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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　出力領域を有する直接照射型バックライトであって、
　背面反射器と、
　入射光線を部分的に透過し且つ部分的に反射する半透過反射器であって、前記背面反射
器に対向する少なくとも１つの凹型構造を構成する様に形成されて、前記凹型構造と前記
背面反射器との間に前記バックライトの前記出力領域を実質的に満たす１つ以上の再利用
空洞を提供する半透過反射器と、
　光を前記１つ以上の再利用空洞の中に注入する様に前記出力領域の後方に配置された少
なくとも１つのＬＥＤとを備え、
　前記半透過反射器は、光偏向フィルム、偏光フィルム、鏡面反射フィルム、およびそれ
らの組み合わせの群から選ばれたフィルムを備え、
　前記再利用空洞の各々は、深さｄと幅Ｗとを有し、前記幅Ｗは前記深さｄの少なくとも
２倍である、
　直接照射型バックライト。
【請求項２】
　前記少なくとも１つの凹型構造は、複数の凹型構造を含み、前記１つ以上の再利用空洞
は、複数の再利用空洞を含んでいる請求項１に記載のバックライト。
【請求項３】
　ディスプレイパネルと請求項１に記載のバックライトとを備えるディスプレイシステム
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【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明はバックライト、特に直接照射型バックライトに関し、並びにバックライトに用
いられる構成要素、バックライトを用いるシステム、およびバックライトを製造するまた
は用いる方法に関する。本発明は、特に液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）装置およびそれに類
似したディスプレイに用いられるバックライトに適し、並びに照射光源としてＬＥＤを用
いるバックライトに適する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、大衆が利用できるディスプレイ装置の数と多様性は、すさまじく増加してきた。
コンピューター（卓上型、ラップトップ型、またはノート型のいずれにおいても）、携帯
情報端末（ＰＤＡ）、携帯電話、および薄型液晶テレビはほんの数例に過ぎない。これら
の装置のいくつかは、ディスプレイを見るのに通常の周囲の光を用いることができるが、
殆どはディスプレイを見える様にするためにバックライトと呼ばれる光パネルを備えてい
る。
【０００３】
　多くのその様なバックライトは「端面照射型」あるいは「直接照射型」に分類される。
これらの分類はバックライトの出力領域に対する光源の設置位置が異なり、その出力領域
はディスプレイ装置の観賞面を確定する。端面照射型バックライトでは、光源はバックラ
イト構造の外枠に沿って配置され、その領域の外面が出力領域に相当する。光源は一般的
に光を導光板の中に照射し、その導光板は出力領域と同程度の長さと幅の寸法を持ち、光
はその導光板から出力領域を照らし出す。直接照射型バックライトでは、配列された光源
が出力領域の直ぐ後方に設置され、拡散板が光源の前に設置されてより均一な光出力を提
供する。多くの直接照射型バックライトは端面実装光をも合わせ持ち、従って直接照射と
端面照射の両方の操作を可能とする。
【０００４】
　直接照射型バックライトには光源として配列された冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）を用
いることが知られている。輝度の向上と恐らく出力領域に対する均一性を高めるためにも
、ＣＣＦＬ配列の後方の背面反射器として拡散白色反射板を設置することも知られている
。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　最近、ＣＣＦＬではなく配列された赤／緑／青のＬＥＤによって働く直接照射型バック
ライトを用いた液晶ディスプレイテレビ装置（ＬＣＤ　ＴＶ）が紹介された。一例はＳＯ
ＮＹ（商標）Ｑｕａｌｉａ　００５　ＬＥＤフラットスクリーンＴＶである。１０１．６
ｃｍ（４０インチ）型モデルは水平な５列の側面照射型Ｌｕｘｅｏｎ（商標）ＬＥＤを内
蔵する直接照射型バックライトを用い、各列はＧＲＢＲＧの繰り返しパターンで配列され
た６５個のＬＥＤを含み、その列は８．２６ｃｍ（３．２５インチ）離れている。このバ
ックライトは、拡散白色背面反射器の前側から（約２ｍｍ厚さの）前側拡散板の後側まで
測って、約４２ｍｍの深さであり、それらの間に配列された３２５個の拡散白色反射点を
持つ平面透明プレートが置かれる。光を通すこれらの点の各々は、ＬＥＤから放射された
軸線上の光の殆どが前側拡散板を直接に照射することを避けるために、各ＬＥＤと一直線
にそろえられる。背面反射器は角度を成す側壁を持つ平板である。
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　本出願は、とりわけ、背面反射器と入射光を部分的に透過し部分的に反射する半透過反
射器を含む直接照射型バックライトを開示する。半透過反射器は背面反射器に対向する少
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なくとも１つの凹型構造を構成する様に形成され、それらの間に１つ以上の再利用空洞を
提供する。ある場合はバックライトは１つだけの再利用空洞を持つことができ、他の場合
は複数個のその様な空洞を持つこともできる。どちらの場合も、単一の空洞あるいは空洞
群はパネルの出力領域を実質的に満たす様な大きさに作られ配置される。更に、少なくと
も１つの光源は、またある場合では配列された光源は、光を再利用空洞の各々の中に注入
するためにバックライトの出力領域の後方に配置される。ある場合は１つ以上の光源は与
えられた再利用空洞の中に配置され、またある場合は光源は背面反射器の後方に配置され
、光を、例えば背面反射器の１つ以上の開口を経て、再利用空洞の中に注入する。都合の
良いことに、必要ならば、従来のパッケージ化されたあるいはパッケージ化されていない
ＬＥＤが光源として用いられる。
【０００７】
　半透過反射器の凹面特性は、ＬＥＤの様な別個の光源をまばらに並べて用いる場合でさ
え、再利用空洞の面上で均一な照明を与えることに特に効果があると分かってきた。また
、配列された別個の赤／緑／青のＬＥＤの様に、異なる色の別個の光源からの光を色混合
することにも効果があると分かってきた。１つ以上の光源がＬＥＤを含むか否かにかかわ
らず、多くのバックライトの実施形態では、少なくとも１つの再利用空洞が複数個の光源
を含むことが望ましい。半透過反射器が複数個の再利用空洞を構成する様に形成される場
合は、空洞の各々は複数個の光源を持つことができる。
【０００８】
　バックライトと多くの必要な光源の全体厚みを小さくするために、半透過反射器の凹型
形状と背面反射器に対する設置位置が、比較的浅く広い再利用空洞の提供を可能にする。
この点では、再利用空洞は、好ましくは再利用空洞の深さの２倍以上、また好ましくは少
なくとも５倍または１０倍の幅を持つ。再利用空洞は実質的に１次元的であり得て、トン
ネル状に伸びた構造であり、あるいは２次元的であり、２つの直交断面の各々では半透過
反射器が凹型である閉塞空間を形作る。再利用空洞はパネル重量を小さくするために中空
であることも好ましい。
【０００９】
　パネルの効率を高めるために背面反射器は反射率が高いことが好ましく、例えば、光源
から出た可視光線に対しては少なくとも９０％の平均反射率であり、また例示の実施形態
では少なくとも９５、９８、または９９％以上である。背面反射器は殆どが鏡面、拡散面
、あるいは鏡面／拡散面の組み合わせの反射板である。
【００１０】
　半透過反射器は、多種の部分的に透過し部分的に反射するフィルムまたは物体であるか
、またはそれらから成り、パネル効率を高めるために半透過反射器は小さい吸収損失を持
つことが好ましい。好ましくは、半透過反射器は光偏向フィルム、偏光フィルム、穿孔反
射フィルム、鏡面反射フィルム、およびそれらの組み合わせの群から選択されたフィルム
であるか、またはそれらを備える。線状に伸びるプリズムを形成した平行溝を持つフィル
ム、あるいは立方体の角部を配列した様な角錐プリズムのパターンを持つフィルムの様な
、表面構造を持つフィルムが、光偏向フィルムの例である。反射偏光板は、それが鏡面反
射であるか拡散反射であるかに係わらず、他の適した半透過フィルムの例である。反射偏
光板は共押出高分子多層構造、液晶構造、細線格子構造、または混成（連続／分散相）フ
ィルム構造を有し、従って鏡面的にまたは拡散的に光を透過および反射することができる
。穿孔を持つ鏡面または拡散反射フィルムは適した半透過反射器のもう１つの例である。
【００１１】
　関連する構成要素、システム、および方法も開示される。
【００１２】
　本出願の以上のおよび他の態様は以下の詳細な記述から明らかにされる。しかし、決し
て、上記要約は、請求された主題に関する限定として解釈されるべきでなく、主題は、審
査手続間に補正することができるような特許請求の範囲によってのみ規定される。
【発明を実施するための最良の形態】
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【００１３】
　バックライトの１つの一般的な応用は図１の透視分解図に図式的に示される。ここで、
ディスプレイシステム１０は、液晶ディスプレイ（ＬＣＤ）パネルの様なディスプレイパ
ネル１２と、ディスプレイパネルに表される情報が容易に見える様に広い面積を十分に照
射する直接照射型バックライト１４から成る。ディスプレイパネル１２とバックライト１
４の双方は簡略化された箱形形状で示されるが、読者はその各々が付随する細部を有する
ことを理解するであろう。バックライト１４は広い出力領域１６を満たして発光し、フレ
ーム１５も含む。出力領域１６は、通常は矩形であるが必要に応じて他の広がった領域の
形を取り得て、バックライトに用いられるフィルムの外側表面に対応するか、あるいは単
にフレーム１５の開口に対応する。稼働中は、出力領域１６の全体が、出力領域１６の直
ぐ後方に配置されるのではなく、フレーム１５の中に配置された光源により照射される。
照射されれば、バックライト１４により、多様な観察者１８ａ、１８ｂにはディスプレイ
パネル１２に表示された画像や図形が見える様になる。ＬＣＤパネルの場合は、画像や図
形は動的で、配列されたおよそ数千数万の別個の画素（ピクセル）で作られ、その配列は
