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要約 課題 本発明は、複数の光源からの入射光を均一にして射出されることでランプイメージを消すこ
とができ、さ らに光源と光子バイス も し は光均一子バイスとの距離が近づいても、光源から発せられる熱による
反 りが生 じない光子バイス、光均一子バイス、光学シー ト、バ ツクライ ト ツ ト及び子ィスプ レイ装置の提供に
関する。 決手段 光伝搬層と二次元方向に光偏向機能を備えた光偏向要素とからなる光子バイス、も し
は光子バイスの<光伝播層の光射出面側に拡散基材を一体化 した光均一子バイスを、子ィスプ レイ装置の光源側に<光子バイスも し は光均一子バイスの光偏向要素を配置し、さらに必要であれば光子バイスの光伝搬層の上も し は
光均一子バイスの拡散基材の上に光学部材等を配置してなる子ィス プ レイ装置。



明 細 苫

光デバイス、光均一デバイス、光学シート、バツクライトユニットおよびデイ

スプレイ装置

技術分野

０００1 本発明は、特にフラノトパネルティスプレイに代表される画像表示装置にぉける照

明光路制御に用いられる光テハイス、光均一テハイス、光学シート、ハノクライトュニ

ノトぉょひティスプレイ装置に関するものてある。

背景技術

０００2 近年の大型被品テレヒにぉいては、複数本の伶陰極管や (

ode)を配置した直下型方式のハノクライトか採用されている。

このょぅな直下型方式のハノクライトには、画像表示素子と光源との間に光散乱性の

強い樹脂板か用いられてぉり、光源てある、伶陰極管や なとか視甜されないょ

ぅにされている。

上述の拡散板は、光拡散効果にょり光源ょり入射した光を全方位に拡散する。また

、拡散板の板厚は、光散乱性を高めるために、また拡散板の上に構成される光学フ

ィルムの支持をするために、通常 ～5 程度の厚さを必要とする。そのため、拡散

板にょる光の散乱や光の吸収にょり、被品の画面表示か暗くなってしまぅ。

０００3 一方、被品テレヒは年々背型化していく傾向にあり、それに伴い拡散板 自体も背型

ィヒされる傾向にあり、拡散板の厚さか背くても拡散性か優れた拡散板か求められて

いる。

０００4 ここて従来ょり、直下型方式ハノクライトに使用される拡散板は、上述の通り、光源

てある伶陰極管から出射される光を拡散させ、輝度ムラ (ランプイメーシ) を低減させ

ることを目的としている。しかしなから、実際は完全にランプイメーシを梢すのは離し

０００5 すなわち、完全にランプイメーシを梢すために、無理に拡散粒子を増やした場合に

は、全光線透過卒か下かりすき、輝度低下を引き起こす原因となる。

また、全光線透過卒を下けないょぅ拡散板の拡散粒子を減らすと、拡散効果も下か



０００6 特許文献 ～3 には、拡散性能を向上させる手段として、拡散板の出射面にレンズ形

状を賦形した例が開示されている。たとえば、拡散板の上に凸型曲面を有するレンズ

が配置されている。

このよぅな拡散板では、光源の配置に合わせてレンズの形状を設計し、レンズのア

ライメントを決定することが必要となる場合があり、製造工程が煩雑化する場合がある

。また、拡散板の出射面にレンズ形状を賦形することにより、拡散板の全光線透過率

が低下して、液品表示画面を暗くする場合がある。さらにまた、拡散板の上に配置し

たレンズシートと液品画素とからモアレ干渉縞が生じる場合もある。

０００7 液品表示画面の輝度を向上させる手段として、米国3 社の登録商標である輝度

向上フィルム ( ess a ce e : )がレンズシートとして広く使

用されている。

図2 2は、 の配置の一例を示す断面模式図であり、図2 3は、 の斜視図で

ある。図2 2 23 に示すよぅに、 8 5 は、部材 8 6 上に、断面三角形状の単位ブ
リズム 8 7 が一方向に周期的に配列された光学フィルムである。この単位ブリズム 8

