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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　基板上に複数の発光素子が行と列で配列された発光素子マトリックスを有する面光源装
置であって、
　前記発光素子マトリックスは、複数の発光素子が行と列で配列された第１マトリックス
と、前記第１マトリックスに含まれた相互隣接した４つの発光素子が成す四角形の内部に
各発光素子が位置するよう複数の発光素子が行と列で配列された第２マトリックスと、
　前記複数の発光素子の光放出経路上に配置された拡散シートと
を含み、
　前記発光素子マトリックスに含まれた発光素子から最も隣接した他の発光素子までの距
離（Ｓ）は、前記発光素子の光放出面から光学長さ（ｌ）だけ離れた位置での輝度分布が
均一であるように以下の式を満たし、
【数１】

　ここで、αは、－π／１８≦α≦π／１８で、θは、前記発光素子の指向角であり、
　前記拡散シートは、前記発光素子の光放出面から前記光学長さ（ｌ）だけ離隔されて配
置されたことを特徴とする面光源装置。
【請求項２】



(2) JP 4773477 B2 2011.9.14

10

20

30

40

50

　前記第２マトリックスに含まれた発光素子は、前記四角形の内部の真ん中に位置するこ
とを特徴とする請求項１に記載の面光源装置。
【請求項３】
　前記発光素子は、白色光を発光することを特徴とする請求項１または２に記載の面光源
装置。
【請求項４】
　前記発光素子マトリックスに含まれた発光素子から最も隣接した発光素子までの距離（
Ｓ）は、何れも前記式を満足することを特徴とする請求項１～３のいずれか一つに記載の
面光源装置。
【請求項５】
　前記θは、１１０°≦θ≦１３０°の範囲であることを特徴とする請求項１～４のいず
れか一つに記載の面光源装置。
【請求項６】
　前記αは、－π／９０≦α≦π／９０の範囲であることを特徴とする請求項１～５のい
ずれか一つに記載の面光源装置。
【請求項７】
　前記発光素子は、ＬＥＤであることを特徴とする請求項１～６のいずれか一つに記載の
面光源装置。
【請求項８】
　ＬＣＤパネルの後面に付着したＬＣＤバックライトユニットであって、
　請求項１～７のいずれか一つに記載の面光源装置と、
　前記面光源装置のＬＣＤパネル側に備えられ、前記面光源装置から入射した光を均一に
拡散させる拡散シートと、
　前記拡散シートの前記ＬＣＤパネル側に備えられ、前記拡散シートから拡散した光を前
記ＬＣＤパネルの平面に垂直な方向に集光する少なくとも一つの集光シートと、
を含むことを特徴とするＬＣＤバックライトユニット。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は面光源装置及びこれを備えるＬＣＤバックライトユニットに関するものであり
、より詳しくは複数の発光素子の配置構造及び間隔を最適化して発光素子の数を減らした
高効率の面光源装置及びこれを備えるＬＣＤバックライトユニットに関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、ＬＣＤのバックライトの光源として、冷陰極蛍光ランプ（Ｃｏｌｄ　Ｃａｔｈｏ
ｄｅ　Ｆｌｕｏｒｅｓｃｅｎｔ　Ｌａｍｐ：ＣＣＦＬ）が使われているが、これは、水銀
ガスを使用するために環境汚染を引き起こす虞があり、また、応答速度が遅く、色再現性
が低いだけでなく、ＬＣＤパネルの軽薄短小化に適切ではないという短所を有する。
【０００３】