ディスプレイ１２の側面寸法、すなわち長さと幅、をほぼ覆う。他の実施形態では、ディ
スプレイパネルはその上に静的な図画像を表示したフィルムあるいはそのフィルムから成
る。図１は参照のためにデカルトｘ－ｙ－ｚ座標も含む。
【００１４】
　あるＬＣＤの実施形態では、バックライト１４は白色光を連続的に発光し、ピクセル配
列はカラーフィルタのマトリックスと組み合わさって多色ピクセル群（黄／青（ＹＢ）ピ
クセル、赤／緑／青（ＲＧＢ）ピクセル、赤／緑／青／白（ＲＧＢＷ）、赤／黄／緑／青
（ＲＹＧＢ）ピクセル、赤／黄／緑／シアン／青（ＲＹＧＣＢ）ピクセル、あるいは類似
の物の様な）を形成し、表示された画像が多色彩になる。或いは、多色彩画像は色順次技
術を用いて表示でき、それは、ディスプレイパネルを白色光で背後から連続的に照明して
ディスプレイパネル内の多色ピクセル群を変調して色を作り出す代わりに、バックライト
自身の中の別々の異なる色（例えば、赤、橙、琥珀、黄、緑、シアン、青（ロイヤルブル
ーを含む）、および前述した色の混合である白から選ばれた）の光源が変調されて、バッ
クライトは空間的に均一な色の光を（例えば、赤、次は緑、次は青の様に）高速に繰り返
しながら連続的に光らせる。この色変調バックライトは、次に１つだけのピクセル配列を
持つ（如何なるカラーフィルタマトリックスも持たない）ディスプレイモジュールと組み
合わされ、そのピクセル配列がバックライトと同調して変調され、その変調が観察者の視
覚系に一時的に色混合を生じるほど十分速いので、ピクセル配列全体にわたってあらゆる
色（バックライトに用いられる光源）を作る。色順次ディスプレイの例は、空間順次ディ
スプレイとしても知られ、米国特許第５，３３７，０６８号（スチュワート（Stewart）
ら）、および米国特許第６，７６２，７４３号（ヨシハラ（Yoshihara）ら）に述べられ
ている。ある場合には、モノクロディスプレイのみの提供が好ましい場合がある。このよ
うな場合、バックライト１４はフィルタあるいは主に１つの可視波長すなわち１つの色を
放射する特定の光源を含むことができる。
【００１５】
　ディスプレイシステム１０が再び図１ａに示され、この図１ａでは更に、直接照射型バ
ックライト１４の中の別個の光源の第１列２０と別個の光源の第２列２２を透視的に示し
ている。光源２０、２２は各々が白色光を発してもよく、あるいは各々がＲＹＧＣＢの一
つだけの色を発して、白色光の出力を提供する様に混合あるいは単色の出力を提供する様
に調和されてもよい。また、光源２０により照明される第１の再利用空洞２６を、光源２
２により照明される第２の再利用空洞２８から分離する境界２４も、透視的に示されてい
る。両方の再利用空洞は、光源２０および２２と同様に、出力領域１６の直ぐ後方に配置
される。
【００１６】
　再利用空洞２６、２８は、合わせて、実質的に出力領域１６を満たしている。このよう
に、例えば出力領域に垂直な軸線上に位置する遠くの観察者から見る様に、出力領域を平
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面図に描けば、凹型再利用空洞を合わせた投影面積は（たとえ遠くの観察者にはその空洞
が分かれて見えなくても）出力領域の表面積の半分以上であり、好ましくは少なくとも７
５％、８０％、あるいは９０％であり、更に好ましくは出力領域の１００％である。バッ
クライトが１つのみあるいは複数個の凹型再利用空洞を持つかに係わらず、平面図内の出
力領域を見た場合の空洞あるいは複数の空洞の投影面積はバックライト出力領域の好まし
くは少なくとも７５％、８０％、あるいは９０％、更には１００％を占める。
【００１７】
　バックライト１４の選択された構成要素の図式的な側面図が図２に示される。２つの再
利用空洞２６、２８は背面反射器３０と半透過反射器３２とで形成され、その半透過反射
器は図示される様に２つの凹型構造を構成する様に形成され、その各々は隣り合う再利用
空洞２６、２８を構成する様に背面反射器に面する。別個の光源２０は背面反射器と半透
過反射器の間の再利用空洞２６の中に配置される。出力領域１６の直ぐ後方に光源２０、
２２を設置することは直接照射型に分類されるバックライト１４と一致している。半透過
反射器３２の（観察者から見て）前にいくつかの追加的な光管理フィルムあるいは他の構
成要素があり、そのいくつかあるいは全てはシステムの要求や光再利用空洞と光源の特性
に依存して選択的である。従って、半透過反射器の前に拡散プレートあるいはフィルム３
４があり、上部の積層フィルムは反射偏光板３６やプリズム型輝度強調フィルム３８の様
な従来の光マネジメントフィルムから成る。
【００１８】
　図２ａは図２の詳細図であり、如何に光源から出た光が半透過反射器３２により部分的
に透過し部分的に反射するか、また如何に背面反射器３０と組み合わせて空洞２６、２８
の中で光再利用をもたらすか、加えて如何に光の放出あるいは漏れが空洞の横方向全体に
広がるかを示している。半透過反射器の凹型構造は再利用空洞の境界の確定に役立つだけ
ではなく、それらの境界の中で再利用された光を閉じ込め、また半透過表面の幾何形状を
変えることで放射光の角度を広げる特性を持つ。特定の再利用空洞の中に光を閉じ込める
ことは詳細設計の役割である。例えば、半透過反射器が図１ａに示される境界２４に相当
する線に沿って背面反射器に接触する限界まで、半透過反射器３２を背面反射器３０に近
づけて設置することで、空洞２６、２８の中の光閉じ込めは増加される（空洞の間の漏光
はそれに従って減少する）。その様な配置はバックライト全体の厚みを小さくする観点か
ら望ましい。
【００１９】
　あるいは、光源からの光を直接空洞の中に注入できる様に、光源に対応する穴、細孔、
窓、あるいは他の光透過領域の様な適切な開口が背面反射器３０に付けられる限りは、光
源は、空洞の中に置かれる代わりに、それを負のｚ方向に移して背面反射器３０の後方に
設置されることができる。このことは図２ｂの断片図に示される。
【００２０】
　後に更に詳しく述べる様に、与えられた光源は（１）電気を光に変えるＬＥＤダイまた
は蛍光ランプ、あるいは励起光を放射光に変える蛍光体の様な活性部品、（２）レンズ、
（ファイバの様な）導波路、あるいは活性部品から放射された光を伝搬および／あるいは
形を変える光学要素の様な受動部品、あるいは（３）１つ以上の活性部品と受動部品の混
合であり得る。例えば、図２と図２ａの光源２０、２２はパッケージ化された側面発光型
ＬＥＤでも良く、その場合はＬＥＤダイは回路基板あるいはヒートシンクに近接した背面
反射器３０の後方に置かれるが、パッケージ化されたＬＥＤの整形カプセルあるいはレン
ズ部分は背面反射器にある細孔あるいは開口を通る延長上の再利用空洞の中に置かれる。
光源については後に更に議論される。
【００２１】
　図１～２ａの実施形態では、再利用空洞は、ｘ軸に平行な隣接する細長い領域で出力領
域１６を横切って伸びる様な、実質的に１次元である。半透過反射器３２はｙ－ｚ断面で
は描かれた凹型構造を構成する様に形成されるが、垂直なｘ－ｚ断面では半透過反射器は
実質的に真っ直ぐで平らである。別の言い方をすれば、半透過反射器は単純な湾曲を示す
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。他の実施形態では、半透過反射器は複合的な湾曲を示すこともでき、その場合はｙ－ｚ
およびｘ－ｚ断面の両方で凹型構造を構成する様に形成される。
【００２２】
　背面反射器３０はパネル効率を高めるために反射率が高いことが好ましい。例えば、背
面反射器は光源から放射される可視光に対して少なくとも９０％、９５％、９８％、ある
いは９９％以上の平均反射率を持ってもよい。背面反射器は、空間的に均一でもパターン
化されていても、主として鏡面、拡散的、あるいは鏡面／拡散反射板の組み合わせであり
得る。ある場合は背面反射器は高い反射コーティングを施された堅い金属基材、あるいは
支持基材にラミネートされた高反射率フィルムから作ることができる。適した高反射率材
料には、制限されるものではないが、３Ｍ社から入手できるＶｉｋｕｉｔｉ（商標）高鏡
面反射（ＥＳＲ）多層高分子フィルム、０．０１ｍｍ（０．４ミル）厚みのアクリル酸イ
ソオクチル感圧性接着剤を用いてＶｉｋｕｉｔｉ（商標）ＥＳＲフィルムに硫酸バリウム
を積層したポリエチレンテレフタレートフィルム（０．０５ｍｍ（２ミル）厚）フィルム
をラミネートして作られたフィルム、それによって出来たラミネートフィルムを今後「Ｅ
ＤＲＩＩ」フィルムと呼ぶ、（東レ）Ｔｏｒａｙインダストリー社から入手できるＥ－６
０シリーズＬｕｍｉｒｒｏｒ（商標）ポリエステルフィルム、Ｗ．Ｌ．Ｇｏｒｅ　＆　Ａ
ｓｓｏｃｉａｔｅｓ社から入手できる様な多孔質ポリテトラフルオロエチレン（ＰＴＦＥ
）フィルム、Ｌａｂｓｐｈｅｒｅ社から入手できるＳｐｅｃｔｒａｌｏｎ（商標）反射材
料、Ａｌａｎｏｄ　Ａｌｕｍｉｎｕｍ－Ｖｅｒｅｄｌｕｎｇ社から入手できるＭｉｒｏ（
商標）カソード酸化アルミニウムフィルム（Ｍｉｒｏ（商標）２フィルムを含む）、古河
電工社から入手できるＭＣＰＥＴ高反射泡状シート、および三井化学社から入手できるＷ
ｈｉｔｅ　Ｒｅｆｓｔａｒ（商標）フィルムとＭＴフィルム、が挙げられる。背面反射器
は実質的に平滑でもよいし、あるいは光の散乱あるいは混合を高める様に構造的表面を持
ってもよい。その様な構造的表面は（ａ）背面反射器の反射表面上に、あるいは（ｂ）反
射表面に施された透明コーティング上に作られる。前者では、前もって構造的表面を作ら
れた基材に高反射率フィルムがラミネートされてもよいし、あるいは高反射率フィルムが
（３Ｍ社から入手できるＶｉｋｕｉｔｉ（商標）耐久高鏡面反射金属（ＤＥＳＲ－Ｍ）反
射板を付けた薄い金属シートの様な）平坦基材にラミネートされ、その後刻印操作の様な
方法で構造的表面が形成されてもよい。後者では、構造的表面を持つ透明フィルムが平ら
な反射表面にラミネートされる、または透明フィルムが反射板に設けられた後にその透明
フィルムの上に構造的表面が付けられることもできる。
【００２３】
　背面反射器は連続的な単一（分離できない）層でその上に光源が実装される、あるいは
、それは別個の部分に不連続に、すなわち他は連続的な層であるが光源が突き出ることが
できる分離した開口を持つ限りは不連続に、構成することができる。例えば、ＬＥＤの列
が実装された基材に反射材料がストリップ状に設けられ、各々のストリップ領域はＬＥＤ
の１の列から他の列に十分広がる幅を持ち、またバックライトの出力領域の反対側の境界
に及ぶ十分の長さを持つ。
【００２４】
　出力領域１６の外側境界に沿って位置する再利用空洞の側部と端部は線状であることが
好ましく、ないしは光損失を少なくし再利用効率を改善する高反射垂直壁を持つ。２つの