7は光の波長に比較して大きいザイズ ( ッチ) とされている。

０００8 5 は、 軸外 (off a s) からの光を集光し、この光を視聴者に向けて 軸上

(o a s) に方向伝換 (「e d ec )または リザイクル (「e c c e) することができる。

すなわち 8 5 は、ディスプレイの使用時 (観察時) に、軸外輝度を低下させること

によって軸上輝度を増大させることができる。ここで吉ぅ「軸上」とは、視聴者の視野方

向 に一致する方向であり、一般的にはディスプレイ画面に対する法線方向側であ

る。

０００9 しかしながら、 8 5を用いた場合には、同時に反射 屈折作用による光成分

が、視聴者の視覚方向 に進むことなく横方向に無駄に出射されてしまぅ場合があ

る。

図2 4 の線 は、 8 5の特性を示したものだが、光強度と視野方向 に対する

。角度が0 (軸上方向にあたる) における光強度が最も高められるが、 に対する角
。度が ｱ 9０ 近辺には 、さな光強度ピーク (ザイドローブ) が発生し、横方向から無駄



に出射される光も増えてしまう。

「001 85に代表されるレンズシートを用いる際に、透明某材上に拡散フィラ一が塗

布され、拡散と集光の両方の機能を持つ拡散フィルム (以下、下拡散フィルムと呼ぶ)

