型スクリーン５０は、プロジェクション
テレビ等に使用される。フレネルレンズシート３０は、図示しない映像投影装置から投影
された映像光を、略平行に出光し、拡散シート１００へと導くためのシートである。
【００８１】
本発明の拡散シートを用いた透過型スクリーンは、観察者が水平方向に移動した場合にお
いても明暗の変化が少なく、正面から観察した場合、左右対称の明るさ分布の良い映像が
観察される。そして、観察者が正面以外の位置から静止して観察した場合にも、明るさ均
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者が正面、およびそれ以外の位置から静止して観察した場合にも、映像面内における明る
さ均一性が良く、映像の見やすいディスプレーを提供することができる。
【００８２】
【実施例】
（実施例１）
単位レンズ部のピッチｐ７０μｍ、レンズ高さｈ１４０μｍ、ピッチｐに対する光吸収部
の出光面側の底辺の長さｗの割合（ｗ／ｐ）５６％、入光面と全反射面との間の角度θ８
２°の等脚台形形状が複数並ぶように、切削加工された拡散シート用のロール金型を準備
した。このロール金型に、硬化後の屈折率ｎ１が１．５５のＵＶ樹脂を埋め込み、厚さ５
０μｍのＰＥＴフィルム基材を用いて拡散シートを作製した。
【００８３】
その各単位レンズ部の等脚台形形状の間のＶ型の溝に、光吸収部を形成した。光吸収部は
、屈折率ｎ２が１．４９のアクリル系塗料中に平均粒子径３μｍの黒色ビーズを分散させ
た光吸収剤を用いて形成した。このようにして、図２に示した拡散シートを形成した。
【００８４】
この拡散シートの出光面に、拡散剤および紫外線吸収剤を含有するＭＳ樹脂からなり、厚
み２ｍｍの支持板を接着し、この拡散シートと従来公知のフレネルレンズをあわせて透過
型スクリーンを得た。
【００８５】
（実施例２）
単位レンズ部の一の台形形状における入光面と全反射面との間の角度θ１を８０°、他の
台形形状における入光面と全反射面との間の角度θ２を８２°とし、この二種の台形形状
を交互に配列し、表１に示す形状にした他は、実施例１と同様にして図４に示した拡散シ
ートを形成した。また、実施例１と同様にして、透過型スクリーンを得た。
【００８６】
（実施例３）
単位レンズ部の一の台形形状における入光面と片方の全反射面との間の角度θ３を８０°
、同じ台形形状における入光面ともう一方の全反射面との間の角度θ４を８２°とし、こ
の台形形状を、隣り合う台形柱形状のθ３となる角度の辺同士が接し、また、θ４となる
角度の辺同士が接するように連続して配列し、表１に示す形状にした他は、実施例１と同
様にして図５に示した拡散シートを形成した。また、実施例１と同様にして、透過型スク
リーンを得た。
【００８７】
（実施例４）
単位レンズ部の一の台形形状において、全反射面の切断面を折れ線状にし、入光面側の全
反射面と入光面の間の角度θ５を８０°、同じ台形形状における出光面側の全反射面と入
光面の間の角度θ６を８２°とし、この一つの台形形状を隣り合う台形形状の入光面と全
反射面との間の角度が同じになるように配列し、表１に示す形状にした他は、実施例１と
同様にして図６に示した拡散シートを形成した。また、実施例１と同様にして、透過型ス
クリーンを得た。
【００８８】
（比較例１）
一の台形形状における入光面と全反射面との間の角度を７８°となるように配列し、表１
に示す形状にした他は、実施例１と同様にして図１２に示した拡散シートを形成した。ま
た、実施例１と同様にして、透過型スクリーンを得た。
【００８９】
【表１】



