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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　投射光により画像を表示するスクリーンにおいて、
　前記投射光に対応する特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を
除く波長領域の光に対して吸収特性を有する選択反射層と、
　前記選択反射層の反射光を散乱させる拡散層と、
　前記拡散層と選択反射層との間に形成された、両者を接合し前記特定波長領域の光を吸
収する色素を含有する粘着剤層と
　を備え、
　前記選択反射層が、
　誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜と、
　前記光学多層膜の透過光を反射する反射層と
　を備え、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーン。
【請求項２】
　投射光により画像を表示するスクリーンにおいて、
　前記投射光に対応する特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を
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除く波長領域の光に対して吸収特性を有する選択反射層と、
　前記特定波長領域の光を吸収する色素を含有し、かつ、前記選択反射層の反射光を散乱
させる拡散層と
　を備え、
　前記選択反射層が、
　誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜と、
　前記光学多層膜の透過光を反射する反射層と
　を備え、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーン。
【請求項３】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記粘着剤層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に
最も高い透過率を有し、
　前記粘着剤層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に
最も低い透過率を有することを特徴とする請求項１記載のスクリーン。
【請求項４】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に最
も高い透過率を有し、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に最
も低い透過率を有することを特徴とする請求項２記載のスクリーン。
【請求項５】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含むことを特徴とする
請求項１記載のスクリーン。
【請求項６】
　前記選択反射層は、前記投射光の光源の赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域の強度
に応じて、前記各波長領域の反射強度が調整された反射特性を有することを特徴とする請
求項５記載のスクリーン。
【請求項７】
　前記吸収特性を有する波長領域は、蛍光灯の輝線ピークの波長を含むことを特徴とする
請求項１記載のスクリーン。
【請求項８】
　前記吸収特性を有する波長領域は、前記投射光の赤色成分の輝線ピークの波長と緑色成
分の輝線ピークの波長との間、及び緑色成分の輝線ピークの波長と青色成分の輝線ピーク
の波長との間にあることを特徴とする請求項１記載のスクリーン。
【請求項９】
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を除く波長領域の光に対
して吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程と、
　光学多層膜上に光を散乱させる拡散層を形成する拡散層形成工程と、
　を含み、
　前記拡散層形成工程は、前記前記拡散層を、前記特定波長領域の光を吸収する色素を含
有する粘着剤層を介して光学多層膜に貼り合わせる処理を有し、
　前記選択反射層形成工程は、金属基板上に、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜より
なる前記光学多層膜を形成する工程を含み、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
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るスクリーンの製造方法。
【請求項１０】
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を除く波長領域の光に対
して吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程と、
　前記特定波長領域の光を吸収する色素を含有し、かつ、光学多層膜上に光を散乱させる
拡散層を形成する拡散層形成工程と、
　を含み、
　前記選択反射層形成工程は、金属基板上に、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜より
なる前記光学多層膜を形成する工程を含み、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーンの製造方法。
【請求項１１】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記粘着剤層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に
最も高い透過率を有し、
　前記粘着剤層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に
最も低い透過率を有することを特徴とする請求項９記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１２】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に最
も高い透過率を有し、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に最
も低い透過率を有することを特徴とする請求項１０記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１３】
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を除く波長領域の光に対
して吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程と、
　光学多層膜上に光を散乱させる拡散層を形成する拡散層形成工程と
　を含み、
　前記拡散層形成工程は、前記拡散層を、前記特定波長領域の光を吸収する色素を含有す
る粘着剤層を介して前記光学多層膜に貼り合わせる処理を有し、
　前記選択反射層形成工程は、
　基板上に金属膜を形成する工程と、
　前記金属膜上に、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜を形成する
工程と
　を含み、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーンの製造方法。
【請求項１４】
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を除く波長領域の光に対
して吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程と、
　前記特定波長領域の光を吸収する色素を含有し、かつ、光学多層膜上に光を散乱させる
拡散層を形成する拡散層形成工程と、
　を含み、
　前記選択反射層形成工程は、
　基板上に金属膜を形成する工程と、
　前記金属膜上に、誘電体膜と透過性を有する前記光吸収薄膜よりなる光学多層膜を形成
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する工程と
　を含み、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーンの製造方法。
【請求項１５】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記粘着剤層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に
最も高い透過率を有し、
　前記粘着剤層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に