反対側の側壁は図２の左と右の端に見られ、２つの反対側の端部壁は、その１つは図２に
見られ、描かれた実施形態の側壁に垂直である。背面反射器に用いられるのと同じ反射材
料がこれらの壁の形成に用いることができ、あるいは異なる反射材料を用いることもでき
る。例示している実施形態では側壁は拡散的に反射する。
【００２５】
　半透過反射器は入射光線を部分的に透過し部分的に反射するフィルムの様な構造である
か、またはその様な構造から成り、部分的透過は半透過反射器から効率的に光を引き出す
様に十分高いが、部分的反射はまた背面反射器と組み合わさって光の再利用を十分助ける
程に高い。最適の照明、照明の均一性（発光源を見えなくする）、および色混合を達成す
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るために、最適な幾何形状と特性を有して一般に各々異なり、また使用される光源と背面
反射器の機能をする、後述する多種の異なるフィルムを用いることができる。（ある場合
にはバックライトの設計者は、後述する空洞モジュールの様に、特別な再利用空洞の設計
を示すことができ、その時は与えられた空洞を用いるために適した光源を選ぶことができ
る。）いくつかの適したフィルムは更に説明されるが、この議論は制限されるものはなく
、述べられたフィルムのどれもそれだけで用いることができ、あるいは必要な透過特性と
反射特性を生じる様に他のものと組み合わせて用いることもできる。組み合わせフィルム
では、互いに貼り付けても貼り付けなくてもよい。もし貼り付けられるなら、任意の公知
の接着メカニズムが用いられてもよいし、また主表面全体にわたって、あるいは分離した
点のみで、あるいは線で接着されてもよい。接着剤が用いられるならば、その接着剤は透
明、拡散的、および／または複屈折的であり得る。
【００２６】
　半透過反射器として用いるのに適したいくつかのフィルムはここでは半反射フィルムお
よび光偏向フィルムと呼ばれる分類に入る。
【００２７】
　一般に、半反射フィルムは、垂直入射可視光の３０から９０％程度を反射し、残りの（
反射されない）光の実質的な部分を、好ましくはほぼ全てを、透過する程に低い吸収を持
つフィルムおよびその様な物を示す。反射と透過は、空間的に均一でもパターン化されて
いても、鏡面、拡散的、あるいはそれらの組み合わせである。拡散反射は表面拡散（ホロ
グラフィー拡散を含む）、バルク拡散、あるいは両方を用いて実現される。適当なレベル
の反射率は、光源の数とその背面反射器上の設置位置、光源の強度と発光特性（強度の角
度分布）、再利用空洞の深さ、バックライトの出力における輝度と色均一性の必要な程度
、および拡散プレートあるいはバックライト内の上部積層フィルムなどの他の構成要素の
存在または不在を含む、多くの要因に依存し得る。半透過反射器に用いられるより高い反
射フィルムは、効率を犠牲にしても、バックライトの輝度均一性と色均一性を高める傾向
をもつ。効率の減少は再利用空洞内の反射率の平均値が増加するために生じ、各反射は少
なくとも幾分かの損失を伴う。前述したように、半透過反射器だけではなく、背面反射器
や如何なる反射側壁の、可視光吸収を小さくすることが望まれる。
【００２８】
　半透過反射器として適した半反射フィルムの一例は、金属コーティングが可視光を十分
透過する程に薄い、金属薄膜鏡である。薄い金属コーティングはフィルム上にあるいはプ
レート基材上に設けられる。
【００２９】
　半反射フィルムのもう１つの例は、当該技術分野では、管理された透過鏡フィルム（Ｃ
ＴＭＦ）と呼ばれる。その様なフィルムは、前述したＥＳＲ鏡面フィルムの様な、多層干
渉積層鏡の両面に拡散反射コーティングまたは層を設けることで作られる。半反射フィル
ムのもう１つの例は、炎に少し曝露することで多層干渉積層体を幾つかの点で分離した、
フレイムエンボス加工された（ｆｌａｍｅ　ｅｍｂｏｓｓｅｄ）多層高分子鏡面フィルム
である。
【００３０】
　反射偏光板は半反射フィルムの更に他の例である。その様な偏光板は、液晶偏光板、共
押出や伸張技術により作られる多層高分子偏光板、細線格子偏光板、および連続／分散位
相構造を持つ拡散混合偏光板を含み、非偏光源からの光（第１の偏光状態に相当）の垂直
な半分を透過し他の垂直な半分（垂直な第２の偏光状態に相当）を反射する。例としてＶ
ｉｋｕｉｔｉブランドで３Ｍ社から入手できる２重輝度強調フィルム（ＤＢＥＦ）製品群
のいずれか、および拡散反射偏光フィルム（ＤＲＰＦ）製品群のいずれかが挙げられる。
また、例えば、米国特許第５，８８２，７７４号（ヨンザ（Jonza）ら）や第６，１１１
，６９６号（アレン（Allen）ら）、および米国特許刊行２００２／０１９０４０６（メ
リル（Merrill）ら）に開示された反射フィルムを参照。もし１つの反射偏光フィルムが
不十分ならば、２つ以上のその様なフィルムが組み合わされ凹型構造（単数および複数）
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を構成する様に形成されることができる。
【００３１】
　非偏光拡散反射板は更に半反射フィルムの例である。その様な反射板は、低吸収で透明
ポリマーのマトリックス内に鏡面反射粒子あるいは薄片を分散して作られ、フィルムやそ
の他の形態を構成する。反射粒子や薄片は厚いフィルムの厚みを通して分布され得るし、
あるいは薄い硬化コーティングとして基材表面に設けることもできる。多くの他の拡散反
射構造や製造方法も知られている。拡散コーティングはインクジェット印刷、スクリーン
印刷、および他の知られた方法で反射板や他の物体に設ける事ができる。拡散接着剤も用
いることができ、そこでは拡散は屈折率の異なる粒子、あるいは空隙により生じる。半透
過反射器に用いられる拡散反射板は低吸収率と可視波長にわたって２０％から８０％の平
均透過値を持つことが好ましい。
【００３２】
　半反射フィルムはまた、透過を増し反射を減らす小さな穴あるいは開口のパターンを備
えた反射フィルムを含む。これは単に望むパターンで反射フィルムに穴をあけることで実
現できる。実質的にここで述べられたどの反射フィルムも出発物質として用いることがで
き、後に変更してあるいは加工して穿孔あるいは他の開口を設ける。米国特許第７，０３
７，１００号（ストロベル（Strobel）ら）および米国特許公開２００５／００７３０７
０（ゲッチェル（Getschel）ら）はフレイム穿孔フィルムに適した技術を教示している。
穴や開口のパターンは均一でも不均一でもよく、後者の場合は穴の位置と寸法は共にラン
ダムあるいは疑似ランダムである。一例では、Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）ＥＳＲフィルムの
シートは均一な間隔の丸い穴が開いており、それらの穴は穴と穴の間隔が穴の直径の倍数
に等しい六角形配列に位置決めされる。製造の観点からは、半透過反射器を光源（単数ま
たは複数）と一直線にする必要がないことが望まれ、従って均一な穴パターンを用い、バ
ックライトの作製中に光源（単数または複数）をそのパターンに対して何ら特別な方法で
位置決めしないことが利点である。しかし、あるバックライトの配置では、穴の不均一パ
ターンを用い、他より少ない穴あるいは小さい穴を持つ領域の様な不均一パターンの特定
の特徴が光源と一直線に並ぶ様に、半透過反射器を配置することが許容される。更に、或
る実施形態では、半透過反射器は個々のストリップあるいは別個の部分に形成されるＥＳ
Ｒの様な反射フィルムを含み得る。例えば、米国特許第６，９７４，２２９号（ウェスト
（West）ら）を参照。
【００３３】
　一般に、開示されたバックライト内の半透過反射器として適した光偏向フィルムは、光
の入射方向の１つの機能として光を反射あるいは透過する構造的表面または類似物を形成
する様に配列された微小構造を持つフィルムまたは類似物を示す。そのフィルムの片面あ
るいは両面が構造的表面を持ち得る。有用な構造は線状プリズム、角錐プリズム、錐体、
および楕円体を含み、それらの構造は表面から出る突起でも表面に入る窪みの形状でもよ
い。それらの構造の寸法、形、幾何形状、方向、および間隔は全て半透過反射器、再利用
空洞、およびバックライトの性能を最適化する様に選ばれ、それらの個々の構造は対称で
も非対称でもあり得る。構造的表面は均一でも不均一でもあり得て、後者の場合はその構
造の位置と寸法は共にランダムあるいは疑似ランダムである。寸法、形、幾何形状、方向
、および／あるいは間隔の周期的あるいは疑似ランダムな変化により通常の特性を乱して
、バックライトの色と輝度の均一性を調整する。ある場合には、大小の構造の分布を持ち
、小さい構造は一般に光源の上に一直線になり、大きな構造はその他の位置に設置される
様に光偏向フィルムを位置決めすることが有益である。
【００３４】
　適した光偏向フィルムの例としては、Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）輝度強調フィルム（ＢＥ
Ｆ）、Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）透過直角フィルム（ＴＲＡＦ）、Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）
画像指向フィルム（ＩＤＦ）、およびＶｉｋｕｉｔｉ（商標）光照明フィルム（ＯＬＦ）
、これらは全て３Ｍ社から入手でき、並びに従来のレンチキュラー線状レンズアレイ、な
どの市場に出ている１次元（線状）プリズム高分子フィルムが挙げられる。これらの１次
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元プリズムフィルムでは、プリズム構造の表面は光源の方（図２の負のｚ方向）を向くこ
とが好ましく、もし半透過反射器が（ｙ－ｚ平面の様な）第１断面では凹型構造を持ち（
ｘ－ｚ平面の様な）垂直な第２断面では持たない様な単一曲率であれば、１次元のプリズ
ムフィルムはその構造的表面の線状プリズムが第１平面（例えばｙ－ｚ平面）に垂直で第
２平面（例えばｘ－ｚ平面）に平行に伸びる様な方向を持つことが好ましい。更に、構造
的表面が２次元特性を持つ光偏向フィルムの例として、米国特許第４，５８８，２５８号
（フープマン（Hoopman））、第４，７７５，２１９号（アペルドン（Appeldorn）ら）、
第５，１３８，４８８号（スチェッヒ（Szczech））、第５，１２２，９０２号（ベンソ
ン（Benson））、第５，４５０，２８５号（スミス（Smith）ら）、および第５，８４０
，４０５（シュスタ（Shusta）ら）に開示される様な立方体角部表面形状、３Ｍ社から入