(16) JP 4127517 B2 2008.7.30

10

20

30

40

50

（評価結果）
実施例１～４、および比較例１により作製された透過型スクリーンを背面投写型プロジェ
クションテレビに設置して、そのスクリーンに映写される映像を評価した。各実施例にお
いては、いずれの観察角度によっても、明るさ均一性の良い映像が観察された。一方、比
較例においては、正面からの観察時でも、明るさ均一性が悪く、さらに、観察角度によっ
て明暗のムラが強調される映像が観察された。
【００９０】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部は、該切断面における
略台形形状の両底辺間の距離が、長い底辺の長さの１２０％以上４００％以下であること
により、全反射面となる略台形柱形状の各側面で反射した光の出光方向が単位レンズ部中
を直進する光の出光方向に寄ることになる。このように、本発明の拡散シートによれば、
観察者が水平方向に移動した場合に、映像面内の明るさが極端に変化せず、映像面の明る
さ均一性に優れた映像が提供できる。具体的には、観察者が拡散シート面に対して正面か
ら見た場合が最も明るく、観察者がその点から水平方向に移動してシート面に対する垂線
と視線とのなす角が大きくなるほど暗く映像が観察されるが、その際徐々に暗く映像が観
察されるため、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。また、観察者が正面以
外の位置から静止して観察した場合にも、１の映像面内における明暗のムラがなく、明る
さ均一性に優れ、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。
【００９１】
上記本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部は、該切断面における略台形形状が等脚
台形形状であることにより、単位レンズ部における全反射面となる略台形柱形状の各側面
で反射した光が左右対称の方向に出光するため、正面から観察した場合、左右対称の明る
さ分布の良い映像が観察される。そして、観察者が正面以外の位置から静止して観察した
場合にも、明るさ均一性に優れた映像が観察される。このような性能を持つ拡散シートを
提供することができる。
【００９２】
本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部の該切断面における略台形形状が等脚台形形
状であり、該等脚台形形状の側辺と長い底辺との間の角度が異なる２種類以上の単位レン
ズ部が配列されることにより、出光方向が５以上になり、映像面から均一な明るさが得ら
れる。特に、等脚台形の側辺と長い底辺との間の角度が異なる複数の単位レンズ部がある
ことにより、複数の方向に全反射面である側面で反射した光が進行するので、拡散シート
の正面方向の位置からは、極端に暗く映像が観察されることがなくなる。さらに、この拡
散シートにおいては、複数の出光角度があることにより、映像を観察する側の視野角を広
げることも可能となる。そのため、本発明の拡散シートを用いた透過型スクリーンは、観
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察者が水平方向に移動した場合においても明暗の変化が少なく、正面から観察した場合、
左右対称の明るさ分布の良い映像が観察される。そして、観察者が正面以外の位置から静
止して観察した場合にも、明るさ均一性に優れた映像が観察される。そのため、観察者が
水平方向に移動した場合にも、観察者が正面、およびそれ以外の位置から静止して観察し
た場合にも、映像面内における明るさ均一性の良い映像の見やすいディスプレーを提供す
ることができる。
【００９３】
本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部は、該切断面における略台形形状の一の側辺
と長い底辺との間の角度Ａと、他の側辺と長い底辺との間の角度Ｂとが異なることにより
、隣り合う単位レンズ部が接する部分の底角（側辺と長い底辺との間の角）を同じに形成
した拡散シートとすると、全反射面である側面で反射した光が少なくとも４つの方向に出
光し、フレネルレンズから直進する光をあわせて、５つ以上の方向に出光する。そのため
、明るさ均一性の良い映像が得られる。従って、拡散シートの正面付近の位置からは、極
端に暗く映像が観察されることがなくなる。さらに、この拡散シートにおいては、複数の
出光角度があることにより、映像を観察する側の視野角を広げることも可能となる。その
ため、観察者が水平方向に移動しながら映像を観察した場合にも、観察者が正面以外の位
置から静止して観察した場合にも、映像面内における明るさ均一性の良い映像を提供する
ことができる。また、拡散シート成形用の金型を切削するバイトの形状を単純にすること
が可能であり、バイト作製工程が容易となる。
【００９４】
本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部を、切断面における略台形形状の少なくとも
一の側辺を１以上の基点を有する折れ線状に形成したことにより、全反射面となる略台形
形状の側面に複数の平面を備えるようにしている。これより、光源からの光の出光方向が
増え、単位レンズ部の両側面を同様に形成することで、出光方向が５以上できることとな
る。そして、それぞれの出光角度同士が近いため、明るさ均一性の良い映像が得られる。
このように、本発明の拡散シートによれば、観察者が拡散シート面に対して正面から見た
場合が最も明るく、観察者がその点から水平方向に移動してシート面に対する垂線と視線
とのなす角が大きくなるほど暗く映像が観察されるが、その際徐々に暗く映像が観察され
るため、観察者にとって映像が自然で見やすいものとなる。また、観察者が正面以外の位
置から静止して観察した場合にも、明るさ均一性に優れた映像が観察される。
【００９５】
本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部の切断面における略台形形状の側辺が曲線で
あることにより、全反射面となる略台形形状の側面が曲面となる。これより、光源からの