最も低い透過率を有することを特徴とする請求項１３記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１６】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に最
も高い透過率を有し、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に最
も低い透過率を有することを特徴とする請求項１４記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１７】
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を除く波長領域の光に対
して吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程を含み、
　前記選択反射層形成工程は、
　前記特定波長領域の光を吸収する色素を含有する拡散層の裏面に、誘電体膜と透過性を
有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜を形成する工程と、
　前記光学多層膜上に金属膜を形成する工程と
を含み、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーンの製造方法。
【請求項１８】
　前記光学多層膜及び金属膜をスパッタリング法を用いて形成することを特徴とする請求
項１７記載のスクリーンの製造方法。
【請求項１９】
　前記誘電体膜が、Ｎｂ2Ｏ5、ＴｉＯ2、Ｔａ2Ｏ5、Ａｌ2Ｏ3又はＳｉＯ2により形成され
ていることを特徴とする請求項１７記載のスクリーンの製造方法。
【請求項２０】
　前記金属膜がＡｌ、Ｎｂ及びＡｇのいずれかの金属又は合金からなることを特徴とする
請求項１７記載のスクリーンの製造方法。
【請求項２１】
　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含むことを特徴とする
請求項１７記載のスクリーンの製造方法。
【請求項２２】
　前記吸収特性を有する波長領域は、蛍光灯の輝線ピークの波長を含むことを特徴とする
請求項１７記載のスクリーンの製造方法
【請求項２３】
　前記吸収特性を有する波長領域を、予定光源の赤色成分の輝線ピークの波長と緑色成分
の輝線ピークの波長との間、及び緑色成分の輝線ピークの波長と青色成分の輝線ピークの
波長との間に配置することを特徴とする請求項１７記載のスクリーンの製造方法。
【請求項２４】
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　前記特定波長領域は、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域を含み、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、赤色光の波長領域に最
も高い透過率を有し、
　前記拡散層が、赤色光、緑色光及び青色光の各波長領域のうち、緑色光の波長領域に最
も低い透過率を有することを特徴とする請求項１７記載のスクリーンの製造方法。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、投射光により画像を表示するスクリーンに係り、特に反射型のスクリーン及
びその製造方法に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、会議等では発表者が資料を提示する手段としてデータプロジェクタが広く用いら
れ、一般家庭ではビデオプロジェクタや動画フィルムプロジェクタが普及しつつある。こ
れらプロジェクタ装置では、光源から出力された光が、ライトバルブ（Light Valve）に
より空間的に変調されて画像光とされ、この画像光がレンズ等の照明光学系を通じて投影
用スクリーン上に投影される。
【０００３】
　この種のプロジェクタにはカラー画像を表示させることができるものがあり、光源とし
て三原色である赤色（Red＝Ｒ），緑色（Green＝Ｇ），青色（Blue＝Ｂ）を含んだ白色光
を発するランプが用いられ、ライトバルブとしては透過型の液晶パネルが用いられている
。このプロジェクタでは、光源から出射された白色光が、照明光学系によって赤色光、緑
色光および青色光の各色の光線に分離され、これら光線が所定の光路に収束される。これ
ら光束が液晶パネルにより画像信号に応じて空間的に変調され、変調された光束が光合成
部によってカラー画像光として合成され、合成されたカラー画像光が投影レンズによりス
クリーンに拡大投射される。
【０００４】
　また、最近、カラー画像を表示させることが可能なプロジェクタとして、光源に狭帯域
三原色光源、例えば三原色の各色の狭帯域光を発するレーザ発振器を用い、ライトバルブ
に回折格子型ライトバルブ（ＧＬＶ：Grating Light Valve）を用いた装置が開発されて
いる。このプロジェクタでは、レーザ発振器により出射された各色の光束が画像信号に応
じてＧＬＶにより空間的に変調される。このように変調された光束は前述したプロジェク
タ装置と同様にして、光合成部によってカラー画像光として合成され、この合成されたカ
ラー画像光が投影レンズによりスクリーンに拡大投射される。
【０００５】
　このようなプロジェクタに対して、投影画像を表示するスクリーンには大別して透過型
と反射型がある。透過型スクリーンは、スクリーン背後のプロジェクタから投射される画
像光を透過して透過光により投影画像を見ることができるようにしたものであり、反射型
スクリーンは、スクリーン前方のプロジェクタから投射される画像光を反射して反射光に
より投影画像を見ることができるようにしたものである。
【０００６】
　反射型のスクリーンとしては、プロジェクタからの投射光を反射し散乱するビーズスク
リーンやホワイトスクリーンが用いられているが、このようなスクリーンは、投射光以外
の光すなわち外光も反射し、外光のレベルとともに黒レベル（黒色映像輝度）も上昇する
ため、外光レベルの高い明光下ではコントラスト（＝白レベル／黒レベル）の低い画像し
か表示することができず、部屋を暗くして外光レベルを下げる必要があった。
【０００７】
　これに対して、反射層の前に光吸収層を設けることによって黒レベルの低下を図り、外
光下のコントラストを向上させるスクリーンが提案されている（例えば、特許文献１参照
）。しかしながら、この場合、外光のみならず投射光も光吸収層によって低減されてしま
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うため白レベルが下がり、スクリーンゲイン（輝度）が低下するとともに、明光下のコン
トラストの向上にも限界があった。
【０００８】
　また、図２５に示すように、スクリーン表面の拡散板１０１の上に、複数の突起１０２
を有する透明層１０３を設け、各突起の側面に黒色塗料からなる不透明層１０４を設ける
ことによって、周辺から入射する外光を吸収させ、白レベルを下げることなく外光下のコ
ントラストを向上させるスクリーンが提案されている（例えば、特許文献２参照）。しか
しながら、この場合も、スクリーン正面から入射する外光は吸収されず、明光下のコント
ラストの向上に限界があるとともに、突起の形成や突起側面の不透明層の形成に時間と手
間がかかるという問題があった。
【特許文献１】特許第３１０３８０２号公報
【特許文献２】特許第２８８９１５３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　上述したように、従来技術では、外光レベルの高い明光下において明るく鮮明な映像を
表示することができる、高輝度、高コントラストのスクリーンを得ることは困難であった
。
　本発明は、かかる点に鑑みてなされたもので、複雑な構造を有することなく、明光下に
おいて高輝度、高コントラストを実現することができるスクリーン及びその製造方法を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　すなわち、請求項１の発明は、
　投射光により画像を表示するスクリーンにおいて、
　前記投射光に対応する特定波長領域の光に対して反射特性を有し、前記特定波長領域を
除く波長領域の光に対して吸収特性を有する選択反射層と、
　前記選択反射層の反射光を散乱させる拡散層と、
　前記拡散層と選択反射層との間に形成された、両者を接合し前記特定波長領域の光を吸
収する色素を含有する粘着剤層と
　を備え、
　前記選択反射層が、
　誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜と、
　前記光学多層膜の透過光を反射する反射層と
　を備え、