手できる３Ｍ（商標）Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ（商標）反射材料６２６０ハイグロスフィル
ムの様な開封された立方体角部シート、米国特許第６，２８７，６７０号（ベンソン（Be
nson）ら）および第６，２８０，８２２号（スミス（Smith）ら）に開示される様な逆の
プリズム表面形状、米国特許第６，７５２，５０５号（パーカー（Parker）ら）および米
国特許公開２００５／００２４７５４（エプスタインら（Epstein））に開示された構造
的表面フィルム、およびビーズ逆反射シートが挙げられる。
【００３５】
　光偏向フィルムはそれだけで用いることができるし、あるいは他の適した半透過反射器
と組み合わせて用いることができる。異なる型の半透過反射器と組み合わせて用いられる
と、光偏向フィルムは再利用空洞の中に（光源に近づけて）設置することができ、半反射
フィルム（例えば、拡散フィルム）あるいは他の光偏向フィルムでもよく、他のフィルム
は再利用空洞の外側に設置することができる。もし２つ以上の線状プリズム光偏向フィル
ムが組み合わされると、それらは整列、非整列、あるいは混合され、１つのフィルムのプ
リズム方向が他のフィルムのプリズム方向に垂直になる。
【００３６】
　図２および図２ａに戻れば、別個の光源２０、２２が図式的に示される。殆どの場合は
、これらの光源は小さな発光ダイオード（ＬＥＤ）である。この点で、「ＬＥＤ」は、可
視、紫外線、又は赤外線にかかわらず、光を放射するダイオードを指す。それは、従来型
又は超放射型の種類にかかわらず、「ＬＥＤ」として販売されている非コヒーレントで満
たされたあるいは封入された半導体装置含む。もしＬＥＤが紫外光線の様な非可視光を放
射するならば、場合によっては可視光を放射する際、短波長光を長波長の可視光に変換す
る蛍光体を含んで（あるいは離れて置いた蛍光体に照射してもよい）パッケージ化され、
場合によっては白色光を放射する装置となる。「ＬＥＤダイ」はその最も基本的な形状は
ＬＥＤであり、すなわち半導体プロセス手続きで作られる個々の構成要素あるいはチップ
の形状である。構成要素またはチップは、装置を駆動する電圧を加えるのに適した電気接
点を含むことができる。構成要素又はチップの個々の層およびその他の機能的要素は、通
常、ウェハースケールで形成され、仕上がったウェハーは最終的に個々の小片部に切られ
て、多数のＬＥＤダイとなる。前面発光および側面発光ＬＥＤを含めて、パッケージ化さ
れたＬＥＤの更なる議論は後述される。
【００３７】
　必要ならば、線状冷陰極蛍光ランプ（ＣＣＦＬ）あるいは熱陰極蛍光ランプ（ＨＣＦＬ
）の様な他の可視光発光体が、開示されたバックライトの照明源としての別個のＬＥＤ光
源の代わりにあるいは追加的に用いられることができる。例えば、ある応用では、図１ａ
に示される別個の光源２０の列を長い円筒形のＣＣＦＬの様な異なる光源、あるいは長さ
方向に発光し（ＬＥＤダイあるいはハロゲン電球の様な）遠隔活性要素と連結する線状表
面発光型の光ガイドと置き換え、別個の光源２２の列にも同じ様にすることが望ましい。
その様な線状表面発光型の光ガイドの例は米国特許第５，８４５，０３８号（ランディン
（Lundin）ら）および６，３６７，９４１号（リー（Lea）ら）に開示される。ファイバ
ーと連結したレーザーダイオードおよび他の半導体発光体も知られ、これらの場合は光フ
ァイバー導波路の出力端が、開示された再利用空洞の中に、ないしはバックライトの出力
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領域の後方に配置された、光源として考えられる。同じことは、電球あるいはＬＥＤダイ
の様な活性要素から受けた光を出す、レンズ、偏向器、狭い光ガイド、およびその類似物
などの小さな発光領域を持つ他の受動的な光学要素についても当てはまる。その様な受動
的要素の１つの例は側面発光するパッケージ化されたＬＥＤの成形カプセルあるいはレン
ズである。
【００３８】
　ここで、図３ａ～ｇには、適した直接照射型バックライトを構成することができる、非
常に多種類の異なる幾何学的配置のうち、数例を示す。これらすべての図は、図の面に垂
直なｘ－軸から見た正面図を表している。しかし、この図はまた垂直なｙ－軸から見た正
面図を表すと解釈することもでき、従って、一般に半透過反射器がｙ－ｚ平面内に単一曲
率を持つ実施形態と、並びに半透過反射器がｙ－ｚとｙ－ｚ平面内に組み合わされた曲率
を持つ実施形態の両方を描いている。この点で、「曲率」は広く解釈されるべきで、幾何
的な円弧に、それどころか曲線形状にも制限されない。
【００３９】
　図３ａは、背面反射器３０と組み合わせて、半透過反射器４４の中に単一凹型構造によ
り構成されるただ１つの再利用空洞を持つ直接照射型バックライト４０を示す。再利用空
洞は示される様に深さｄと、拡散プレート３４の前側表面に置かれた、出力領域１６の長
さと幅にほぼ等しい長さと幅を持つ。３つの光源４５ａ、４５ｂ、４５ｃは空洞４２の中
に配置され、その各々は単一の光源を表してもよく、あるいはｘ－軸に平行に伸びる光源
の列を表してもよい。発光の輝度と空間分布や角度分布に依っては、光源４５ａ、４５ｂ
、４５ｃのどれか１つか２つは省略されてもよく、それでも出力領域１６で許容できる輝
度と輝度均一性を提供する。
【００４０】
　図３ｂは、背面反射器３０と組み合わせて、半透過反射器５６の中に２つの凹型構造に
より構成される２つの再利用空洞５２、５４を持つ直接照射型バックライト５０を示す。
半透過反射器５６は２つの凹型構造に相当する２つの部分５６ａ、５６ｂに示される。こ
れらの部分は中間領域５３にある半透過反射器の部分で連結されてもされなくてもよい。
中間領域５３、空洞５２の左方向の領域、および空洞５４の右方向の領域の存在より分か
る様に、空洞５２、５４は出力領域１６の全体を正確には満たさない。にもかかわらず、
空洞５２，５４はそれでもなお出力領域をほぼ満たす寸法であり、出力領域１６の平面図
の面積の７５％、８０％、あるいは９０％以上を占めることが好ましい。中間領域５３の
様な、凹型再利用空洞の存在しない出力領域１６の後方の領域を合わせた総計は、出力領
域の平面図の面積の小さな割合（２５％、２０％あるいは１０％、好ましくは約０％）で
ある。これらの領域は、再利用空洞の近接、再利用空洞から出た光の角度分布、および再
利用空洞上部の出力領域の設置位置（例えば拡散プレート３４の位置）のおかげで、出力
領域１６に対する輝度均一性を損なう効果を殆どあるいは全く持たない。ある程度はその
領域は存在し、示された実施形態ではそれらは主に出力領域１６の周囲に近くあるいは沿
って分布し、出力領域の中心部分からは離れている。各々の再利用空洞は図示される様に
深さｄを持つ。２つの光源５５ａ、５５ｂは空洞５２の中に配置され、２つの光源５５ｃ
、５５ｄは空洞５４の中に配置されるが、空洞毎に１つの光源でも十分な場合もある。こ
れらの図示された光源は単一の光源を表してもよく、あるいはｘ－軸に平行に伸びる光源
の列を表してもよい。
【００４１】
　図３ｃは、背面反射器３０と組み合わせて、半透過反射器６８の中に３つの凹型構造に
より構成される３つの再利用空洞６２、６４、６６を持つ直接照射型バックライト６０を
示す。半透過反射器６８は３つの凹型構造に相当する３つの部分６８ａ、６８ｂ、および
６８ｃに示される。これらの部分は中間領域６３ａ、６３ｂにある半透過反射器の部分で
連結されてもされなくてもよく、その面積は小さくすることが好ましい。凹型構造の各々
は別個の左と右の半分からなり、各々の半分は背面反射器３０に対して凸形状を持つが、
２つの半分は一緒になって背面反射器に対して凹型の構造を形成することに注目する。各
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々の再利用空洞は図示される様に深さｄを持つ。光源６５ａ、６５ｂ、６５ｃはそれぞれ
空洞６２、６４、６６の中に配置される。これらの図示された光源は単一の光源を表して
もよく、あるいはｘ－軸に平行に伸びる光源の列を表してもよい。
【００４２】
　図３ｄは、背面反射器３０と組み合わせて、半透過反射器７８の中に３つの凹型構造に
より構成される３つの再利用空洞７２、７４、７６を持つ直接照射型バックライト７０を
示す。半透過反射器７８は３つの凹型構造に相当する３つの部分７８ａ、７８ｂ、および
７８ｃに示される。これらの部分は中間領域７３ａ、７３ｂにある半透過反射器の部分で
連結されてもされなくてもよく、その面積は小さくすることが好ましい。凹型構造の各々
は別個の左、右、上の部分からなり、上の部分は他の２つの部分に付着機構７７により連
結されることに注目する。これらの付着機構７７は従来設計、例えば成型されたプラスチ
ック構造であり得る。付着機構７７はまた透明にも不透明にもでき、図示された相対的な
大きさより大きくも小さくもできる。各々の再利用空洞は図示される様に深さｄを持つ。
光源７５ａ、７５ｂ，７５ｃはそれぞれ空洞７２、７４、７６の中に配置される。これら
の図示された光源は単一の光源を表してもよく、あるいはｘ－軸に平行に伸びる光源の列
を表してもよい。
【００４３】
　図３ｅは、背面反射器３０と組み合わせて、半透過反射器８９の中に４つの凹型構造に
より構成される４つの再利用空洞８２、８４、８６、８８を持つ、もう１つの直接照射型
バックライト８０を示す。半透過反射器８９は、透明支持体８１の上に静置あるいは接着
されているが、４つの凹型構造に相当する４つの部分８９ａ～ｄに示される。これらの部
分は連続した半透過フィルムの部分であってもなくてもよい。各々の再利用空洞は図示さ
れる様に深さｄを持つ。ある実施形態では、透明支持体８１は光源８５ａ～ｄに面する意
図的な表面構造を持ってもよい。光源８５ａ～ｄはそれぞれ空洞８２、８４、８６、８８
の中に配置される。これらの図示された光源は単一の光源を表してもよく、あるいはｘ－
軸に平行に伸びる光源の列を表してもよい。他の実施形態では、透明支持体８１は、光源
が空洞を照射できる開口を持つ背面反射器と置き替えてもよく、背面反射器３０は光源を
実装する回路基板の様な基材と置き替えてもよい。その場合は、再利用空洞の深さは図示
されるｄ’に縮小される。
【００４４】
　図３ｆは、２つの外部再利用空洞９２ａ、９４ａと２つの内部再利用空洞９２ｂ、９４
ｂを持つもう１つの直接照射型バックライト９０を示し、その外部空洞は背面反射器３０
と組み合わせて第１の半透過反射器９６の中に２つの凹型構造により構成され、その内部
空洞は同じ背面反射器３０の小さい部分と組み合わせて第２の半透過反射器９８の中に２
つの凹型構造により構成される。半透過反射器９６は２つの部分９６ａ、９６ｂの中に示