　これに比べてＬＥＤは環境にやさしく、応答速度が数ナノ秒と高速な応答が可能である
ため、ビデオ信号ストリームを行う上で有効であり、インパルシブ（Ｉｍｐｕｌｓｉｖｅ
）駆動も可能である。また、ＬＥＤは、色再現性が１００％以上で、赤色、緑色、青色Ｌ
ＥＤの光量を調整して輝度や色温度などを任意に変更できるだけでなく、ＬＣＤパネルの
軽薄短小化に適している。このような長所を有することから、最近ＬＣＤパネルなどのバ
ックライト用光源としてＬＥＤが積極的に採用されているのが実情である。
【０００４】
　このようにＬＥＤを採用したＬＣＤバックライトは、光源の位置によってエッジ型バッ
クライトと直下型バックライトとに分けられる。エッジ型バックライトは横の長さが長い
バー状の光源が側面に位置して導光板を用いてＬＣＤパネルの全面に光を照射する方式を
採択したものである。一方、直下型バックライトはＬＣＤパネルの下部に位置してＬＣＤ
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パネルとほぼ同じ面積を有する面光源から直接ＬＣＤパネルの全面に光を照射する方式を
採択したものである。
【０００５】
　図１は、従来の技術による面光源装置において発光素子の配列構造を説明するための図
である。図１に示すように、従来の直下型ＬＣＤパネルに使われる面光源装置１００は、
基板１０１上に複数のＬＥＤ１０２が行と列で配列された構造である。換言すれば、上記
複数のＬＥＤ１０２は、隣接した４つのＬＥＤ１０２が長方形を成すよう配列された構造
と理解できる。
【０００６】
　このような配列構造は同一の発光面積をカバーするために使われるＬＥＤの数が不必要
に多くなるという問題がある。
【０００７】
　さらに、ＬＥＤ１０２と隣接した領域と、遠く離れた領域、具体的には上記４つのＬＥ
Ｄ１０２が成す長方形において真ん中の領域とは、明るさに大きな差があり得るという点
も問題点として指摘できる。発光領域内において多数のＬＥＤ１０２が配列される場合に
は明るさの均一性に大きな問題は無いが、同発光領域内において効率性を図るためにＬＥ
Ｄの数を減らす場合には、隣接したＬＥＤ間の距離が長くなり明るさ分布の変化をもたら
すことがある。
【０００８】
　従って、ＬＣＤパネルなどに使われる面光源装置について、面光源装置に使われる発光
素子の数を減らして装置の効率性を高め、明るさの差が大きくない、即ち輝度の均一度を
確保することの出来る方案が求められる。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　本発明は上記のような問題点を解決するためのもので、本発明の目的は、複数の発光素
子の配置構造及び間隔を最適化して発光素子の数を減らして高効率の面光源装置及びこれ
を備えるＬＣＤバックライトユニットを提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明の一態様は、基板上に複数の発光素子が行と列で
配列された発光素子マトリックスを有する面光源装置であって、上記発光素子マトリック
スは、複数の発光素子が行と列で配列された第１マトリックスと、上記第１マトリックス
に含まれた相互隣接した４つの発光素子が成す長方形の内部に各発光素子が位置するよう
複数の発光素子が行と列で配列された第２マトリックスとを含み、上記発光素子マトリッ
クスに含まれた発光素子から最も隣接した他の発光素子までの距離（Ｓ）は、上記発光素
子の光放出面から光学長さ（ｌ）だけ離れた位置での輝度分布が均一であるよう次の式（
１）を満たす。
【数１】