　前記光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　前記光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐ
ｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とす
るスクリーンである。
【００１１】
　請求項１の発明においては、光学多層膜と反射層とで構成される選択反射層に入射した
光のうち、投射光に対応する特定波長領域の光が反射され、それ以外の波長領域の光は吸
収される。これにより、投射光に依る白レベルをほとんど下げることなく、外光に依る黒
レベルを下げることが可能となり、明光下において高輝度、高コントラストのスクリーン
が得られる。
【００１２】
　上記選択反射層に用いられる反射層は、例えば、金属基板、基板上に形成される金属膜
、あるいは光学多層膜に形成される金属膜であり、その金属材料としては、好ましくはＡ
ｌ、Ｎｂ及びＡｇのいずれかの金属又は合金が用いられる。金属膜の場合、光が透過しな
い厚さが必要で、５０ｎｍ以上が好ましい。
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【００１３】
　光学多層膜は、少なくとも１層の誘電体膜と少なくとも１層の透過性を有する光吸収薄
膜が積層されてなる。誘電体膜は、例えば、Ｎｂ２Ｏ５、ＴｉＯ２、Ｔａ２Ｏ５、Ａｌ２

Ｏ３、ＳｉＯ２等が用いられる。また、可視波長領域で透明な熱硬化性樹脂等も用いるこ
とができる。誘電体膜の膜厚は、誘電体膜の屈折率と反射させたい波長領域すなわち特定
波長領域に応じて設計される。特定波長領域は、投射光の主要構成波長領域、例えばＲＧ
Ｂの三原色波長領域が選択される。また、投射光の光源においてＲＧＢの各色光の強度が
異なる場合、光学多層膜の膜構成及び膜厚設計によって選択反射層のＲＧＢ各色光に対す
る反射強度を調整することで、ＲＧＢ各色光の強度のばらつきによる映像の色の偏りを補
正することも可能である。さらに、蛍光灯等の光により外光レベルが高い場合、光学多層
膜の膜構成及び膜厚設計によって選択反射層の吸収特性を示す波長領域に蛍光灯の輝線ピ
ーク波長を含ませる調整を行うことで、スクリーンの白レベルは高いままで黒レベルを低
く抑えることが可能である。
【００１４】
　また、ハロゲンランプの光が外光となる場合には、投射光の光源（予定光源）の赤色成
分の輝線ピークの波長と緑色成分の輝線ピークの波長との間、及び緑色成分の輝線ピーク
の波長と青色成分の輝線ピークの波長との間の投射光の強度が低い波長領域において表示
される画像は外光の影響を受けてしまう。そこで、光学多層膜の膜構成及び膜厚設計によ
って、これらの波長領域を選択反射層の吸収特性を示す波長領域とすることが望ましい。
【００１５】
　透過性を有する光吸収薄膜は、屈折率が１以上で吸収係数が０.５以上の材料により形
成される。このような材料としては、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、
Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ、ＰｂＴｅ等が挙げられる
。膜厚は５～２０ｎｍの範囲が好ましい。５ｎｍ未満では目的とする光吸収が得られず、
２０ｎｍを超えると必要な透過性が損なわれるおそれがある。
【００１６】
　なお、視認性の良好な映像を表示するために、選択反射層の上に反射光を散乱させる拡
散層が形成されることが好ましい。ここで、前記拡散層と選択反射層との間に、両者を接
合し前記特定波長領域の光を吸収する色素を含有する粘着剤層を備えることがより好まし
く、該粘着剤層がさらに黒色色素を含有することがとくに好ましい。
　また、拡散層の代わりに、基板表面に拡散構造となる複数の凸部又は凹部を設けて、そ
の上に均一な膜厚の選択反射層を形成する構成としてもよい。
【００１７】
　上記スクリーンは、請求項９、１３又は１７の発明によって製造することができる。
すなわち、請求項９の発明のスクリーンの製造方法は、
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、特定波長領域を除く波長領域の光に対して
吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程と、
　光学多層膜上に光を散乱させる拡散層を形成する拡散層形成工程と、
　を含み、
　拡散層形成工程は、拡散層を、特定波長領域の光を吸収する色素を含有する粘着剤層を
介して光学多層膜に貼り合わせる処理を有し、
　選択反射層形成工程は、金属基板上に、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる
光学多層膜を形成する工程を含み、
　光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、
Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とする。
　この発明においては、反射層を兼ねる金属基板上に光学多層膜を形成することで、所望
の選択反射特性を有するスクリーンが容易に得られる。
【００１８】
　また、請求項１３の発明のスクリーンの製造方法は、
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　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、特定波長領域を除く波長領域の光に対して
吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程と、
　光学多層膜上に光を散乱させる拡散層を形成する拡散層形成工程と
　を含み、
　拡散層形成工程は、拡散層を、特定波長領域の光を吸収する色素を含有する粘着剤層を
介して光学多層膜に貼り合わせる処理を有し、
　選択反射層形成工程は、
　基板上に金属膜を形成する工程と、
　金属膜上に、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜を形成する工程
と
　を含み、
　光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、
Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とする。
　この発明においては、任意の基板を使用することができ、所望の選択反射特性を有する
スクリーンを使用形態に応じて自由に設計することが可能となる。
【００１９】
　さらに、請求項１７の発明のスクリーンの製造方法は
　特定波長領域の光に対して反射特性を有し、特定波長領域を除く波長領域の光に対して
吸収特性を有する選択反射層を形成する選択反射層形成工程を含み、
　選択反射層形成工程は、
　特定波長領域の光を吸収する色素を含有する拡散層の裏面に、誘電体膜と透過性を有す
る光吸収薄膜よりなる光学多層膜を形成する工程と、
　光学多層膜上に金属膜を形成する工程と
を含み、
　光吸収薄膜が、屈折率が１以上の材料により形成され、
　光吸収薄膜の材料が、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、
Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ又はＰｂＴｅであることを特徴とする。
　この発明においては、基板を省略することができ、スクリーンの構成がより簡単になる
とともに、製造コストの低減を図ることが可能となる。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明によれば、特定波長領域の光を反射し、それ以外の光を吸収する選択反射層を、
光学多層膜と反射層とで構成して備えることにより、投射光を主に反射して、外光は大部
分吸収することが可能となり、明光下において高輝度、高コントラストのスクリーンを実
現することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３１】
　以下、図面に基づいて本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明のスクリーンの第１の実施の形態を示すもので、基板１上に、ＲＧＢ三
原色波長領域のような特定波長領域の光を反射し、それ以外の波長領域の光を吸収する選
択反射層２として、金属膜３と、誘電体膜４Ｄi（ｉ＝１、２、…）及び透過性を有する
光吸収薄膜４Ｍj（ｊ＝１、２、…）よりなる光学多層膜４とが形成されており、さらに
その上に選択反射層２の反射光を散乱させる拡散層５が形成されている。
【００３２】
　基板１はスクリーンを支持するものであり、種々の材料を使用することができる。スク
リーンとして可撓性を持たせたい場合には、厚さが例えば百μｍ単位のプラスチックフィ