され、それらは中間領域９３にある半透過反射器９６の部分で連結されてもされなくても
よい。半透過反射器９８はまた２つの部分９８ａ、９８ｂの中に示され、それらは同じよ
うに中間領域９３にある半透過反射器９８の部分で連結されてもされなくてもよい。外部
と内部の半透過反射器は同じ型の半透過材料、例えば、特定の半反射フィルムあるいは特
定の光偏向フィルムを用いることができ、あるいはそれらは、一方にプリズム的光偏向フ
ィルムで他方に穿孔反射板の様に、異なる材料を用いてもよい。外部再利用空洞は図示さ
れる様に深さｄ１を持つ。内部再利用空洞は図示される様に小さい深さｄ２を持つ。光源
９５ａは外部空洞９２ａと内部空洞９２ｂとの両方の中に配置され、光源９５ｂは外部空
洞９４ａと内部空洞９４ｂとの両方の中に配置される。これらの図示された光源は単一の
光源を表してもよく、あるいはｘ－軸に平行に伸びる光源の列を表してもよい。
【００４５】
　図３ｇは、２つの外部再利用空洞１０２ａ、１０４ａと２つの内部再利用空洞１０２ｂ
、１０４ｂを持つ更にもう１つの直接照射型バックライト１００を示し、その外部空洞は
背面反射器３０と組み合わせて第１の半透過反射器１０６の中に２つの凹型構造により構
成され、その内部空洞は第２の半透過反射器１０８の中に２つの凹型構造により構成され
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る。半透過反射器１０６は２つの部分１０６ａ、１０６ｂに示され、半透過反射器１０８
も２つの部分１０８ａ、１０８ｂに示される。図３ｇは凹型（曲線）構造が、通常は平坦
で堅いフィルムを曲げ、固定柱の間に圧縮して保持することで作られる作製方法を例示し
ている。従って、半透過反射器１０６ａと１０８ａは固定柱１０７ａ、１０７ｂの間に圧
縮して保持され、その結果同じ幅だが異なる深さを持つ入れ子になった空洞になる。半透
過反射器１０６ｂと１０８ｂは固定柱１０７ｂ、１０７ｃの間に圧縮して保持され、同様
にその結果同じ幅だが異なる深さを持つ入れ子になった空洞になる。外部と内部の半透過
反射器は同じ型の半透過材料、例えば、特定の半反射フィルムあるいは特定の光偏向フィ
ルムを用いることができ、あるいはそれらは、一方にプリズム的光偏向フィルムで他方に
穿孔反射板の様に、異なる材料を用いてもよい。外部再利用空洞は深さｄ１を持ち、内部
再利用空洞は小さい深さｄ２を持つ。光源１０５ａは外部空洞１０２ａと内部空洞１０２
ｂの両方の中に配置され、光源１０５ｂは外部空洞１０４ａと内部空洞１０４ｂの両方の
中に配置される。これらの図示された光源は単一の光源を表してもよく、あるいはｘ－軸
に平行に伸びる光源の列を表してもよい。
【００４６】
　図４は再利用空洞モジュール１１０を示す。モジュール１１０は、背面反射器１１９と
組み合わされて、半透過反射器１１８の中に３つの凹型構造が形成された３つの再利用空
洞１１２、１１４、１１６を持つ。半透過反射器１１８は、堅い透明支持体１１７にコー
ティングあるいはラミネートされているが、３つの凹型構造に相当する３つの部分１１８
ａ～ｃに示される。半透過反射器１１８は連続的に示されるが、例えば中間領域１１５ａ
、１１５ｂで、あるいは凹型構造の選択部分で抜き取られた、不連続でもよい。接着剤あ
るいは他の貼り合わせ機構は、背面反射器１１９に半透過反射器１１８を固定するために
領域１１５ａ、１１５ｂおよびモジュール１１０の左右先端において用いられる。背面反
射器１１９は堅い支持体１１３にコーティングあるいはラミネートされている。背面反射
器１１９／支持体１１３の組み合わせは、物理的な穴や細孔、あるいは光透過フィルムや
他の材料の一部である、開口１１１ａ～ｃを持つ。その開口は適した光源を受容する寸法
であり、モジュール１１０を配列された光源の上に単純に降ろして定置して、バックライ
トを早く容易に作製できる。単一モジュール１１０は３つの光源あるいは３つの光源列を
持つバックライトを構成する様に用いることができ、複数のモジュールはより大きなバッ
クライトに用いることもでき、例えば、２つのモジュール１１０は６つの光源あるいは６
つの光源列を持つバックライトを構成するために並べて用いることができる。各々の再利
用空洞は図示される様に深さｄを持つ。
【００４７】
　図５は図４のモジュールに似た再利用空洞モジュール１２０を示すが、モジュール１２
０は再利用空洞１２２を１つだけ持つことが異なる。空洞１２２は、背面反射器１２６と
組み合わせて、半透過反射器１２４の中に１つの凹型構造が形成される。半透過反射器１
２４は堅い半透明支持体１２５にコーティングあるいはラミネートされる。半透過反射器
１２４は連続的に示されているが、例えば、ｘ－軸に平行に伸びるモジュールの反対側の
端部あるいは凹型構造の選択部分で抜け落ちた、不連続でもよい。接着剤あるいは貼り合
わせ機構は背面反射器１２６に半透過反射器１２４を固定するためにモジュール１１０の
端部に沿って用いることができる。背面反射器１２６は堅い支持体１２７にコーティング
あるいはラミネートされている。背面反射器１２６／支持体１２７の組み合わせは、物理
的な穴、あるいは光透過フィルムや他の材料の一部である開口１２８ａ～ｄを持つ。その
開口は適した光源を受け入れる寸法であり、モジュール１２０を配列された（この場合は
１列）光源の上に単純に降ろして定置して、バックライトを早く容易に作製できる。単一
モジュール１２０は１列になった４つの光源を持つバックライトを構成するのに用いるこ
とができ、複数個のモジュール１２０もより大きなバックライトに用いられ、例えば、４
つの光源をｎ列（ここでｎは任意の正の整数、あるいは４ｍの光源をｎ列、ここでｍも任
意の整数）を持つバックライトを構成するために縦におよび／あるいは横に並べて定置さ
れる。再利用空洞１２２は図示される深さｄ、長さＬおよび幅Ｗを持つ。
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【００４８】
　異なる設計のモジュール、より一般的には異なる設計の空洞は、与えられたバックライ
トに合う様に混合され、および調和される。与えられたバックライト内の複数個の空洞は
平面図において同じ形を持つ必要はなく、同じ長さ、幅、または深さを持つ必要もなく、
同じ方向に並ぶ必要もなく、また同じ半透過材料あるいは背面反射材料を用いる必要もな
い。また、空洞が同じ幾何学的および光学的特性を持つかどうかは問わず、同数の光源あ
るいは同じ型の光源を持つ必要もない。空洞の（および空洞モジュールの）寸法、位置、
方向、および他の特性はバックライトの望む特性を引き出す様に選ばれる。
【００４９】
　再利用空洞は平面図において長方形の外形を持つ必要はない。例えば、図５の再利用空
洞１２２は、空洞を中央に近接した開口１２８ｂ、１２８ｃでは広く、端に近接した開口
１２８ａ、１２８ｄでは狭くして、たる型平面外形を形成する様に修正されることができ
、あるいは空洞は砂時計型の平面外形を形成する様に中央は狭く端を広く作ることもでき
る。
【００５０】
　図６および７は異なる直接照射型バックライトの正面すなわち平面図であり、複数の光
再利用空洞をパネルの出力領域の後方に設置することを示している。各々のバックライト
の出力領域は１６：９のアスペクト比を持ち、これは現在、ＬＣＤテレビでは普通である
。図６では、バックライトの出力領域１３０は配列された６つの再利用空洞１３２ａ～ｆ
でほぼ満たされている。各々の空洞は背面反射器に対向する凹型構造を構成する様に形成
された半透過反射器により構成される。この半透過反射器はｘ－ｚ平面では１の凹型構造
を、ｙ－ｚ平面ではもう１の凹型構造を規定するように形成され、前者は各々の再利用空
洞の幅Ｗを規定し後者は長さを規定する。光源１３４は再利用空洞の中あるいは背面反射
器の後方に配置される。
【００５１】
　図６はまた、半透過反射器は１つ以上の線状トンネル型の構造を規定する単一曲率を持
つが、垂直分離板が再利用空洞を分離領域あるいは補助空洞に分ける様に半透過反射器と
背面反射器の間に配置される様な、実施形態を示す様に構成される。例えば、半透過反射
器は出力領域１３０の上下端の間のｘ－ｚ平面内に、幅２Ｗと長さ３Ｌ（ＷとＬは図６に
図示される）の再利用空洞を構成する単一凹型構造を形成するが、ただし垂直分離板は、
高反射率材料で作られることが好ましく、鏡面でも拡散的でもよく、別個の領域すなわち
空洞１３２ａ～ｆを規定する波線で示される様に、半透過反射器と背面反射器の間に配列
される。他の例として、半透過反射器は、各々が幅Ｗと長さ３Ｌ（ＷとＬは図６に図示さ
れる）を持つ２つの再利用空洞を構成する様に、ｘ－ｚ平面内に２つの隣接する凹型構造
を形成するが、ただし垂直分離板は、第１の空洞を３つの空洞１３２ａ－ｃに分離し、第
２の空洞を３つの空洞１３２ｄ～ｆに分離する様に半透過反射器と背面反射器の間に設置
される。更に他の例では、半透過反射器は、各々が幅Ｌと長さ２Ｗ（ＷとＬは図６に図示
される）を持つ３つの再利用空洞を構成する様に、ｙ－ｚ平面内に隣接する凹型構造を構
成するが、ただし垂直分離板は各々の空洞を２つの空洞に分離する様に半透過反射器と背
面反射器の間に配置される。
【００５２】
　図７では、パネル出力領域１４０は配列された１０個の六角形の再利用空洞１４２ａ～
ｊによりほぼ満たされる。各々の空洞は背面反射器に対向する凹型構造を構成する様に形
成された半透過反射器により構成される。この半透過反射器はｘ－ｚ平面では１の凹型構
造を、ｙ－ｚ平面ではもう１つの凹型構造を規定するように形成され、前者は各々の再利
用空洞の幅Ｗを規定し後者は長さＬを規定する。光源１４４は再利用空洞の中あるいは背
面反射器の後方に配置される。
【００５３】
　長方形や六角形以外に、単純な曲線でも複雑な曲線でも、他の平面図形状を再利用空洞
に用いることができる。多角形（三角形、台形、五角形など）、円、楕円、および如何な
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る他の望ましい形が考えられる。その幾何形状はバックライトの高効率や輝度や色均一性
を達成するように合わせて作られる。
【００５４】
　前に述べた様に、凹型半透過反射器と背面反射器により構成される再利用空洞は、ｚ－
方向に比較的浅く（すなわち深さｄが小さい）横方向に比較的広いことが望ましい。特定
の空洞の深さｄは、出力領域に垂直な軸に沿った、すなわちｚ－方向に沿った、背面反射
器と半透明器の間の空洞内の最大間隔を表す。空洞の幅（Ｗ）は次の様に測定される空洞
の横方向寸法を表す。先ず平面図の空洞の形（例えば図６および７）では、空洞の幅は平
面図空洞形状を外接して囲む最小矩形の小さい方の寸法である。開示された再利用空洞は