　ここで、－π／１８≦α≦π／１８で、θは上記発光素子の指向角であることを特徴と
する面光源装置を提供する。
【００１１】
　さらに、入射した光を満遍なく拡散させるため、上記発光素子の光放出経路上に配置さ
れた拡散シートをさらに含むことが出来る。
【００１２】
　この場合、上記拡散シートは、上記発光素子の光放出面から上記光学長さだけ（ｌ）離
隔して配置されることが好ましい。
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【００１３】
　輝度の均一性の確保の側面で、上記第２マトリックスに含まれた発光素子は上記長方形
の内部の真ん中に位置することが好ましい。また、上記発光素子は、好ましくは、白色光
を発光するものであることが出来る。
【００１４】
　一方、上記発光素子マトリックスに含まれた発光素子から最も隣接した発光素子までの
距離（Ｓ）は何れも上記式を満足することが好ましい。
【００１５】
　上記式（１）において、θは１１０°≦θ≦１３０°の範囲であることが好ましい。ま
た、αは－π／９０≦α≦π／９０の範囲であることが好ましい。さらに、上記発光素子
はＬＥＤであることが好ましい。
【００１６】
　本発明の他の態様は、ＬＣＤパネルの後面に付着されたＬＣＤバックライトユニットで
あって、上記面光源装置と、上記面光源装置のＬＣＤパネル側に備えられ、上記面光源装
置から入射された光を均一に拡散させる拡散シート及び上記拡散シートのＬＣＤパネル側
に備えられ、上記拡散シートから拡散された光を上記ＬＣＤパネルの平面に垂直な方向に
集光する少なくとも一つの集光シートを含むＬＣＤバックライトユニットを提供する。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によると、複数の発光素子の配置構造及び間隔を最適化して発光素子の数を減ら
すことにより高効率となった面光源装置及びこれを備えるＬＣＤバックライトユニットを
提供することが出来る。さらに、本発明によると、面光源装置の輝度を全体的に均一にす
ることが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、添付の図面を参照して本発明の実施形態を説明する。しかし、本発明の実施形態
は様々な形態に変形することができ、本発明の範囲は以下に説明する実施形態によって限
定されない。本発明の実施形態は当分野において平均的な知識を有する者に本発明をより
完全に説明するために提供されるものである。従って、図面における要素の形状及び大き
さなどはより明確な説明のため誇張されることがあり、図面上の同一符号で表される要素
は同じ要素を指す。
【００１９】
　図２は、本発明の一実施形態による面光源装置の発光素子配列構造を表した概略図であ
る。本実施形態による面光源装置２００は、基板２０１上に配列された複数の発光素子２
０２を備えて構成される。
【００２０】
　発光素子２０２の配列構造は、行と列で配列されたマトリックスであってそれぞれの行
と列がジグザグ形態を有する。これは、複数の発光素子が一直線上に行と列で配列された
第１マトリックスの内部に同一形態の第２マトリックスが配置された構造であって、上記
第１マトリックスに含まれた隣接した４つの発光素子が成す四角形の内部に上記第２マト
リックスの各発光素子が位置するものである。
【００２１】
　但し、面光源装置において輝度の均一性及び光効率をより向上させるため、必要に応じ
て上記第１及び第２マトリックスは、その配置構造及び間隔を相互に異なるようにするこ
とも出来る。
【００２２】
　このように、発光素子で構成された行と列を一直線上に配置せず、ジグザグに配置する
ことにより、同一の発光面積に対して約１５％～２５％程度発光素子の数を減らすことが
出来るという長所がある。
【００２３】
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　一方、上記発光素子２０２は特に制限して選択されるものではないが、一般的にＬＥＤ
が使用され、さらに光源装置として広く使われるために白色光を発光できる素子が採用さ
れることが好ましい。
【００２４】
　本実施形態では、上記のような複数の発光素子の配置方法の他に、上記面光源装置２０
０において、隣接した発光素子２０２同士の距離Ｓ１，Ｓ２は、面光源装置２００の輝度
の均一度を確保するために最適化される。この場合、ある発光素子２０２を基準として最
も隣接した発光素子までの距離Ｓは、次のような式（１）により定めることが出来る。
【００２５】
【数２】