ルムが用いられる。このようなプラスチック材料としては、例えばポリカーボネート（Ｐ
Ｃ）、ポリエチレンテレフタレート（ＰＥＴ）、ポリエチレンナフタレート（ＰＥＮ）、
ポリエーテルサルフォン（ＰＥＳ）、ポリオレフィン（ＰＯ）等が挙げられる。
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【００３３】
　選択反射層２は、プロジェクタからの投射光を主に反射し、それ以外の波長領域光を吸
収するよう、投射光の波長領域、例えば三原色波長領域に合わせて設計されるもので、投
射光の波長領域はプロジェクタの光源によって異なる。このような選択反射層２は、金属
膜３と、少なくとも誘電体膜４Ｄ1及び透過性を有する光吸収薄膜４Ｍ1を含む光学多層膜
４とにより構成される。
【００３４】
　金属膜３は、光学多層膜４を透過した光を反射する反射層として形成されるもので、好
ましくは可視波長領域において略均一に反射率の高い金属材料、例えばＡｌ、Ａｇ、Ｎｂ
等の金属あるいは合金（例えば、ＡｌＳｉＣｕ等のＡｌ系合金やＡｇＰｄＣｕ等のＡｇ系
合金など）が用いられる。膜厚は、光が透過しない厚さが必要で、５０ｎｍ以上が好まし
い。このような金属膜３は、蒸着法やスパッタリング法等を用いて基板１上に成膜される
。
【００３５】
　光学多層膜４を構成する誘電体膜４Ｄiは、例えばＮｂ２Ｏ５（五酸化ニオブ）、Ｔｉ
Ｏ２（二酸化チタン）、Ｔａ２Ｏ５（五酸化タンタル）、Ａｌ２Ｏ３（酸化アルミニウム
）又はＳｉＯ２（二酸化シリコン）からなり、金属膜３又は光吸収薄膜４Ｍj上に、例え
ばスパッタリング法を用いて成膜される。また、誘電体膜４Ｄiは可視波長領域で透明な
樹脂膜でもよい。この場合、熱や紫外線で硬化する熱硬化性樹脂等を用いて塗布法により
形成することができる。
【００３６】
　透過性を有する光吸収薄膜４Ｍjは、屈折率が１以上で吸収係数が０.５以上の材料によ
り形成される。このような材料としては、例えば、Ｎｂ、Ｎｂ系合金、Ｃ、Ｃｒ、Ｆｅ、
Ｇｅ、Ｎｉ、Ｐｄ、Ｐｔ、Ｒｈ、Ｔｉ、ＴｉＮ、ＴｉＮｘＷｙ、Ｍｎ、Ｒｕ、ＰｂＴｅ等
が挙げられる。膜厚は５～２０ｎｍの範囲が好ましい。５ｎｍ未満では十分な光吸収性が
得られず、２０ｎｍを超えると光透過性が得られないおそれがある。光吸収薄膜４Ｍjは
誘電体膜４Ｄi上に、例えばスパッタリング法を用いて成膜される。
【００３７】
　上記選択反射層２は、例えば三原色波長領域の光に対して、例えば反射率が７０％以上
という高い反射特性を有するとともに、この三原色波長領域以外の波長領域の光に対して
は、例えば吸収率が７０％以上という高い吸収特性を有するように、光学多層膜の設計が
行われる。ここで、誘電体膜４Ｄiの各膜厚は、その各膜の厚さをｄ、その各膜の屈折率
をｎ、この光学多層膜に入射した光のうち反射させたい光の各波長をλとすると、各膜の
光学的厚さｎｄが各波長λに対して数１に示した式を満足するように設計される。
【００３８】
（数１）
　　　ｎｄ＝λ（α±１／４）（但し、αは自然数である）
【００３９】
　この式に従って、三原色波長領域それぞれに反射率ピークを有するように設計すると、
すなわち、誘電体膜４Ｄiにおいてλとして三原色波長を設定し、該三原色それぞれの波
長ごとにαの値を調整し光学的厚さｎｄがほぼ同じ値をとるようにすると、光学的厚さｎ
ｄは結果的に前記三原色波長における最小公倍数となることから、誘電体膜４Ｄiは厚膜
となる。さらに誘電体膜４Ｄiの材料すなわち屈折率を適切に選択することにより、必要
な厚膜の膜厚を決定することができ、この誘電体膜４Ｄiだけで目的の三原色波長すべて
の反射を満足するようになるので光学多層膜４の積層数を低減することができる。例えば
、金属膜３直上の誘電体膜４Ｄ1の光学膜厚（ｎｄ）を１０００以上とすると（すなわち
誘電体膜の構成材料がＮｂ２Ｏ５（ｎ＝２．３）ではｄ＝４３５ｎｍ以上、ＳｉＯ２（ｎ
＝１．４６）ではｄ＝６８５ｎｍ以上とすると）、誘電体膜４Ｄiとしては誘電体膜４Ｄ1
の１層で三原色波長領域それぞれに反射率ピークを作ることが可能である。
【００４０】
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　また例えば、Ａｌからなる金属膜３上に、光学多層膜４としてＮｂ２Ｏ５からなる誘電
体膜４Ｄ1と、Ｎｂからなる光吸収薄膜４Ｍ1を順次積層した構成においては、設計により
図２に示すような光学特性を有する選択反射層２が得られる。これは、三原色波長域光に
対して、例えば８０％以上の高い反射率を有し、この三原色波長域光以外の波長領域の光
に対しては、例えば８０％以上の高い吸収率を有し、また全波長領域の光に対して例えば
略０％の透過率を有するよう設計されたもので、Ａｌ膜（金属膜３）の厚さが５０ｎｍ、
Ｎｂ２Ｏ５膜（誘電体膜４Ｄ1）の厚さが５３９ｎｍ、Ｎｂ膜（光吸収薄膜４Ｍ1）の厚さ
が６ｎｍである。なお、ここでは赤色光（Ｒ）の波長領域が６４２ｎｍ前後、緑色光（Ｇ
）の波長領域が５３２ｎｍ前後、青色光（Ｂ）の波長領域が４５７ｎｍ前後の場合を例に
あげて設計されている。
【００４１】
　このような構成を有する選択反射層２は、三原色波長域光に対して高反射特性を有し、
三原色波長域光以外の波長領域の光に対して高吸収特性を有するので、外光レベルが高い
環境でもスクリーンの白レベルは高いままで黒レベルは低く抑えられる。また、選択反射
層２を構成する光学多層膜４の積層数が少なく、膜厚が薄いことから、可撓性を有する基
板を用いることで、可撓性を有するスクリーンを作成することができる。
【００４２】
　また、本発明では誘電体膜４Ｄiを厚膜にすることにより、光学多層膜４としての積層
数が低減できるとともに、誘電体膜４Ｄiの膜厚の合わせ込みが容易となり、光学多層膜
４を製造し易くなるという効果がある。
【００４３】
　本来、誘電体膜４Ｄiをスクリーンとして大面積に成膜しようとするとその膜厚が設計
膜厚からずれることがあるが、この膜厚ずれにより選択反射層２の光学特性がスクリーン
として問題となる可能性がある。本発明では誘電体膜４Ｄiの膜厚ずれによる光学特性の
変化が大きいため、その膜厚ずれを容易に検出でき、その膜厚補正が可能である。以下、
その検出方法について説明する。
【００４４】
　図３は、金属膜３（Ａｌ）上にＮｂ２Ｏ５からなる誘電体膜４Ｄ1を形成した段階のも
のの反射特性を示した図である。図中、曲線（ａ）は誘電体膜４Ｄ1の膜厚が設計膜厚（
４５０ｎｍ）である場合の反射特性を示しており、反射率のボトムである吸収ピークＡ，
Ｂ，Ｃを有している。また、曲線（ｂ）は誘電体膜４Ｄ1の膜厚が設計膜厚よりも１％厚
い場合、曲線（ｃ）は設計膜厚よりも１％薄い場合の反射特性を示している。
【００４５】
　ここで、反射特性のカーブは誘電体膜４Ｄiの膜厚の変動により波長軸方向に平行移動
（シフト）する傾向があり、これに伴って吸収ピークも誘電体膜４Ｄiの膜厚が設計膜厚
よりも薄い場合には短波長側に、設計膜厚よりも厚い場合には長波長側にシフトし、その
シフト量は膜厚ずれの大きさに比例する。したがって、曲線（ａ）における吸収ピークＡ
，Ｂ，Ｃのいずれかに相当する吸収ピークをモニターしておけば、誘電体膜４Ｄiの膜厚
ずれの検出が可能である。
【００４６】
　例えば図３において、曲線（ａ）の吸収ピークＢの位置（波長約４９５ｎｍ）を予め確
認しておき、製造したものの反射特性を測定してその吸収ピークＢに相当する吸収ピーク
の位置と比較することで、誘電体膜４Ｄ1の膜厚ずれの有無が分かる。また、膜厚ずれ量
（実際の膜厚と設計膜厚との差）と吸収ピークのシフト量との相関を予め求めておけば、
吸収ピークの位置を測定するだけで製造した誘電体膜４Ｄiの膜厚ずれ量が分かり補正が
容易である。図３においては誘電体膜４Ｄ1の設計膜厚に対して１％の膜厚ずれでも検出
できることを示している。
【００４７】
　また、このときの金属膜３、誘電体膜４Ｄ1、光吸収薄膜４Ｍ1の厚さを基準として、全
ての膜の膜厚を同じ割合で変化させると、ＲＧＢの各波長領域において、図４の（１）～
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（３）に示したような反射率変化となる。さらに、スクリーンに対する入射角度を変化さ
せると、ＲＧＢの各波長領域において、図５の（１）～（３）に示したような反射率変化
となる。ここで、比較例として、本出願人と同一の出願人が特願２００２－０７０７９９
号にて提案しているスクリーンの選択反射層の反射率変化の膜厚依存性を図４の（４）～
（６）に、反射率変化の入射角度依存性を図５の（４）～（６）に併せて示しておく。比
較例の選択反射層は、高屈折率層（Ｎｂ２Ｏ５）と低屈折率層（ＳｉＯ２）を交互に積層
した光学多層膜である。
【００４８】
　図４及び図５に示すように、本実施の形態の選択反射層２は、比較例と比べて膜厚依存
性が小さく、したがって入射角度依存性も小さくなるため、広視野角特性が得られる。