２ｄより大きな幅Ｗを持つことが望ましく、好ましくは少なくとも５ｄあるいは１０ｄ以
上である。空洞の長さ（Ｌ）は平面図空洞形状を外接して囲む最小矩形の大きい方の寸法
を表す。特別な場合には最小矩形は正方形であり、その場合はＬ＝Ｗである。
【００５５】
　開示された再利用空洞の１つ以上を用いるバックライト、および特に別々の空洞の領域
や配列をもつバックライトは、自身の光源により照射され、その光源は隣接する空洞内の
光源とは別々に制御あるいは駆動され、バックライトの出力領域に対して輝度および／あ
るいは色分布が意図して不均一である動的コントラストディスプレイ技術や色逐次ディス
プレイ技術を支える適した駆動エレクトロニクスと共に用いることができる。従って、出
力領域の別々の領域は他の領域より明るくあるいは暗く制御することができ、あるいはそ
の領域は、異なる再利用空洞内の別々の光源の適当な制御により簡単に、異なる色で発光
できる。
【００５６】
　開示された凹型再利用空洞は多様な組み立て方法や技法を用いてバックライトに作り上
げることができる。
【００５７】
　１つの方法では、半透過フィルムの一体物がバックライト容器の全幅にわたり、そこで
はフィルムの端は、凹型トンネル状構造を構成するように、容器の側壁の間に挟まれある
いは物理的に貼り付けられる。この方法は比較的小さなディスプレイに特に適する。
【００５８】
　薄くて広いバックライトユニットの場合は、複数の凹型トンネル状構造を用いることが
有利である。半透過フィルムに刻み目を入れることは、すなわち１つ以上の線に沿ってフ
ィルム厚みの一部を切り抜くことは、凹型構造の境界を規定する便利な手法と分かってき
た。もう１つの有用な手法は１つ以上の線に沿って折り畳むことで半透過フィルムに折り
目をつけることである。刻み目を入れることおよび折り目をつけることは、フィルムを折
り畳み易い決まった位置を与えることで、単一のフィルムから複数の凹型構造を組み立て
る助けとなる。レーザー方法、熱線あるいは熱ナイフの様な熱的方法、および既知のキス
カッティング手法を含む、何らかの既知の刻み手法により刻み目を入れることができる。
【００５９】
　単一フィルムから形成される複数のトンネル状構造を用いる時は、フィルムをバックラ
イト容器の裏面、側壁、あるいは裏面と側壁の両方に物理的に取り付けることで、安定で
丈夫な構造を持つフィルムを提供できる。凹型フィルムをバックライトに物理的に取り付
ける方法の例には、限定されないが、フィルムの刻み目を付けた部分をリベット、ねじ、
逆Ｕ字クギ、熱または超音波スポット溶接で裏面にピン止め、裏面に閉まるプラスチック
ピン（これはＳＯＮＹ（商標）　Ｑｕａｌｉａ　ＬＥＤ　ＬＣＤテレビの様に、拡散プレ
ートを支持することにも用いられる）、バックライトの側壁に閉まるピンやフィルムの刻
み目を付けた面を裏面に締め付けるピン、裏面上の細長い接着剤などが挙げられる。
【００６０】
　凹型フィルムの端は、凹型構造の形を規定する助けとなるバックライト容器の側壁反射
板に成形された状態あるいは細長い孔に、取り付けられる。あるいは、フィルムは十分堅
く準備され、凹型構造が側壁あるいは反射裏面の前もって決められた孔にはまることがで
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きる。半透過反射器の剛性と堅さは、一般に、半透過反射器の少なくとも一部にひだを付
けることで高められる。それ自身では十分な堅さを持たない半透過反射器は適した表面形
状を持つ透明支持体と組み合わされる（例えば上に置く）こともできる。
【００６１】
　刻み目を付けたフィルムをバックライト容器に固定するもう１つの方法は、容器の側壁
構造に成形される、あるいは容器の側壁にはまる、支持部材を用いることを伴う。この方
法は、バックライトの長さと幅の寸法にわたる、容器の側壁に前もって決められた位置に
はまる透明ポリマー棒を用いることができ、従って半透過反射器を前述の手法を用いて端
に固定されるフィルムと縫合あるいはネジ止めできる案内部を与える。あるいは、その棒
は細い案内線で置き換えることができる。この方法は、フィルムが通常は非対称形状にな
ることに抵抗する場合に、非対称凹型構造を作ることに特に有用である。
【００６２】
　半透過反射器に凹型構造を形成するもう１つの方法は、半透過反射器が背面反射器に接
触あるいは殆ど接触しようとする位置に相当する前側拡散プレートの裏側上の、前もって
決められた場所にプラスチックピンを定置することである。バックライトの組み立て中は
、ピンは、その端でバックライト容器に取り付けられる半透過反射器を、ピンの位置で決
められる１つ以上の凹型形状に形成するために、可撓性半透過フィルムに接触できる。
【００６３】
　凹型構造を形成する他の方法は、バックライトから分離されたモジュールを作ることを
伴う。半透過反射器が不連続の反射裏面片に点で取り付けられ、ひとつになって開口を光
源用に残すよう、図４に示されたものに似たモジュールを作ることができる。図４に示さ
れた様な背面反射器の分離された部分は、ｚ－折のヒンジで連結されることもでき、ヒン
ジが伸びれば半透過反射器は出荷目的で平たく置くことができ、ヒンジが折り畳まれれば
凹型構造が形成されて光源用の開口が残される。モジュールのもう１つの形式は図５に示
され、そこでは背面反射器は、定まった長さを持ち、光源が突き出ることのできる開口を
持つ、３Ｍ社のＥＳＲフィルムの様な反射フィルムであり得る。背面反射フィルムより広
い半透過フィルムが導入され、その２つのフィルムは２つの反対側の端に沿って貼り合わ
せ、あるいは溶接されて、凹型でトンネル状構造を形成する。モジュールは背面反射器の
裏面に施された接着剤の様な従来の手段でバックライト容器に取り付けられることができ
る。
【００６４】
　凹型構造を形成する他の方法は、同一出願人による名称「凹型半透過反射器と共に光再
利用空洞を持つ直接照射型バックライトの形成方法（Methods of forming Direct-lit Ba
cklights having Light Recycling Cavity with Concave Transflector）」（代理人番号
６１１９９ＵＳ００２）、米国特許公開６０／７１１，５２３（２００５年８月２７日出
願）に述べられている。
【００６５】
　図８～１１は開示されたバックライトに用いることができる幾つかの光源を示すが、そ
れらに限定されるものではない。図示された光源はパッケージ化されたＬＥＤから成る。
図８、９、および１１の光源は側面発光ＬＥＤパッケージを示し、そこではＬＥＤダイか
らの光は、光源の対称軸に沿う前方向より概して横方向にピーク発光を与える様に、一体
化カプセルあるいはレンズ要素により反射および／あるいは屈折される。図１０の光源は
光偏向器を含むかどうかにより、前方発光になるか側方発光になる。
【００６６】
　図８では、光源１５０はフレーム１５２に搭載され、リード１５３に電気的に接続され
たＬＥＤダイ１５１を含む。リード１５３は光源１５０を回路基板の様なものに電気的に
かつ物理的に接続するのに用いる。レンズ１５４はフレーム１５２に取り付けられる。レ
ンズ１５４は、レンズの上部に放射される光が上側表面１５５で殆ど内部に反射される様
に設計され、従って光は上部の底部表面１５６に入射して装置から屈折して出て行く。レ
ンズの低部１５７に放射される光も装置から屈折して出て行く。光源１５０は、レンズ１
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５４の上方に実装あるいは上側表面１５５に取り付けられた、反射材料のディスクの様な
光偏向部１５８も含むことができる。米国特許第６，９７４，２２９号（ウェスト（West
）ら）を参照。
【００６７】
　図９では、光源１６０はリードフレーム１６１に実装された（図示されない）ＬＥＤダ
イを含む。透明のカプセル１６２はＬＥＤダイ、リードフレーム１６１、および電気的リ
ードの一部を包み込む。カプセル１６２はＬＥＤダイの表面を垂直に保つ平面について反
射対称性を示す。カプセルは曲がった表面１６４で規定される落ち込み１６３を持つ。落
ち込み１６３は、対称平面を中心として、本質的に線状であり、反射コーティング１６５
が少なくとも表面１６４の一部に施されている。ＬＥＤダイから出た光は反射コーティン
グ１６５から反射されて反射光線を形成し、今度はカプセルの屈折表面１６６により屈折
されて、屈折光線１６７を形成する。米国特許第６，６７４，０９６号（ソマース（Somm
ers））を参照。
【００６８】
　図１０では、光源１７０はリードフレーム１７３の窪んだ反射面１７２に配置されたＬ
ＥＤダイ１７１を含む。電力は、リードフレームからＬＥＤダイ１７１にワイヤボンド接
続を経て、リードフレーム１７３ともう１つのリードフレーム１７４により光源に提供さ
れる。ＬＥＤダイは、その上に蛍光材料１７５の層を持ち、その組み立て品の全体はレン
ズ状の前側表面を持つ透明封入エポキシ樹脂の中に埋め込まれる。電力が提供されれば、
ＬＥＤダイ１７１の上面が青い光を出す。この青い光のいくらかは蛍光材料の層を通過し
、蛍光材料により発せられた黄色い光と合わさって、白色光の出力を生じる。あるいは、
蛍光材料の層は省略することができ、光源はＬＥＤダイ１７１により作られた青い光（必
要に応じて他の色）のみを発光する。どちらの場合も、白色あるいは単色の光は光源１７
０の対称軸に沿ったピーク発光を作り出すよう、主として前方向に発光される。しかし、
必要ならば、光源１７０は所望により一般に横にすなわち側面方向に光の方向を変える反
射平面を持つ偏向器１７７を含み、従って光源１７０を側方発光体に替えることができる
。偏向器１７７はページに垂直な面に対して鏡面対称性を持ってもよく、あるいは封入樹
脂１７６の対称軸と一致する縦軸の回りに回転対称性を持ってもよい。米国特許第５，９
５９，３１６号（ロワリ（Lowery））を参照。
【００６９】
　図１１では、光源１８０はパッケージ基板１８２に支えられたＬＥＤダイ１８１を持つ
。レンズ１８３は基板１８２に連結され、パッケージ軸１８４は基板１８２とレンズ１８
３の中心を通る。レンズ１８３の形はＬＥＤダイ１８１とレンズ１８３の間の体積１８４
を確定する。体積１８４はシリコン、あるいは樹脂、空気や気体、または真空の様な適剤
で、充たされ密封される。レンズ１８３はノコギリ歯状の屈折部１８５と全内部反射（Ｔ
ＩＲ）じょうご部１８６を含む。ノコギリ歯部は、光がレンズ１８３からできる限りパッ
ケージ軸１８４に対して９０度に近く出る様に、光を屈折および屈曲させる様に設計され
ている。米国特許第６，５９８，９９８号（ウェスト（West）ら）を参照。
【００７０】
　図８と１０に描かれた偏向器の他に、光源は、２００５年８月２７日に出願された同一