【００２６】
　上記式（１）において、ｌは光学長さであり、発光素子２０２の光放出面から垂直方向
に光が進行した距離に相当する。
【００２７】
　この場合、上記光学長さ（ｌ）に該当する位置には拡散シート（図示せず）が配置され
、これにより光拡散機能を実現することが出来る。また、上記式（１）において、－π／
１８≦α≦π／１８であり、θは発光素子２０２の指向角を表す。
【００２８】
　式（１）は、面光源装置２００の輝度を均一にするため導き出されたもので、以下にそ
の原理を説明する。
【００２９】
　先ず、図３を参照に、本明細書で使われる指向角の意味を説明する。図３は発光素子に
おいて光の発散角による相対強度を図示したものである。ここで、光の強度は光の入射面
積に関係なく光速（Ｉｎｔｅｎｓｉｔｙ）自体を意味するものと理解できる。
【００３０】
　図３に示すように、発光素子２０２の光放出面を通して外部へ出た光は光放出面に対し
て０～１８０°の角を有して広がる。この場合、光放出面に対して垂直上方向で光の強度
Ｉ0が最も大きく、他の特定角度では最大光強度Ｉ0の半分の強度を有することが分かる。
この際、最大光強度Ｉ0の半分の強度を有する角度の範囲が指向角となり、図３の場合に
は指向角はθである。
【００３１】
　指向角は発光素子２０２自体の構造的特徴により左右されるが、一般構造の発光素子で
は約１１０～１３０°範囲となることがある。但し、指向角がこのような範囲に無い場合
にも本発明の式（１）の条件を満足させることに問題ない。
【００３２】
　次いで、図４は発光素子から光学長さｌだけ離れた距離において発光素子からの距離に
よる輝度を説明するためのもので、図３の場合が対称構造であるという点を考えて指向角
の半分の範囲のみ表したものである。
【００３３】
　発光素子２０２から放出された光は、上述のように様々な方向に広がり、図４では、種
々の放出光の中で垂直上方に放出された光と垂直上方に対してθ／２の角度で放出された
光とが、発光素子２０２から光学長さｌだけ離れた拡散シート（図示せず）に到達したこ
とが図示されている。
【００３４】
　本実施形態において、図３からみた光の強度は、上述のように光の入射面積を考えてい
ないもので、実質的に光の強さを表現するために、光速を光の入射面積で分けた値を輝度
として使用することにする。
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【００３５】
　先ず、垂直上方に放出された光は光学長さｌを進行して上記拡散シートへ到達する。こ
の場合、小さい角度範囲δ内で放出された光を考えると、角度範囲δの光が上記拡散シー
トに入射する長さＬ1はｌ×δに近似することが出来る。これは角度δに比べて光が進行
した距離ｌが著しく大きいということを仮定したものである。これによって、垂直上方に
放出された光が拡散シートに入射する面積はＬ1×Ｌ1となり、輝度（Ｌ0）はＩ0／（ｌ×
δ）2となる。
【００３６】
　同様の方式でθ／２の角度で放出された光の拡散シートでの輝度を計算すると、上記放
出光が拡散シートまで進行した距離Ｄはｌ／｛ｃｏｓ（θ／２）｝に近似することができ
、拡散シートに入射する長さＬ2は、ｌ×δ／｛ｃｏｓ（θ／２）｝となる。さらに、上
記θ／２の角度で放出された光が拡散シートに入射する面積はＬ2×Ｌ2であるため、これ
は（ｌ×δ）2／｛ｃｏｓ（θ／２）｝2と表すことができる。これにより、θ／２の角度
に対する輝度はＩ0×｛ｃｏｓ（θ／２）｝2／｛２×（ｌ×δ）2｝となり、これを垂直
上方の輝度で表現すると、Ｌ0／２×｛ｃｏｓ（θ／２）｝2となる。
【００３７】
　上述の内容をみると、θ／２の角度で放出される光の場合、光速自体は垂直上方に放出
された光の半分の大きさを有するが、均一な輝度を有するための目標地点と言える拡散シ
ートまで進行した場合には輝度が非常に小さくなる。これを、図５を参照して説明すると
、図５は光放出角度及び発光素子における水平距離による拡散シートでの光速及び輝度の
変化を表したものである。
【００３８】
　図５に示すように、θ／２の角度で放出される光の最大値に対する相対輝度は１／２に
全く至らないことが分かる。これは、｛ｃｏｓ（θ／２）｝2が１より小さいためであり
、例えば、一般的に考えられる指向角として、θが１２０°の場合、相対輝度は１／８し
かならない。図５においてｄcで表された距離は、θ／２の角度で放出される光が拡散シ
ートに到達するまで発光素子２０２に対して水平に進行した距離を表し、その値は、ｌ／
｛ｔａn（θ／２）｝となる。
【００３９】
　従って、複数の発光素子が配列された面光源装置において、輝度均一性を向上させるた
め隣接した発光素子同士の距離を調整する場合、隣接した発光素子で上記ｄcに該当する
位置を一致させる方法を使用すれば、両発光素子により合計した相対輝度は１に全く至ら
ない値となる。即ち、面光源装置の輝度均一性を向上させるためには、上記光学長さｌに
該当する地点での輝度分布が均一でなければならない。従って、隣接した２つの発光素子
の相対輝度を合計した値は１に近接しなければならないが、これより非常に小さい値を有
する。例えば、θが１２０°の場合を考えると、１／４（１／８＋１／８）となることが
分かる。
【００４０】
　従って、隣接した発光素子同士の距離はより近くなる必要があり、具体的な内容につい
ては図６を参照して説明する。
【００４１】
　図６は、距離Ｓだけ離れた隣接した両発光素子の輝度を共に図示したものである。図６
を参照すると、両発光素子同士の距離がＳの場合に各発光素子から相対輝度が１／２の地
点がほぼ一致することが分かり、これによって、Ｓがｄcより大きい場合に比べて、輝度
の均一性が大きく向上される。
【００４２】
　この場合、上記Ｓ値の範囲はｄcの半分程度の大きさで適切に調整することができ、ｄc