【００４９】
　本実施の形態の選択反射層における光学多層膜は、最小積層数が２層であるが、さらに
層数を増やすことができる。例えば、５０ｎｍ厚のＡｌの金属膜３上に、５３４ｎｍ厚の
Ｎｂ２Ｏ５の誘電体膜４Ｄ1、１９ｎｍ厚のＮｂの光吸収薄膜４Ｍ1、５３４ｎｍ厚のＮｂ

２Ｏ５の誘電体膜４Ｄ2が順次積層された光学多層膜４の積層数が３層の構成では、図６
に示すような光学特性となる。図２に示す光学多層膜４の積層数が２層の構成と比較して
、三原色波長領域における反射ピークの半値幅が小さくなり、スクリーンの黒レベルをさ
らに下げることが可能になる。
【００５０】
　さらに光学多層膜４の積層数を５層とし、５０ｎｍ厚のＡｌの金属膜３上に、例えば、
５５１ｎｍ厚のＮｂ２Ｏ５の誘電体膜４Ｄ1、１７ｎｍ厚のＮｂの光吸収薄膜４Ｍ1、５５
１ｎｍ厚のＮｂ２Ｏ５の誘電体膜４Ｄ2、１３ｎｍ厚のＮｂの光吸収薄膜４Ｍ2、５５１ｎ
ｍ厚のＮｂ２Ｏ５の誘電体膜４Ｄ3が順次積層された構成では、図７に光学多層膜４の積
層数が３層の場合と比較して示すように、三原色波長領域における反射ピークの半値幅が
さらに小さくなっている。このように、光学多層膜４の積層数が多くなるにつれて、三原
色波長領域における反射ピークの半値幅は小さくなる。
【００５１】
　また、三原色波長領域における反射ピークの半値幅は、誘電体膜４Ｄiの屈折率によっ
ても変化する。図８は、Ａｌの金属膜３上に３層構成の光学多層膜４を形成した選択反射
層２において、誘電体膜４Ｄ1、４Ｄ2にＮｂ２Ｏ５（屈折率２.４）を用いた場合（Ａｌ-
Ｎｂ２Ｏ５-Ｎｂ-Ｎｂ２Ｏ５）と、ＳｉＯ２（屈折率１.４６）を用いた場合（Ａｌ-Ｓｉ
Ｏ２-Ｎｂ-ＳｉＯ２）のそれぞれの光学特性を示すもので、誘電体膜４Ｄiの屈折率が小
さいほど、三原色波長領域における反射ピークの半値幅が小さくなる傾向を有する。した
がって、誘電体膜４Ｄiの誘電体材料は、必要とされるスクリーンの光学特性に応じて適
宜に選択される。ちなみに、三原色波長領域における反射ピークの半値幅が小さいほど黒
レベルが下がるが、視野角は反射ピークの半値幅が大きいほど広くなる。
【００５２】
　上述したように、選択反射層２は金属膜３と光学多層膜４とで構成されるが、金属膜３
は光学多層膜４の透過光を反射するもので、選択反射層２の光学特性は光学多層膜４に依
存する。図９～図１１は、金属膜３がない光学多層膜４のみの光学特性（図中、実線曲線
で示す。）とＡｌの金属膜３がある場合の光学特性（図中、破線で示す。）を示す反射ス
ペクトル図である。なお、ここでは、光学多層膜４を誘電体膜４Ｄ1、４Ｄ2にＮｂ２Ｏ５

を用いた３層構造とし、誘電体膜４Ｄ1、４Ｄ2間の光吸収薄膜４Ｍ1をそれぞれ１９ｎｍ
厚のＮｂ膜（図９）、１７ｎｍ厚のＴｉ膜（図１０）、１５ｎｍ厚のＣｒ膜（図１１）と
している。このように、三原色波長領域以外の波長領域において反射率が非常に低くなる
光学多層膜４が金属膜３上に形成されることで、本発明の光学特性を有する選択反射層２
が得られる。比較のために、光吸収薄膜４Ｍ1のみ１５ｎｍ厚のＡｌ膜とした場合の光学
特性を図１２に示す。光吸収薄膜にＡｌを用いた場合には、反射率の下限が上昇し、金属
膜３上に形成しても本発明の選択反射層２としての光学特性は得られないことがわかる。
【００５３】
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　また、光学多層膜４は、誘電体膜４Ｄiと光吸収薄膜４Ｍjを交互に積層したものに限定
されない。例えば、Ａｌ（５０ｎｍ厚）の金属膜３上に、光学多層膜４として、Ｎｂ２Ｏ

５（５３４ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ1、Ｎｂ（１９ｎｍ厚）の光吸収薄膜４Ｍ1の２層構造
上に、Ｎｂ２Ｏ５（５３８ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ2、ＳｉＯ２（９８８ｎｍ厚）の誘電
体膜４Ｄ3、Ｎｂ２Ｏ５（５１８ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ4が順次積層された構成では、図
１３に示すような光学特性を有する。この光学多層膜４の設計は、図６に示す設計より、
三原色波長領域における反射率ピークをさらに高くしたもので、これによりスクリーンの
白レベルをさらに上昇させることができる。これはプロジェクタの光源パワーが低い場合
に有効である。
【００５４】
　光学多層膜４のさらに他の設計例としては、プロジェクタの光源がＲＧＢの各波長領域
において強度が異なる場合に対応して、選択反射層２のＲＧＢの各波長領域における反射
強度を変えたものが挙げられる。例えば、Ａｌ（５０ｎｍ厚）の金属膜３上に、光学多層
膜４として、ＳｉＯ２（５５４ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ1、Ｎｂ２Ｏ５（３２７ｎｍ厚）
の誘電体膜４Ｄ2、Ｎｂ（６ｎｍ厚）の光吸収薄膜４Ｍ1が順次積層された構成では、図１
４に示すような光学特性を有する。これは、青色光（Ｂ）と赤色光（Ｒ）に比べて、緑色
光（Ｇ）の波長領域における反射率を低くしたものである。
【００５５】
　また、例えば、Ａｌ（５０ｎｍ厚）の金属膜３上に、光学多層膜４として、ＳｉＯ２（
４２９ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ1、Ａｌ２Ｏ３（３９２ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ2、Ｎｂ２

Ｏ５（２５４ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ3、Ｎｂ（６ｎｍ厚）の光吸収薄膜４Ｍ1が順次積層
された構成では、図１５に示すような光学特性を有する。これは、青色光（Ｂ）と緑色光
（Ｇ）に比べて、赤色光（Ｒ）の波長領域における反射率を低くしたものである。
【００５６】
　このように、選択反射層２の膜構成及び膜厚設計により、特定反射領域に三原色波長領
域を含ませ、それぞれの反射強度を調整することが可能である。上記選択反射層２の構成
は、ＧＬＶを用いたレーザプロジェクタや発光ダイオード（ＬＥＤ）プロジェクタなどの
ように三原色波長領域に鋭い輝線ピークを有する光源に対して好適である。
【００５７】
　ところで、ＳＸＲＤ等のキセノン光源や液晶プロジェクタ等の高圧水銀ランプ（ＵＨＰ
）光源の場合には、光源が可視光領域全体にスペクトルを有することから、上記のような
選択反射層２の膜厚設計により三原色波長領域に反射ピークを配置してもコントラストの
向上効果はあまり見られない。そこでこの場合には、外光、特に蛍光灯の光の輝線ピーク
を選択的に吸収するように選択反射層２を設計することが好ましい。
【００５８】
　すなわち、図１に示す、金属膜３と、少なくとも誘電体膜４Ｄ1及び透過性を有する光
吸収薄膜４Ｍ1を含む光学多層膜４とにより構成される選択反射層２は、蛍光灯等の外光
を主に吸収し、それ以外の波長領域光を反射するよう、外光の波長スペクトルに合わせて
設計されるものである。
【００５９】
　また上記選択反射層２は、例えば蛍光灯等の外光の輝線スペクトルに対して、例えば吸
収率が７０％以上という高い吸収特性を有するとともに、この波長領域以外の波長領域の
光に対しては、例えば反射率が７０％以上という高い反射特性を有するように、光学多層
膜の設計を行えばよい。具体的には、選択反射層２の吸収特性を示す波長領域に、蛍光灯
等の外光の輝線ピークの波長を含むように設計する。
【００６０】
　例えば、Ａｌからなる金属膜３上に、光学多層膜４としてＮｂ２Ｏ５からなる誘電体膜
４Ｄ1と、Ｎｂからなる光吸収薄膜４Ｍ1を順次積層した構成においては、設計により図１
６（ｂ）に示すような光学特性を有する選択反射層２が得られる。これは、蛍光灯の輝線
スペクトルの領域では、例えば８０％以上の高い吸収率を有し、この波長域光以外の波長
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領域の光に対しては、例えば８０％以上の高い反射率を有するよう設計されたものであり
、Ａｌ膜（金属膜３）の厚さが５０ｎｍ、Ｎｂ２Ｏ５膜（誘電体膜４Ｄ1）の厚さが９７
５ｎｍ、Ｎｂ膜（光吸収薄膜４Ｍ1）の厚さが１２ｎｍである。なお、ここでは、蛍光灯
の輝線ピーク波長が、５４４ｎｍおよび６１２ｎｍの場合（図１６（ａ））を例に挙げて
設計されている。また、Ｎｂ膜のバリア膜として、例えばＳｉＯ２を５０ｎｍ程度付加し
ても、光学特性上影響はほとんどない。
【００６１】
　あるいは、外光がハロゲンランプの光のような場合には、吸収特性を有する波長領域を
、予定光源の赤色成分の輝線ピークの波長と緑色成分の輝線ピークの波長との間、及び緑
色成分の輝線ピークの波長と青色成分の輝線ピークの波長との間に配置するように選択反