出願人による名称、「２重機能偏向器を備える光源を持つ直接照射型バックライト（Dire
ct-Lit Backlight Having Light Sources With Bifunctional Diverters）」、米国特許
公開６０／７１１，５２２（代理人番号６１１００ＵＳ００２）に示される２重機能偏向
器を含む、他の偏向器を用いることができる。
【００７１】
　多色光源は、白色光を作り出すか否かによらず、バックライト内で多くの形を取ること
ができ、それはバックライト出力領域の色と輝度の均一性に異なる効果を持つ。１つの方
法において、複数のＬＥＤダイ（例えば赤、緑、青の発光ダイ）は全てリードフレームあ
るいは他の基材上で互いに近接して実装され、次に、単一レンズ要素を含むこともある、
単一パッケージを構成する単一封入材料の中に一緒に包まれる。その様な光源は個々の色
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の任意の１つを、あるいは全ての色を同時に発光する様に制御される。他の方法では、パ
ッケージ毎に１つだけのＬＥＤダイと１つの発光カラーを持つ、別々にパッケージ化され
たＬＥＤが、与えられた再利用空洞に対して一緒に集められ、その集合は青／黄あるいは
赤／緑／青の様な異なる色を発光するパッケージ化されたＬＥＤの組を含む。更に他の方
法では、その様な個々のパッケージ化された多色ＬＥＤは１つ以上の線、配列、あるいは
他のパターンに設置されることができる。
【００７２】
　ＣＣＦＬやＨＣＦＬ光源はＬＥＤ光源より一般に多くの紫外線を発光するが、光源の選
択に依存して、背面反射器、半透過反射器、およびバックライトのその他の要素は異なる
紫外線量にさらされる。従って、バックライトの構成要素は紫外線吸収剤あるいは安定剤
を一体に含んでもよく、あるいは紫外線劣化を小さくする様に選ばれた材料を用いてもよ
い。もしＬＥＤの様な低紫外線出力光源がバックライトに用いられれば、紫外線吸収剤の
ようなものは必要なく、広い材料選択が可能になる。紫外線吸収剤や安定剤以外に、半透
過反射器は、半透過反射器、再利用空洞、およびバックライトの透過、色、あるいはその
他の光学特性を適合させる染料および／あるいは色素を含んでもよい。
【００７３】
　色の変化を小さくすることはＬＥＤバックライトの重要な課題であり、一般に色センサ
ーと温度センサーを必要とするが、それはＬＥＤ出力がそれらの両方の要因に影響され得
るからである。例えば、３つのＲＧＢのＬＥＤが温度や時間的変化によって異なる発光特
性を示す場合に色変化が生じる。ＬＥＤの変動を検出するセンサーを用い、ＬＥＤや個々
のＬＥＤピクセルの強度を補正するように自動的に適合させることが必要な場合がある。
センサー位置は、空洞を各々独立に制御することが望ましければ、再利用空洞の中でも構
わない。個々の空洞制御が必要なければ、１つ以上のセンサーがトンネルの外に置かれて
も構わない。適したセンサーは、テキサス州プラノ（Plano）にあるテキサス・アドバン
スト・オプティカルソリューション社（TAOS、Texas Advanced Optical Solutions Inc）
から入手できるシリコンフォトダイオードの色センサーを含む。
【実施例】
【００７４】
　テスト装置と仕組み
　次の例が特注のＬＥＤバックライト検査台でテストされた。検査台は対角５５９ｍｍ（
２２インチ）、１６：９アスペクト比、ＬＣＤテレビ用のＬＥＤを用いたバックライトを
模擬実験する様に設計された。検査台はバックライト空洞の側壁を形成する開いた矩形箱
型構造を持ち、その構造の長軸は水平に置かれた。箱型構造の内壁には、高反射拡散白色
フィルムである、前述したＥＤＲ　ＩＩフィルムが並べられた。
【００７５】
　箱型構造の前側は厚さ３ｍｍの拡散白色ポリメチルメタクリレートプレート（Ｃｙｒｏ
　Ｃｏｒｐ．、ニュージャージ州ロッカウェイ（Rockaway））で作られた取り外し可能な
拡散プレートで覆われた。この拡散プレートは現在ＣＣＦＬやＬＥＤ方式のテレビ用バッ
クライトに用いられる拡散プレートに似ている。プレートの外側表面は検査台用の出力領
域（すなわち、バックライトの出力領域）として機能する。
【００７６】
　裏面は、その裏面をバックライト空洞の中で異なる深さに調整できる４つの線状スライ
ドの上にある、箱型構造の裏側に取り付けられた。
【００７７】
　４つのＬＥＤ棒は拡散プレートに面する裏面の側面で裏面に貼り付けられた。この棒は
裏面の幅にわたって水平な２列に整列された。各々の棒は、５つの赤、５つの青、および
１０個の緑の側面発光Ｌｕｘｅｏｎ（商標）ＬＥＤ（ルミレッズ（Lumileds）、カリフォ
ルニア州サンノゼ（San Jose））を、標準プリント基板上で一列に緑－赤－青－緑のパタ
ーンで繰り返して配列した。１つの棒のＬＥＤの中心間隔は約１２ｍｍ。隣接する水平列
の中心間隔は１５２ｍｍとした。
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【００７８】
　１つの棒には、緑、赤、および青のＬＥＤは色毎に電気的に直列に接続され、各々の色
の出力は検査台の色バランスを調整できる様に独立に変えることができた。２つの、２チ
ャンネル電力供給が各々の棒に接続された。１つの電力供給チャネルは赤のＬＥＤに駆動
電流を提供し、１つのチャネルは青のＬＥＤに電流を提供し、２つのチャネルは各チャネ
ル５つずつの緑のＬＥＤに電流を提供し駆動した。典型的な測定の間は、赤のＬＥＤは約
１５０ｍＡで駆動され、青のＬＥＤは約１７０ｍＡで駆動され、緑のＬＥＤは約１３０ｍ
Ａで駆動された。最初の測定の前に、ＬＥＤは全て３５０ｍＡで１６６時間駆動して「焼
き付け」され、その後は検査台からの出力は長時間比較的安定して観察された。
【００７９】
　ポリカーボネート反射支持プレートはＬＥＤ回路基板の上の裏面に取り付けられた。反
射支持プレートは矩形で検査台構造の内部より少し小さくした。反射支持プレートはＬＥ
Ｄのレンズがプレートを通って伸びることができる穴を持った。実装される時に、反射支
持プレート上面はＬＥＤのレンズの底と一直線にされた。高反射率な鏡面背面反射フィル
ム（Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）３Ｍ製ＥＳＲフィルム）が反射支持プレートにラミネートさ
れた。次に実装され、フィルム層は実質的に平らかで、バックライトの光学空洞の底表面
として作用した（すなわち背面反射器として作用した）。背面反射フィルムの直ぐ下で、
支持プレートは、ＬＥＤ列に平行に伸びる線状溝あるいはチャネルが付けられ、またＬＥ
Ｄ列の両側に配置された。２つの選ばれたチャネル（その間に少なくとも１列のＬＥＤが
あった）の直ぐ上の背面反射フィルムにスリットを付けることで、選ばれたチャネル間の
距離より大きい幅を持つ半透過フィルムが圧縮され、凹型の円弧あるいは弓形を形成し、
半透過フィルムの反対側の端が背面反射フィルムのスリットを通って選ばれたチャネルの
中に挿入された。再利用空洞はこうして背面反射フィルムと凹型形状の半透過反射器の間
に形成された。
【００８０】
　検査台の性能は比色分析カメラ（ラディアント・イメージング（Radiant Imaging, Inc
.）製モデルＰＭ１６１１、ワシントン州デュバル（Duvall））を用いて測定された。こ
のカメラには１０５ｍｍのレンズとＮＤ２中間密度フィルタが取り付けられた。ラディア
ント・イメージングにより提供されるソフトはカメラを更正し測定するのに用いられた。
色と輝度の更正はスポット放射線器（フォト・リサーチ（Photo Research, Inc.）製モデ
ルＰＲ６５０、カリフォルニア州チャッツワース（Chatsworth））を用いて行われた。検
査台はカメラの前の４ｍに垂直に置かれた。カメラレンズの軸が拡散プレートに垂直で、
近似的に検査台の中心にくるように、検査台はカメラと一直線に並べられた。
【００８１】
　バックライトの構成は、検査台に適切なフィルム（背面反射器と検査フィルム）を載せ
、必要なバックライト空洞厚さ（背面反射プレートの上部と拡散プレートの底の間の間隔
として定義される）を実現する様に裏面を適切な位置に置くことで測定された。用いられ
たバックライト空洞の厚さは１８、２８、３８、および４８ｍｍを含む。再利用空洞に対
しては、フィルムは特定の幅に切断され、次に裏面に切られたチャネルの中にフィルムの
端を押し込むことで裏面に固定され、フィルムの堅さにより円弧を形成しその位置にとど
まる。再利用空洞の高さあるいは深さはフィルムの幅と、フィルムが押し込まれるチャネ
ルの間隔で決定される。
【００８２】
　ＬＥＤは点けられ、任意の測定の前に少なくとも９０分間温められた。測定は、検査台
にテストされるフィルムを配置し、次に比色分析カメラを用いていろいろな深さに裏面を
置いた検査台の写真を撮影して行われた。その結果は視覚的に検査され、拡散プレート表
面に対する全体の明るさ、輝度均一性、および色均一性の様な特性が分析された。
【００８３】
　制御
　バックライト空洞はＥＳＲ背面反射器と拡散プレートの間に再利用空洞フィルムを持た



(19) JP 5319283 B2 2013.10.16

10

20

30

40

50

ずに配置された。バックライト空洞の深さは背面反射器の上部から拡散プレートの底まで
２８ｍｍであった。
【００８４】
　出力領域の外観、すなわち拡散プレートの上部、は非常に不均一であった。各々のＬＥ
Ｄに相当する画像あるいはにじみおよびそれぞれの色は出力領域ではっきりと見えた。
【００８５】
　（実施例１）（２つの線状空洞、Ｗ／ｄ＝６．７）
　この例では、再利用空洞は一緒にラミネートされた前述のＤＲＰＦ偏光フィルムの２層
から構成され、その２層の偏光軸は互いに直交した。バックライト空洞はＥＳＲ背面反射
器と層状ＤＲＰＦフィルムで規定された２つの個々の再利用空洞で形成され、その空洞は
円弧の形をとり、その円弧の上部は背面反射器の上方におよそ１８ｍｍであった。各々の
再利用空洞の幅は約１２１ｍｍで、それらはバックライト空洞の中に収められ、各々の再
利用空洞は上部および底部のそれぞれから約１３ｍｍ、中間部では約１３ｍｍで分離され
た。ＬＥＤはバックライトに対して水平に向けられ、再利用空洞に平行に、再利用空洞の
中に設置された。バックライト空洞の深さは背面反射器の上部から拡散プレートの底まで
２８ｍｍであった。
【００８６】
　見たところ、この例は輝度と色均一性に関する制御性の改善を示した。
【００８７】
　（実施例２）（線状空洞、Ｗ／ｄ＝１０．１）
　この例では、再利用空洞は半透過反射器として立方体角部光偏向フィルムを用いて形成