はｌ／｛ｔａn（θ／２）｝であるため、式（１）と類似な式が得られる。
【００４３】
　一方、本説明では２つの発光素子の光が混ぜられる場合のみを考えているが、面光源装
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置には数多くの発光素子が配置されるため、遠い距離にある他の発光素子の影響を考える
必要がある。即ち、隣接した発光素子は図６のＳより多少遠く離れていても均一な輝度を
得るには無理はない。
【００４４】
　従って、本実施形態では、指向角に近接した範囲で角度を調節できるようにし、これに
よって式（１）のような式を提案することが出来る。この場合、このような調節手段とし
て作用するファクタである上記α値は－π／１８≦α≦π／１８範囲で、図２のような構
造から実験で得た最も好ましい値は約π／９０である。本実施形態において、α値は発光
素子の指向角、発光素子の間の距離及び配置構造などにより変わることがある。
【００４５】
　上記のような本発明の面光源装置は、ＬＣＤパネルの後面光を照射するＬＣＤバックラ
イトユニット３００に採用できる。
【００４６】
　図７は、本発明の一実施形態によるＬＣＤバックライトユニット３００を図示した分解
側面図である。図７に示すように、ＬＣＤパネルの後面に付着した本発明によるＬＣＤバ
ックライトユニット３００は、前述の本発明による面光源装置１を備え、面光源装置１の
ＬＣＤパネル３１０側に備えられ、面光源装置１から入射した光を均一に拡散させる拡散
シート３１６を含む。
【００４７】
　また、拡散シート３１６のＬＣＤパネル３１０側に備えられ、拡散シート３１６から拡
散された光をＬＣＤパネル３１０の平面に垂直な方向に集光する少なくとも一つの集光シ
ート３１４などを含んで構成される。さらに、ＬＣＤバックライトユニット３００は、集
光シート３１４上に配置され下部の光学構造物を保護するための保護シート３１２をさら
に含むことが出来る。
【００４８】
　また、面光源装置１は、基板３５１と、基板３５１上に前述の本発明によるマトリック
ス構造で配置された複数個の発光素子３５２を含む。さらに、基板３５１の上面の縁で上
記マトリックス構造で配置された発光素子３５２を囲うよう形成され、発光素子３５２が
配置された方向に傾斜面を有する側壁３５４と、基板３５１の上面に形成され発光素子３
５２から放出された光を上部へ反射する反射層３５６をさらに備えることが出来る。
【００４９】
　また、側方向に放出される光を上部に放出できるよう側壁３５４の傾斜面にも反射物質
３５４ａが塗布されることが好ましい。
【００５０】
　一方、面光源装置１の上部に位置した拡散シート３１６は、面光源装置１から入射する
光を分散させることにより、光が部分的に密集することを防ぐ。また、拡散シート３１６
は第１集光シート３１４ａ側に進行する光の方向を調整して第１集光シート３１４ａに対
する傾斜角を減らす役割も共に行う。この場合、上述のように、面光源装置１に含まれた
発光素子３５２から拡散シート３１６までの距離は、式（１）の光学長さｌに該当するた
め、発光素子３５２の配置構造によって定められる。逆に、発光素子３５２から拡散シー
ト３１６までの距離によって発光素子３５２の配置構造を定めることも出来る。
【００５１】
　第１集光シート３１４ａと第２集光シート３１４ｂはそれぞれ上部面に三角柱状のプリ
ズムが一定の配列を有して形成され、第１集光シート３１４ａのプリズム配列と第２集光
シート３１４ｂのプリズム配列は相互所定の角度（例えば、９０°）でずれるよう配置さ
れる。第１及び第２集光シート３１４ａ，３１４ｂはそれぞれ拡散シート３１６から拡散
された光をＬＣＤパネル３１０の平面に垂直な方向に集光する役割をし、これによって第
１及び第２集光シート３１４ａ，３１４ｂを通過した光の保護シート３１２に対する垂直
入射性がほぼ完璧に得られる。これによって、第１及び第２集光シート３１４ａ，３１４
ｂを通過する光はほとんどが垂直に進行することになり保護シート３１２上の輝度分布は
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均一に得られる。図７には２つの集光シートを使用する一例を図示したが、場合によって