射層２を設計することが好ましい。
【００６２】
　図１７にその例を示す。ここでは、選択反射層２を、Ａｌ（１００ｎｍ厚）の金属膜３
上に、光学多層膜４として、Ｎｂ２Ｏ５（４５０ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ1、Ｎｂ（３ｎ
ｍ厚）の光吸収薄膜４Ｍ1、Ｎｂ２Ｏ５（３３０ｎｍ厚）の誘電体膜４Ｄ2が順次積層され
た構成とすることにより、光源であるＵＨＰランプの輝線スペクトルのうち、波長４４０
ｎｍの輝線ピークと５５０ｎｍの輝線ピークとの間、及び５５０ｎｍの輝線ピークと６１
０ｎｍの輝線ピークとの間に、より詳しくは波長５７０ｎｍと６００ｎｍとの間、５００
ｎｍと５３０ｎｍとの間に、選択反射層２の吸収特性を有する波長領域（吸収ピーク）が
くるようにしている。
【００６３】
　このような構成を有する選択反射層２は、プロジェクタ光に対して高反射特性を有し、
蛍光灯等の外光に対して高吸収特性を有するので、外光レベルが高い環境でもスクリーン
の白レベルは高いままで黒レベルは低く抑えられる。
【００６４】
　本発明によるコントラストの改善効果を表１に示す。ここでは、反射層として選択反射
層（Ａｌ膜（金属膜３）厚さが５０ｎｍ／Ｎｂ２Ｏ５膜（誘電体膜４Ｄ1）厚さが９７５
ｎｍ／Ｎｂ膜（光吸収薄膜４Ｍ1）厚さが１２ｎｍ）、及びＡｌ膜を用いて、プロジェク
タ光源としてのキセノンランプ、蛍光灯それぞれの反射輝度を測定した結果を示している
。また、コントラストは、プロジェクタ光源の反射輝度と蛍光灯の反射輝度の和を蛍光灯
の反射輝度で除したものである。本発明の選択反射層のコントラストは、プロジェクタ光
源、蛍光灯それぞれの光を同じ割合で反射するＡｌ膜の場合よりも向上しており、本発明
の選択反射層においては蛍光灯の光を吸収する割合がプロジェクタ光源の光を吸収する割
合よりも高いことがわかる。
【００６５】
【表１】

【００６６】
　なお、コントラストの改善に関して、基板１の選択反射層２を形成する面は、選択反射
層２との密着性や成膜時のフィルム走行性などに問題が起こらない範囲でできるだけ表面
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粗さの小さい平坦面であることが好ましい。
【００６７】
　基板１の表面粗さがコントラストに及ぼす影響を表２に示す。ここでは、市販のＰＥＮ
フィルム（厚み１００μｍ）を基板１とし、該基板１に選択反射層（Ａｌ膜（金属膜３）
厚さが５０ｎｍ／Ｎｂ２Ｏ５膜（誘電体膜４Ｄ1）厚さが９７５ｎｍ／Ｎｂ膜（光吸収薄
膜４Ｍ1）厚さが１２ｎｍ）を形成したサンプルＡと、前記ＰＥＮフィルムの表面に微粒
子を分散させたバインダー層を形成したものを基板１とし、その表面にサンプルＡと同じ
構成の選択反射層を形成したサンプルＢとを用いて、プロジェクタ光源としてのキセノン
ランプ、蛍光灯それぞれの反射輝度を測定した結果を示している。ここで、選択反射層形
成前のサンプルＡ用基板（市販のＰＥＮフィルム），サンプルＢ用基板（ＰＥＮフィルム
の表面に微粒子を分散させたバインダー層を形成してもの）、サンプルＡ，Ｂそれぞれを
５ｍｍ角に切り出し、その表面の１０μｍ角の領域内について、走査型プローブ顕微鏡（
ＳＰＭ、Ｄｉｇｉｔａｌ　Ｉｎｓｔｒｕｍｅｎｔｓ社製Ｎａｎｏｓｃｏｐｅ４）を用いて
表面粗さを測定したところ、サンプルＡ用基板は中心線平均粗さ（Ｒａ）１．４ｎｍ、最
大高さ（Ｒｍａｘ）４５ｎｍ、サンプルＢ用基板はＲａ６．３ｎｍ、Ｒｍａｘ１９８ｎｍ
、サンプルＡはＲａ４．２ｎｍ、Ｒｍａｘ４４ｎｍ、サンプルＢはＲａ１２．１ｎｍ、Ｒ
ｍａｘ２３３ｎｍであった。また、サンプルＡ，Ｂともに選択反射層２と基板１との密着
性は問題なかった。
【００６８】
【表２】

【００６９】
　表２に示す通り、基板の表面粗さの小さいサンプルＡではプロジェクタ光の反射光は拡
散が抑制されてその反射輝度はサンプルＢよりも増加し、蛍光灯の光の反射光は拡散が抑
制されることにより黒レベルが低下することとなり、サンプルＢよりもコントラストが向
上する。
【００７０】
　また、蛍光灯の光の輝線ピークを選択的に吸収する選択反射層２のその他の構成例とし
て、上記光学多層膜４の膜構成のうち、誘電体膜４Ｄ1の構成材料について、Ｎｂ２Ｏ５

に代えてウェットプロセスで形成される透明樹脂としたものであってもよい。その光学特
性を図１８に示す。この場合も蛍光灯の輝線スペクトルの領域では、例えば８０％以上の
高い吸収率を有し、この波長域光以外の波長領域の光に対しては、例えば８０％以上の高
い反射率を有するよう設計されたものであり、Ａｌ膜（金属膜３）の厚さが５０ｎｍ、熱
硬化型樹脂ＪＳＲ製オプスター（ＪＮ７１０２、屈折率１．６８）により塗布形成された
樹脂膜（誘電体膜４Ｄ1）の厚さが１３７２ｎｍ、Ｎｂ膜（光吸収薄膜４Ｍ1）の厚さが１
２ｎｍである。
【００７１】
　さらに、外光がハロゲンランプの光である場合の本発明によるコントラストの改善効果
を表３に示す。ここでは、反射層として選択反射層（Ａｌ膜（金属膜３）厚さが１００ｎ
ｍ／Ｎｂ２Ｏ５膜（誘電体膜４Ｄ1）厚さが４５０ｎｍ／Ｎｂ膜（光吸収薄膜４Ｍ1）厚さ
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が３ｎｍ）／Ｎｂ２Ｏ５膜（誘電体膜４Ｄ2）厚さが３３０ｎｍ）、及びＡｌ膜を用いて
、プロジェクタ光源としてのＵＨＰランプ、ハロゲンランプそれぞれの反射輝度を測定し
た結果を示している。本発明の選択反射層のコントラストは、プロジェクタ光源、ハロゲ
ンランプそれぞれの光を同じ割合で反射するＡｌ膜の場合よりも向上しており、本発明の
選択反射層においてはハロゲンランプの光を吸収する割合がプロジェクタ光源の光を吸収
する割合よりも高いことがわかる。
【００７２】
【表３】

【００７３】
　上記選択反射層２の上に形成される拡散層５は、例えばマイクロレンズアレー（ＭＬＡ
）が形成された拡散板であり、可撓性を有する。この拡散層５では、選択反射層２で反射
された三原色波長域光が散乱される。これによって、視野角が大きくなり良い視野特性が
得られる。また、拡散層５は、例えば直径が数μｍ～数ｍｍ程度である球状の複数のビー
ズが等間隔に配列されたものでもよい。これらのビーズは例えばガラスや高分子材料等の
透明な材料からなる。また、拡散層５は、所定の媒質中に例えば銀（Ａｇ）や銅（Ｃｕ）
等の金属微粒子が分散されたものでもよい。さらに、拡散層５は、表面に微細な凹凸形状
がランダムに形成された拡散板であってもよい。
【００７４】
　また、拡散層５は、光の出射光が目的の範囲内に収まるようにする特性、すなわち拡散
角が縦方向と横方向で異なる特性（異方性）を有する光拡散面を備えたものであることが
好ましい。望ましくは、縦方向の拡散角は輝度半値幅として２０度程度、横方向の拡散角
は輝度半値幅として４０度程度がよい。これにより、スクリーンから放出される光が目的
の視野内に指向せしめるように制御されるため、視認性のよいスクリーンとすることがで
きる。また縦方向の拡散角を見た目の違和感のない範囲内で収めることにより、プロジェ
クタ装置からの投射光とは拡散層５への入射角が異なる外光の影響を低減させることがで
き、表示される映像のコントラストを向上させることができる。
【００７５】
　さらに、拡散層５は、前記縦方向および前記横方向のいずれか一方または両方において
、入射角０°で拡散面に照射した光の前記拡散面からの拡散光輝度の角度依存性を測定し
た時に最大輝度の軸ずれを有しているとよい。あるいは、前記縦方向および前記横方向の
いずれか一方または両方において、入射角０°で拡散面に照射した光の前記拡散面からの
拡散光輝度の角度依存性を測定した時に最大輝度軸が拡散層５主面の法線方向に対して傾
いており、該最大輝度軸に対して前記輝度分布が非対称であるとよい。
　これにより、スクリーンのどの場所においても放出される光が目的の視野内に指向せし
めるように制御されるため、高く均一な輝度やゲインを得ることができ、さらに視認性の
よいスクリーンを提供することができる。
【００７６】
　なお、これらの特性は、光拡散面として、拡散層５主面の法線に対して非対称な凸また
は凹形状の微細表面要素を有することにより達成される。具体的には、金型に対する研削
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材の吹き付け角度をすべて９０°未満であるようにしたサンドブラスト処理により形成さ
れた金型表面の凹凸形状を転写することにより前記光拡散面を得ることができる。
【００７７】
　本実施の形態のスクリーンは次のようにして製造することができる。ここでは、光学多
層膜４の積層数が２層の場合を例に挙げて説明する。例えば１００μｍ厚さのプラスチッ
クからなる基板１上に、例えばスパッタリング法を用いて、金属膜３、誘電体膜４Ｄ1、
透過性を有する光吸収薄膜４Ｍ1を順次積層し、選択反射層２を形成する。その際、金属