光の出光方向が増え、明るさ均一性の良い映像が得られる。そのため、本発明の拡散シー
トによれば、観察者が拡散シート面に対して正面から見た場合が最も明るく、観察者がそ
の点から水平方向に移動してシート面に対する垂線と視線とのなす角が大きくなるほど暗
く映像が観察されるが、その際徐々に暗く映像が観察されるため、観察者にとって映像が
自然で見やすいものとなる。このように、本発明の拡散シートを用いた透過型スクリーン
は、観察者が水平方向に移動した場合においても明暗の変化が少なく、正面から観察した
場合、左右対称の明るさ分布の良い映像が観察される。そして、観察者が正面以外の位置
から静止して観察した場合にも、明るさ均一性に優れた映像が観察される。
【００９６】
上記本発明の拡散シートによれば、光吸収部の切断面における出光面側の底辺の長さが、
単位レンズ部の切断面における長い底辺の長さの４０％以上１００％未満であることによ
り、各単位レンズ部の間に形成される光吸収部の割合が高くなるため、映像のコントラス
トを高めることができ、観察者に映像が見やすくなる。
【００９７】
上記本発明の拡散シートによれば、単位レンズ部の出光面側に拡散剤を含有する支持板を
備えることより、支持板上に他の機能を有する層の形成が可能となり、また、各単位レン
ズ部から出光した光が、拡散剤によって拡散されて複数の方向に進行するために、観察者
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の位置による映像の明るさのムラを減少させることができる。
【００９８】
上記本発明の拡散シートによれば、支持板における出光面側が平坦に形成されることによ
り、映像を平面に表現することができ、観察者に映像が見やすくなる。また、拡散シート
の表面が曲面でなく、凹凸がないために、簡単に手で拭くことができ、拡散シートの表面
に傷やホコリをつきにくくすることができる。
【００９９】
上記本発明の拡散シートによれば、支持板は、紫外線吸収剤を含有することにより、外部
光に含まれる紫外線を吸収して、内部の単位レンズ部等を構成するプラスチック材料の劣
化（変色、変質等）を防止することができる。また、上記本発明においては、単位レンズ
部を放射線硬化型樹脂で形成することができ、型形状に忠実に成形された単位レンズ部か
らなる拡散シートを得ることができる。
【０１００】
上記本発明の拡散シートによれば、隣り合う単位レンズ部の該切断面における長い底辺の
間に幅２μｍ以上の光吸収部を設けるか、または、隣り合う単位レンズ部の間に設けられ
た光吸収部は、入光側の頂点が曲率半径１μｍ以上である略三角形形状であることにより
、拡散シートの単位レンズ部群を形成するための金型の凸部に相当する部分の先端を尖ら
せずにすむため、金型の強度を高めることができる。
【０１０１】
本発明の透過型スクリーンによれば、上記本発明の拡散シートと、その入光面側にフレネ
ルレンズシートと、を備えることにより、観察者が水平方向に移動した場合においても明
暗の変化が少なく、正面から観察した場合、左右対称の明るさ分布の良い映像が観察され
る。そして、観察者が正面以外の位置から静止して観察した場合にも、明るさ均一性に優
れた映像が観察される。そのため、観察者が水平方向に移動した場合にも、観察者が正面
、およびそれ以外の位置から静止して観察した場合にも、映像面内における明るさ均一性
が良く、映像の見やすいディスプレーを提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の拡散シートの構造を示す斜視図である。
【図２】本発明の拡散シートの第１実施形態を示す断面図である。
【図３】本発明の第１実施形態の拡散シートにおける光の進行方向を示す断面図と、その
観察位置における映像の明るさ（ゲイン曲線）を示すグラフである。
【図４】本発明の拡散シートの第２実施形態の一例を示す断面図と、その観察位置におけ
る映像の明るさ（ゲイン曲線）を示すグラフである。
【図５】本発明の拡散シートの第３実施形態の一例を示す断面図である。
【図６】本発明の拡散シートの第４実施形態の一例を示す断面図である。
【図７】本発明の拡散シートの第５実施形態の一例を示す断面図である。
【図８】本発明の拡散シートの変形形態の一例を示す断面図である。
【図９】本発明の拡散シートの変形形態の他の一例を示す断面図である。
【図１０】本発明の透過型スクリーンの一例を示す断面図である。
【図１１】本発明の第４実施形態の拡散シートを形成する拡散シート用成形型の製造方法
の一例を示す断面図である。
【図１２】従来の拡散シートにおける光の進行方向を示す断面図と、その観察位置におけ
る映像の明るさ（ゲイン曲線）を示すグラフである。
【符号の説明】
１００、１０１、１０２、１０３、１０４、１０５　拡散シート
１１、１１ａ、１１ｂ　単位レンズ部
１１１、１１１ａ、１１１ｂ、１１１ｃ、１１１ｄ、１１１ｅ、１１１ｆ、１１１ｇ　全
反射面（略台形形状の側辺）
１１２　入光面（略台形形状の長い底辺）
１１３　出光面（略台形形状の短い底辺）
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１２　光吸収部
２１　支持板
２２　基材
２３　反射防止層
２４　表面硬化層
３０　フレネルレンズシート
５０　透過型スクリーン
７０　従来のレンチキュラーレンズシート
ｐ　単位レンズ部の略台形形状の長い底辺の長さ（ピッチ）
ｈ　単位レンズ部の略台形形状の両底辺間の距離（レンズ高さ）
ｗ　光吸収部の略三角形形状の出光面側の底辺の長さ
Ｌ１、Ｌ２、Ｌ３、Ｌ１’、Ｌ２’、Ｌ３’　光の出光方向
θ１、θ２、θ３、θ４、θ５、θ６　入光面と全反射面との間の角度
θ１’、θ２’、θ３’、θ４’、θ５’、θ６’　単位レンズ部から出光する光の角度
ｄ　基点

【図１】

【図２】

【図３】
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【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】

【図１２】
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