一つの集光シートのみ使用する場合もある。
【００５２】
　第２集光シート３１４ｂの上部に形成される保護シート３１２は、第２集光シート３１
４ｂの表面を保護する役割をするだけでなく、光の分布を均一にするため光を拡散させる
役割をする。ＬＣＤパネル３１０は保護シート３１２上に設けられる。
【００５３】
　このように、本実施形態によるＬＣＤバックライトユニット３００は、放出光の輝度分
布が均一化した面光源装置１を採用して、ＬＣＤパネルの領域による明るさの変化を最少
化することが出来る。
【００５４】
　図８ａ～図８ｃは、本発明の一実施形態の面光源装置と従来の技術による面光源装置か
ら測定された輝度の均一度を比較するための図である。
【００５５】
　先ず、図８ａに図示された発光素子の配列構造は図２で説明した構造と同一であり、そ
れぞれの発光素子同士の距離は上記した式（１）の条件を満足する。また、実験のため、
図２のような配列構造の面光源装置を図７のような４０インチのバックライトユニットに
採用した。４０インチのバックライトユニットの例だと、図２のような配列構造を有する
ことにより、従来の技術に比べて発光素子の数を約２５％程度減らすことが出来る。
【００５６】
　図８ｂは、図１のように従来の技術による面光源装置から放出された光の輝度分布を光
放出方向に垂直な方向に対して表したグラフで、図８ｃは図８ａの実施形態による上記の
結果を示したグラフである。ここで、図８ｂ及び図８ｃのグラフの横軸は図４～図６のよ
うに特定の発光素子を基準に左右方向の距離を表したものである。
【００５７】
　図８ｂ及び図８ｃを参照すると、本実施形態による面光源装置の場合、輝度の大きさが
従来の場合に比べてほとんど差がなく、発光素子の数が約２５％減ったことを考えると、
効率性は大きく向上したことが分かる。
【００５８】
　また、従来の技術に比べて発光素子の数の減少により平均的な発光素子同士の距離が遠
くなったにも係わらず輝度分布の均一性は全く問題にならず、かえって以前より向上され
たことが確認できる。
【００５９】
　本発明は上述の実施形態及び添付の図面により限定されず、添付の請求範囲により限定
される。従って、請求範囲に記載された本発明の技術的思想を外れない範囲内で当技術分
野の通常の知識を有する者により様々な形態の置換、変形及び変更が可能で、これもまた
本発明の範囲に属するといえる。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】従来の技術による面光源装置において発光素子の配列構造を表した概略図である
。
【図２】本発明の一実施形態による面光源装置の発光素子の配列構造を表した概略図であ
る。
【図３】発光素子において光の発散角による相対強度を示した図である。
【図４】発光素子から光学長さだけ離れた距離において発光素子からの距離による輝度を
説明するための図である。
【図５】光放出角度及び発光素子における水平距離による拡散シートでの光速及び輝度の
変化を表した図である。
【図６】距離Ｓだけ離れた隣接した両発光素子の輝度分布を共に示した図である。
【図７】本発明の一実施形態によるＬＣＤバックライトユニット３００を図示した分解側
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面図である。
【図８ａ】本発明の一実施形態の面光源装置の発光素子の配置構造を示した図である。
【図８ｂ】従来の技術による面光源装置の発光素子の輝度分布を示したグラフ図である。
【図８ｃ】本発明の一実施形態の面光源装置の発光素子の輝度分布を示したグラフ図であ
る。
【符号の説明】
【００６１】
２０１　基板
２０２　発光素子
１　面光源装置
３１０　ＬＣＤパネル
３１２　保護シート
３１４　集光シート
３１６　拡散シート

【図１】 【図２】
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【図５】 【図６】
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【図８ｂ】

【図８ｃ】
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