膜３の膜厚は５０ｎｍ以上とし、光学多層膜４は、金属膜３上に形成されることで、赤色
光、緑色光及び青色光の三原色波長領域光に対して高反射特性を有するとともに、この三
原色波長領域以外の波長領域光に対して高吸収特性を有するよう、設計する。最後に、光
学多層膜４の上に、例えば拡散層５となる拡散板を貼り合わせることによって、可撓性を
有するスクリーンが得られる。
　なお、誘電体膜４Ｄ1については樹脂液を塗布・硬化させて膜形成するようなウェット
プロセスによって形成してもよい。
【００７８】
　このような光学特性の選択反射層を備えたスクリーンは、フロント式のプロジェクタ装
置のスクリーンとして用いられる。プロジェクタ装置としてはＧＬＶを用いたレーザプロ
ジェクタやＬＥＤプロジェクタなどが挙げられるが、このような三原色狭帯域光を出射す
るレーザ発振器や発光ダイオード（ＬＥＤ）を光源に持つプロジェクタに限らず、メタル
ハライドランプ、高圧水銀ランプ、キセノンランプなどの光源を有するプロジェクタなど
も用いられる。
【００７９】
　上述したように、本実施の形態においては、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜より
なる光学多層膜を金属膜上に形成することにより、例えば三原色波長領域の光に対して高
反射特性を有し、それ以外の波長領域の光に対しては高吸収特性を有するスクリーンを得
ることができ、白レベルが高く、黒レベルの低い、したがって高輝度、高コントラストの
スクリーンを実現することができる。
【００８０】
　また、誘電体膜と透過性を有する光吸収薄膜よりなる光学多層膜は、高屈折率層と低屈
折率層を交互に積層した光学多層膜と比べて、膜厚依存性が小さく、入射角依存性が小さ
いため、広い視野角を得ることができ、大画面化を図ることができるとともに、製造マー
ジンを大きくすることができ、生産性を向上させることができる。
【００８１】
　また、光学多層膜における誘電体膜の屈折率や積層数により、例えば三原色波長領域に
おける反射ピークの半値幅を小さくしたり、又は大きくしたり、任意に調整することがで
き、プロジェクタの光源に合わせて、コントラストと視野角を考慮した画質の優れたスリ
ーンを得ることができる。
【００８２】
　また、光学多層膜の設計により、三原色波長領域の光に対する反射率を上げたり、又は
下げたり、任意に調整することができ、プロジェクタの光源パワーに合わせた高コントラ
ストのスクリーンを実現することができる。
【００８３】
　また、光学多層膜の設計により、ＲＧＢの各波長領域における反射率をそれぞれ調整す
ることができ、ＲＧＢの各波長領域におけるプロジェクタの光源強度に合わせて映像の色
調整が可能なスクリーンを実現することができる。
【００８４】
　また、光学多層膜の設計により、吸収特性を示す波長領域を調整することができ、外光
の輝線ピークの波長を吸収特性を示す波長領域に含ませて高コントラストのスクリーンを
実現することができる。
【００８５】
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　さらに、本実施の形態においては、使用形態に合わせて任意の材料の基板を用いること
ができ、可撓性を有する基板を用いた場合には、選択反射層の金属膜及び光学多層膜の膜
厚が薄いため、可撓性を有するスクリーンを得ることができる。
【００８６】
　なお、本実施の形態では、図１に示すように、選択反射層２の上に拡散層５が形成され
ているが、本実施の形態の変形例として、図１９に示すように、基板１の表面に多数の凸
部６（あるいは凹部）を設けて、その上に基板１の表面形状にそった形状の選択反射層２
を形成するようにしてもよい。この構成では、凸部６（あるいは凹部）の形状によって光
の散乱を制御することができるので、拡散層５が不要となり、スクリーンの厚さをさらに
薄くすることができるとともに、コストの低減を図ることができる。
【００８７】
　次に、図２０に基づいて本発明のスクリーンの第２の実施の形態を説明する。なお、第
１の実施の形態と共通する部分には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
　図２０において、本実施の形態のスクリーンは、金属基板１１上に、少なくとも誘電体
膜４Ｄ1と透過性を有する光吸収薄膜４Ｍ1を含む光学多層膜４が形成され、光学多層膜４
の上に拡散層５が形成されている。図１に示す第１の実施の形態と比べると、金属膜３が
省略されている。
【００８８】
　この構成において、金属基板１１は金属膜３と同様の材料が用いられる。このような金
属基板１１上に直接、誘電体膜４Ｄi（ｉ＝１、２、…）と光吸収薄膜４Ｍj（ｊ＝１、２
、…）よりなる光学多層膜４が形成されることで、第１の実施の形態と同様の光学特性を
有する選択反射層２が得られる。この場合も、光学多層膜４の設計は、第１の実施の形態
と同様に行われる。
【００８９】
　上記スクリーンは次のようにして製造することができる。光学多層膜４が２層構造の場
合を例にとると、例えば数１０μｍ厚さの金属基板１１上に、例えばスパッタリング法を
用いて、誘電体膜４Ｄ1と光吸収薄膜４Ｍ1を順次積層する。誘電体膜４Ｄ1と光吸収薄膜
４Ｍ1は、金属基板１１上に形成されることで、赤色光、緑色光及び青色光の三原色波長
領域光に対して高反射特性を有するとともに、この三原色波長領域以外の波長領域光に対
して高吸収特性を有するように設計される。最後に、この光学多層膜４上に例えば拡散板
を貼り合せることによって拡散層５を形成し、スクリーンを完成する。
【００９０】
　第２の実施の形態においても、第１の実施の形態と同様の光学特性を有するスクリーン
を得ることができ、したがって明光下で鮮明な映像が得られる高輝度、高コントラストの
スクリーンを実現することができる。また、本実施の形態においては、金属基板を用いて
いるため、金属膜の形成を省くことができ、スクリーンの構成がより簡単になるとともに
、製造がより容易となる。
【００９１】
　また、本実施の形態の変形例として、拡散層５を形成する代わりに、金属基板１１の表
面に多数の凸部（あるいは凹部）を設けて、その上に同様の形状に光学多層膜４を形成す
る構成としてもよい。
【００９２】
　次に、図２１に基づいて本発明のスクリーンの第３の実施の形態を説明する。第１、２
の実施の形態と共通する部分には同一符号を付し、重複する説明は省略する。
　図２１において、本実施の形態のスクリーンは、金属膜３と光学多層膜４からなる選択
反射層２と、拡散層５とで構成されている。
【００９３】
　この構成のスクリーンは、拡散層５となる拡散板の裏面に、例えばスパッタリング法に
より、第１の実施の形態で基板１上に形成した順序とは逆の順序で、例えば光学多層膜４
が２層構造の場合、まず光吸収薄膜４Ｍ1、ついで誘電体膜４Ｄ1が形成された後、最後に
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金属膜３が形成されることによって得られる。誘電体膜４Ｄi（ｉ＝１、２、…）と光吸
収薄膜４Ｍj（ｊ＝１、２、…）よりなる光学多層膜４の設計は第１の実施の形態と同様
にして行われる。
【００９４】
　本実施の形態においては、基板なしで第１の実施の形態と同等の性能を有するスクリー
ンを作成することができ、容易に可撓性を有するスクリーンが得られるとともに、製造コ
ストの低減を図ることができる。
【００９５】
　次に、図２２に基づいて本発明のスクリーンの第４の実施の形態を説明する。
　本発明のスクリーンは、図１に示すスクリーンにおいて選択反射層２と拡散層５とが、
所定の光吸収特性を有する粘着剤層６を介して貼り合わされてなるものであり、それ以外
は図１における構成と同じである。
【００９６】
　粘着剤層６は、選択反射層２と拡散層５とを接合するための粘着性を有するとともに、
光吸収特性を有する膜であり、この光吸収特性はプロジェクタ光源の色座標とスクリーン
に表示される映像の色座標とを合わせるように設定されている。そのために、粘着剤層６
中には特定波長領域の光を吸収する色素とカーボンブラックである黒色色素とが添加、分
散されている。
【００９７】
　前記特定波長領域の光を吸収する色素は、顔料色素、染料色素いずれかの材料であれば
よく、いずれも緑色光を吸収するマゼンタ系材料であることが好ましい。
【００９８】
　ここで上記色素として、例えば５３２ｎｍ近傍、詳しくは５２５～５６０ｎｍの波長領
域の吸収率の大きい色素、例えばシアニン系、スクアリウム系、アゾメチン系、キサンテ
ン系、オキソノール系、アゾ系等の化合物、好ましくはシアニン系化合物、より好ましく
は以下の構造式（Ａ）で表されるシアニン系化合物等を挙げることができる。なお、これ
らの色素は、５５０～６２０ｎｍに極大吸収波長を有する色素、すなわちネオン光を含む
オレンジ光領域に極大吸収波長を有する色素であるが、本発明では緑色光の波長領域の吸