された。このフィルムは厚さ０．２５ｍｍ（１０ミル）のポリカーボネートシートの単一
層であり、このシートは片面の大部分は平滑で、反対面の大部分にはプリズム状の窪みあ
るいはすきまのパターンが形成された。このプリズム状の窪みのパターンは、３Ｍ社から
入手できる３Ｍ（商標）Ｓｃｏｔｃｈｌｉｔｅ（商標）反射材料６２６０高光沢フィルム
に用いられる角錐立方体角部配列の逆あるいは相補体であり、その角錐配列の特徴は、（
三角形状の底部から立方体角部の頂部までの）高さが約０．０９ｍｍ（３．５ミル）であ
り、底部の三角形は５５、５５、７０度の角度を持つ傾斜した立方体角部プリズムであっ
た。この半透過フィルムはフィルムの構造化されたすなわち窪みが形成された面がＬＥＤ
に面する様に向けられた。バックライト空洞はＥＳＲ背面反射器と半透過反射器で規定さ
れた２つの個々の再利用空洞で形つくられ、その空洞は円弧の形をとり、その円弧の上部
は背面反射器の上方におよそ１２ｍｍであった。各々の再利用空洞の幅は約１２１ｍｍで
、それらはバックライト空洞の中に収められ、各々の再利用空洞は上部および底部のそれ
ぞれから約１３ｍｍ、中間部では約１３ｍｍで分離された。ＬＥＤはバックライトに対し
て水平に向けられ、再利用空洞に平行に、再利用空洞の中に設置された。バックライト空
洞の深さは背面反射器の上部から拡散プレートの底まで２８ｍｍであった。
【００８８】
　見たところ、この例は輝度と色均一性に関する制御性の改善を示した。
【００８９】
　（実施例３）（１つの線状空洞、Ｗ／ｄ＝１１．５）
　この例では、再利用空洞は、２層のラミネートされた、３Ｍ社から入手できる、Ｖｉｋ
ｕｉｔｉ（商標）ＢＥＦ　ＩＩ　９０／５０線状プリズム光学フィルムから形成された。
このＢＥＦ　ＩＩフィルムの第１部分は接着剤を用いてＢＥＦＩＩの第２部分につけられ
、第１のＢＥＦ　ＩＩフィルムの線状プリズムは第２のＢＥＦ　ＩＩフィルムの線状プリ
ズムに直角に向けられた。米国特許　第６，８４６，０８９号（スチーブンソン（Steven
son）ら）に開示される様に、接着剤の薄い層は第１フィルムの平面側に付けられ、第２
のフィルムの構造化された側を接着剤に向けてラミネートされた。接着剤層の厚さは第２
フィルムのプリズムの尖端のみが接着剤層に埋まる程度であった。両方のＢＥＦ　ＩＩの
プリズムはＬＥＤの方を向き、ＬＥＤに最も近いＢＥＦ　ＩＩフィルムのプリズム方向は
ＬＥＤ棒に平行であった。バックライト空洞はＥＳＲ背面反射器とＢＥＦ　ＩＩラミネー
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トで規定された単一の再利用空洞で形成され、その再利用空洞は単一の円弧の形をとった
。円弧の頂点は背面反射器の上方へ約２２ｍｍにあった。再利用空洞の幅は約２５４ｍｍ
で、再利用空洞はバックライト空洞の中に収められ、上部および底部のそれぞれから約１
３ｍｍであった。ＬＥＤはバックライトに対して水平に向けられ、再利用空洞に平行に、
再利用空洞の中に設置された。バックライト空洞の深さは背面反射器の上部から拡散プレ
ートの底まで２８ｍｍであった。
【００９０】
　見たところ、この例は輝度と色均一性に関する制御性の改善を示した。
【００９１】
　（実施例４）（２つの線状空洞、Ｗ／ｄ＝６．７）
　この例では、再利用空洞は２層のラミネートされた前述のＢＥＦ　ＩＩ光学フィルムか
ら形成された。このＢＥＦ　ＩＩフィルムの第１部分は接着剤を用いてＢＥＦ　ＩＩの第
２部分につけられ、第１のＢＥＦＩＩフィルムの線状プリズムは第２のＢＥＦ　ＩＩフィ
ルムの線状プリズムに直角に向けられた。米国特許　第６，８４６，０８９号（スチーブ
ンソン（Stevenson）ら）に開示される様に、接着剤の薄膜は第１フィルムの平面側につ
けられ、第２フィルムの構造化側はその接着剤に向けられてラミネートを構成した。接着
剤層の厚さは第２フィルムのプリズムの尖端のみが接着剤層に埋まる程度であった。両方
のＢＥＦ　ＩＩのプリズムはＬＥＤの方を向き、ＬＥＤに最も近いＢＥＦ　ＩＩフィルム
のプリズム方向はＬＥＤ棒に平行であった。バックライト空洞はＥＳＲ背面反射器と、円
弧の頂点が背面反射器の上方に約１８ｍｍである様な円弧の形を持つＢＥＦ　ＩＩラミネ
ートで規定された、２つの別々の再利用空洞で形成された。各々の再利用空洞の幅は約１
２１ｍｍで、それらはバックライト空洞の中に収められ、各々の再利用空洞は上部および
底部のそれぞれから約１３ｍｍ、中間部では約１３ｍｍで分離された。ＬＥＤはバックラ
イトに対して水平に向けられ、再利用空洞に平行に、再利用空洞の中に配置された。バッ
クライト空洞の深さは背面反射器の上部から拡散プレートの底まで２８ｍｍであった。
【００９２】
　見たところ、この例は輝度と色均一性に関する制御性の改善を示した。
【００９３】
　（実施例５）（２つの線状空洞、Ｗ／ｄ＝９．５）
　この例では、再利用空洞は前述の穿孔Ｖｉｋｕｉｔｉ（商標）ＥＳＲフィルムから構成
され、これは若干曇ったポリカーボネート基材にラミネートされた。この穿孔ＥＳＲフィ
ルムは、表面上に実質的にランダム分布で約０．２５ｍｍから０．７５ｍｍの範囲の直径
の穴を持ち、しかし、これらの穴の中心は穴と穴の間隔を約１．５ｍｍ（中心で測定）に
した六角格子状に規則正しく配列された。バックライト空洞はＥＳＲ背面反射器と穿孔Ｅ
ＳＲＦフィルムで規定された２つの別々の再利用空洞で形成され、その再利用空洞は円弧
の形をとり、その円弧の頂部は背面反射器の上方におよそ１４ｍｍであった。各々の再利
用空洞は約１３３ｍｍ幅で、それらはバックライト空洞の中に収められ、各々の再利用空
洞は上部および底部の側壁に接し、中間部では約１３ｍｍで分離された。ＬＥＤはバック
ライトに対して水平に向けられ、再利用空洞に平行に、再利用空洞の中に設置された。バ
ックライト空洞の深さは背面反射器の上部から拡散プレートの底まで２８ｍｍであった。
【００９４】
　見たところ、この例は輝度と色均一性に関する制御性の改善を示した。
【００９５】
　測定結果
　例１～５の結果を表１に比較する。各々のバックライト構成に対する相対的な効率パラ
メータは、その例の平均輝度を対照の平均輝度で割ることで計算され、ここで各々の場合
の平均輝度はそれぞれのバックライト出力領域のほぼ全体に対して計算された。輝度不均
一パラメータは各々のバックライト構成に対して、輝度の標準偏差をバックライト出力領
域のほぼ全体における平均輝度で割って計算された。色不均一パラメーター（Δｕｖ）は
各々のバックライト構成に対して、その例の平均色から色の点状偏差として計算され、こ
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こで色はＣＩＥｕ’ｖ’色空間で表された。すなわち、
【００９６】
【数１】

【００９７】
　ここでＮは検査系の画像のピクセル数、ｕ’およびｖ’は各ピクセルの色座標、ｕ’av

gおよびｖ’avgは平均色座標である。この色不均一性は出力領域全体ではなく、バックラ
イト試作品の上部のＬＥＤ棒あるいは列を中心とする、長さ２６．７ｃｍ（１０．５イン
チ）、幅７．６ｃｍ（３インチ）の出力領域の矩形部分で測定された。
【００９８】

【表１】

【００９９】
　特に明記しない限り、本明細書と請求項で使用される特徴的なサイズ、量、および物理
的性質を表す全ての数は「約」という語によって修飾されていることを理解されたい。し
たがって、特に記載されない限り、本明細書および請求項に記載される数のパラメータは
近似値であり、本願明細書において開示される教示を利用して、当業者によって得られる
所望の特性によって変化し得る。更に、「ＡあるいはＢ」の開示は、特に明確にあいまい
でないように記載されない限りは文脈から、Ａのみ、Ｂのみ、およびＡとＢの両方を含む
様に、語「あるいは」は広く解釈されるべきである。
【０１００】
　本発明の範囲および精神から逸脱しない、本発明の様々な修正および変更が、当業者に
は明らかであろうし、本発明は、ここに記載された例示的な実施形態に限定されないこと
が理解されるべきである。
【０１０１】
　本明細書全体を通して、同じ参照符号が同じ要素を示す添付の図面を参照する。
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】バックライトを含むディスプレイシステムの透視分解図。
【図１ａ】バックライトの出力領域の後方に配置された別個の光源と光再利用空洞の位置
も透視的に示す図１と類似の図。
【図２】図１と１ａのバックライトの概略側面図。
【図２ａ】バックライトの選択された構成要素のみを示し、光源から放射された光線が如
何に空洞の中で再利用され半透過反射器から放射されるかを示す図２と類似の図。
【図２ｂ】再利用空洞の背面反射器の後方に設置された光源を示す断片図。
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【図３ａ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図３ｂ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図３ｃ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図３ｄ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図３ｅ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図３ｆ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図３ｇ】付加的なバックライトの概略側面図。
【図４】バックライトに用いる再利用空洞モジュールの概略側面図。
【図５】バックライトに用いる他の再利用空洞モジュールの概略側面図。
【図６】複数の光再利用空洞をバックライトの出力領域の後方に設置することを示す異な
るバックライトの正面図。
【図７】複数の光再利用空洞をバックライトの出力領域の後方に設置することを示す異な
るバックライトの正面図。
【図８】開示されたバックライトの中の光源として用いることができる多種のパッケージ
化されたＬＥＤを示す図。
【図９】開示されたバックライトの中の光源として用いることができる多種のパッケージ
化されたＬＥＤを示す図。
【図１０】開示されたバックライトの中の光源として用いることができる多種のパッケー
ジ化されたＬＥＤを示す図。
【図１１】開示されたバックライトの中の光源として用いることができる多種のパッケー
ジ化されたＬＥＤを示す図。
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