収特性を利用するものである。
【００９９】
【化１】

【０１００】
　また、このほかに顔料色素として、ピグメントレッド（ＰＲ）系色素が好ましく、例え
ば、以下の構造式で表されるジクロルキナクリドン（ＰＲ２０９）がある。この色素は、
波長５２５～５６０ｎｍの領域において透過率が最小値をとる波長（最小透過波長）は５
４０ｎｍであり、その透過率は青色、赤色波長領域それぞれにおける透過率の最小値より
も小さい。
　また、同様な特性をもつ色素として、最小透過波長５４４ｎｍのジケトピロロピロール
（ＰＲ２５４）、５１０ｎｍのジメチルキナクリドン（ＰＲ１２２）などが挙げられる。
【０１０１】
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　また、粘着剤層２に添加できるものとして、緑色光を吸収するものであれば、金属微粒
子、金属被覆微粒子であってもよく、例えば最小透過波長が５２９ｎｍの金コロイドがあ
る。
【０１０２】
【化２】

【０１０３】
　粘着剤層６は、対象とする波長領域における透過率を考慮して、上記色素添加量、膜厚
等を設計すればよい。
【０１０４】
　図２３に、粘着剤層６の光透過特性の例を示す。この例では、赤色波長領域の光の透過
率が最も高く、ついで青色波長領域の光の透過率が高く、緑色波長領域の光の透過率が最
も低くなっている。すなわち、三原色波長領域それぞれにおける光の吸収量が異なってお
り、図２３では図中矢印の長さとして示している。ここでは青色波長では約２５％、緑色
波長では約３０％、赤色波長では約１８％であった。
【０１０５】
　また、粘着剤層６の光吸収・透過特性として、前記選択反射層２で高反射特性を示す複
数の特定波長領域の光のうちのひとつである緑色波長領域の光（５００～６００ｎｍの波
長領域の光）をとくに吸収するものである。また、選択反射層２で高反射特性を示す複数
の特定波長領域の光のうちのひとつである赤色波長領域の透過率が青色、緑色波長領域の
透過率よりも高くなっている。これにより、例えばＵＨＰランプなどの光源における緑色
波長領域のスペクトル強度の過剰と、赤色波長領域のスペクトル強度の不足とのアンバラ
ンスを、粘着剤層６の光吸収により補うことができ、スクリーン上でホワイトバランスの
よい映像を表示することが可能となる。
【０１０６】
　すなわち、スクリーンに入射する光は、粘着剤層６を透過する際に図２３に示す光吸収
特性に従って一部が吸収され、ついで選択反射層２に到達する。該選択反射層２にて入射
光に含まれる外光成分は吸収されて、映像に関わる特定波長領域の光（通常ＲＧＢ三原色
波長領域の光）のみ選択的に反射される。ついで、その反射光は粘着剤層６を透過する際
に、特定波長領域の光（ＵＨＰランプの場合には緑色光）がとくに吸収され、赤色波長領
域の光が高い透過率で透過されることにより、発光強度のバランスがとられ、拡散層５の
表面にて拡散され視野角の広い映像光として視聴者に供される。また、図２４に示すよう
に、粘着剤層６における外光の光路長はある一定の入射角を有することから、プロジェク
タからの光の光路長よりも長いためより吸収されている。したがって、上記反射光である
画像光への外光の影響を高いレベルで排除することができ、従来にない高コントラスト化
が可能となり、かつ色再現性に優れた映像が提供可能である。
【０１０７】
　なお、本実施の形態では、プロジェクタ光源の色座標とスクリーンに表示される映像の
色座標とを合わせるための光吸収特性を粘着剤層６に付与する例を示したが、この光吸収
特性を拡散層５に付与するようにしてもよい。この場合、拡散層５を構成する樹脂中に特
定波長領域の光を吸収する色素とカーボンブラックである黒色色素とを添加、分散すると
よい。
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【図面の簡単な説明】
【０１０８】
【図１】本発明のスクリーンの第１の実施の形態を示す断面図である。
【図２】Ａｌ/Ｎｂ２Ｏ５(５３９ｎｍ)/Ｎｂ(６ｎｍ)からなる選択反射層の反射特性を示
す図である。
【図３】Ａｌ/Ｎｂ２Ｏ５からなる膜の反射特性を示す図である。
【図４】選択反射層の三原色波長領域における反射率の膜厚依存性を示す図である。
【図５】選択反射層の三原色波長領域における反射率の入射角度依存性を示す図である。
【図６】Ａｌ/Ｎｂ２Ｏ５(５３４ｎｍ)/Ｎｂ(１９ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(５３４ｎｍ)からな
る選択反射層の反射特性を示す図である。
【図７】Ａｌ/Ｎｂ２Ｏ５(５５１ｎｍ)/Ｎｂ(１７ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(５５１ｎｍ)/Ｎｂ(
１３ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(５５１ｎｍ)からなる選択反射層の反射特性を示す図である。
【図８】Ａｌ-Ｎｂ２Ｏ５-Ｎｂ-Ｎｂ２Ｏ５からなる選択反射層とＡｌ-ＳｉＯ２-Ｎｂ-Ｓ
ｉＯ２からなる選択反射層の反射特性を比べて示す図である。
【図９】Ｎｂ２Ｏ５-Ｎｂ(１９ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５からなる光学多層膜の反射特性とＡｌ-
Ｎｂ２Ｏ５-Ｎｂ(１９ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５からなる選択反射層の反射特性を示す図である。
【図１０】Ｎｂ２Ｏ５-Ｔｉ(１７ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５からなる光学多層膜の反射特性とＡｌ
-Ｎｂ２Ｏ５-Ｔｉ(１７ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５からなる選択反射層の反射特性を示す図である
。
【図１１】Ｎｂ２Ｏ５-Ｃｒ(１５ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５からなる光学多層膜の反射特性とＡｌ
-Ｎｂ２Ｏ５-Ｃｒ(１５ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５からなる選択反射層の反射特性を示す図である
。
【図１２】Ｎｂ２Ｏ５-Ａｌ(１５ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５系の反射特性とＡｌ-Ｎｂ２Ｏ５-Ａｌ
(１５ｎｍ)-Ｎｂ２Ｏ５系の反射特性を示す図である。
【図１３】Ａｌ/Ｎｂ２Ｏ５(５３４ｎｍ)/Ｎｂ(１９ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(５３８ｎｍ)/Ｓｉ
Ｏ２(９８８ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(５１８ｎｍ)からなる選択反射層の反射特性を示す図であ
る。
【図１４】Ａｌ/ＳｉＯ２(５５４ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(３２７ｎｍ)/Ｎｂ(６ｎｍ)からなる
選択反射層の反射特性を示す図である。
【図１５】Ａｌ/ＳｉＯ２(４２９ｎｍ)/Ａｌ２Ｏ３(３９２ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(２５４ｎｍ
)/Ｎｂ(６ｎｍ)からなる選択反射層の反射特性を示す図である。
【図１６】蛍光灯の輝線スペクトル及びＡｌ/Ｎｂ２Ｏ５(９７５ｎｍ)/Ｎｂ(１２ｎｍ)か
らなる選択反射層の反射特性を示す図である。
【図１７】Ａｌ（１００ｎｍ）/Ｎｂ２Ｏ５(４５０ｎｍ)/Ｎｂ(３ｎｍ)/Ｎｂ２Ｏ５(３３
０ｎｍ)からなる選択反射層の反射特性及び光源の輝線スペクトルを示す図である。
【図１８】Ａｌ/樹脂膜（屈折率１．６８、１３７２ｎｍ)/Ｎｂ(１２ｎｍ)からなる選択
反射層の反射特性を示す図である。
【図１９】第１の実施の形態の変形例を示す断面図である。
【図２０】本発明のスクリーンの第２の実施の形態を示す断面図である。
【図２１】本発明のスクリーンの第３の実施の形態を示す断面図である。
【図２２】本発明のスクリーンの第４の実施の形態を示す断面図である。
【図２３】本発明のスクリーンの粘着剤層の光透過特性を示す図である。
【図２４】本発明のスクリーンの粘着剤層へのプロジェクタ光、外光の入射状態を示す図
である。
【図２５】従来技術のスクリーンを示す断面図である。
【符号の説明】
【０１０９】
１……基板、２……選択反射層、３……金属膜、４……光学多層膜、４Ｄ……誘電体膜、
４Ｍ……透過性を有する光吸収薄膜、５……拡散層、６……粘着剤層、１１……金属基板
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