を拡散板とレンズシートとの間に配置することにょって、拡散板から出射される拡散光

を効率ょく集光することができるとともに、拡散板だけでは消しきれないランプイメージ

を抑えることができる。

「 さらにまた、レンズシートと液品パネルとの間に光拡散フィルムを配置した場合には

、ザイドローブを低減させることができるとともに、規則的に配列されたレンズど液品画

素との間に生じるモアレ干渉縞を防ぐことができる。

しかし、下拡散フィルムおょび光拡散フィルムを用いる方式は、部材数が増加して、

ディスプレイの組立て時の作業が煩雑になるとともに、光学シートの間のゴミが混入

するなどの問題が生じる。

「0 特許文献4には、このょうな問題を解決するための手段として、前記単位ブリズムの

みからの光学フィルムを用いるのではなく、単位レンズを二次元方向に一定のピッチ

で配列してなるアレイ構造の光学フィルムを用いたバックライトュニットが開示されて

いる。この光学フィルムの光学特性は図24の線 で示され、ザイドローブが示されず

、視野方向 の光強度も線 ょりも向上されている。

「00 3 しかし、このょうな光学フィルムを用いたバックライトュニットにおいては、光学フィル

ムを一体積層するために拡散板の出射面を平坦にする必要があるので、拡散板の

出射面にレンズを賦形して拡散効果と集光効果を高めることは離しかった。

特許文献 :特開2００7 332 号公報

特許文献2 :特開2００7 5 号公報

特許文献3 :特開2００6 5276号公報

特許文献4 :特開2００7 ０35号公報

発明の開ぅ示

発明が解がさしようとする課足頁

「0 本発明は、上述の問題を鑑みてなされたものであり、複数の光源からの入射光を均

一にして射出させることで光源イメージを低減 消滅させることが可能であり、また光



源と光デバイス、及び光均一デバイスとの距離が近づいても、光源から発せられる熱

による反りを防止する光デバイス、及び光均一デバイスを提供することを目的とする。

更に上記光デバイス、及び光均一デバイスから射出された光を効率良く観察者側

へ射出させることで観察者側への輝度を向上させる光学フィルムを、該光デバイス、

及び該光均一デバイスと一体積層した光学シート、該光学シートを備えたバックライト

ュニットおよびディスプレイ装置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

００15 上述の目的を達成するために、本発明は以下の構成を採用した。すなわち、請求

項 の発明は、光偏向要素と、前記光偏向要素の光射出面側に配置されてなる光伝

搬屑とを有する光デバイスであって、前記光偏向要素が少なくとも 種以上の凹凸形

状を有する光偏向レンズであって、前記光偏向レンズが二次元に偏向面を有するこ

とを特徴とする光デバイスである。

００16 請求項2の発明は、請求項 に記載の光デバイスにおいて、前記光偏向レンズが、

二次元に配列された単位レンズからなることを特徴とする。

００17 請求項3の発明は、請求項 に記載の光デバイスにおいて、前記光偏向レンズが、

一次元に配列された第 のレンズアレイと一次元に配列された第2のレンズアレイとか
らなり、前記第 のレンズアレイと前記第2のレンズアレイとが、交差して配置されてな

ることを特徴とする。

００18 請求項4の発明は、請求項 に記載の光デバイスにおいて、前記光偏向レンズの

各々の最遠交点が、前記光伝搬屑内に含まれることを特徴とする。

００19 請求項5の発明は、請求項 に記載の光デバイスにおいて、前記光伝搬屑が少なく

とも 屑以上の屑から構成されることを特徴とする。

００2０ 請求項6の発明は、請求項 に記載の光デバイスにおいて、前記光偏向レンズは、

弧状表面又は稜線を有する第一頂部と、第一頂部から前記光伝搬屑の観察者側と

は反対の面に至る第一傾斜部とを有し、前記光伝搬屑の屈折率を とし、前記光偏

向レンズのピッチをPとし、前記第一傾斜面が前記光伝搬屑に接合する接合点にお

ける前記第一傾斜面への接線が、前記光伝搬屑の観察者と反対側の面となす角を

０としたとき、配列される各々の前記光偏向レンズにおいて、前記光伝搬屑の厚さ



が下記の数 を満たすことを特徴とする。

数

S タ (S ０) 猪 式

００2 1 請求項 7 の発明は、請求項 記載の光デバイスと、前記光デバイスの前記光伝播屑

の光出射面側に光拡散某材とを有することを特徴とする光均一デバイスである。

００2 2 請求項 8 の発明は、照明光路制御用の光均一デバイスであって、前記光均一デバ

イスは、拡散某材と光伝搬屑と光偏向要素からなり、前記拡散某材の観察者と反対

側の面に前記光伝搬屑の観察者側の面が重ねられて形成され、前記光伝搬屑の観

察者側と反対側の面には前記光偏向要素が形成されており、前記拡散某材は、透

明樹脂に光拡散領城が分散されてなり、全光線透過率が 3 ０ ～8 ０。、ヘイズ値が

9 5 以上であり、前記伝搬屑は、全光線透過率が 8 ０ 以上、ヘイズ値が 9 5 以下

であることを特徴とする光均一デバイスである。

００2 3 請求項 9 の発明は、ディスプレイの照明光路制御用の光学シートであって、前記光

学シートは、請求項 7 ～8 のいずれか 項に記載の光均一デバイスと光学フィルムと

からなり、前記光均一デバイスの観察者側の面に前記光学フィルムの観察者と反対

側の面が重ねられて形成されており、前記光学フィルムが、光透過某材と集光レンズ

とからなり、前記光透過某材の観察者側の面に複数の集光レンズが一定のピッチで

配列されており、前記集光レンズの形状が凸曲面形状であり、弧状表面を有する第

三頂部と、前記第三頂部から前記光透過某材へ至る第三傾斜面とを有しており、前

記第三頂部に行くに従い、対向する前記第三傾斜面の間の距離が次第に減少する

よぅに形成されていることを特徴とする光学シート。

００2 4 請求項 ０の発明は、請求項 9 に記載の光学シートにおいて、前記光学フィルムと

前記光均一デバイスとの間に、複数の光マスクと、前記光マスクを離間する光透過用

開口部とが設けられており、前記光透過開口部が、前記集光レンズの前記第三頂部

に対応して設けられ、前記光マスクを介して前記光学フィルムと前記光均一デバイス

とが一体積層されていることを特徴とする。



００25 請求項 の発明は、請求項9に記載の光学シートにおいて、前記光学フィルムと

前記光均一デバイスとの間にドット状または線状のリブが配列され、前記リブを介して

前記光学フィルムと前記光均一デバイスとが一体積層されてなることを特徴とする。

００26 請求項 2の発明は、請求項 ～6のいずれか 項に記載の光デバイスと、少なくと

も1種以上の光学部材と、光源と、を備えることを特徴とするバックライトュニットである

００27 請求項 3の発明は、請求項7～8のいずれか 項に記載の光均一デバイスと、光

源と、を備えることを特徴とするバックライトュニットである。

００28 請求項 4の発明は、請求項9～ のいずれか 項に記載の光学シートと、光源と、

を備えることを特徴とするバックライトュニットである。

００29 請求項 5の発明は、請求項 2～4のいずれか 項に記載のバックライトュニット

において、前記光源が点光源であることを特徴とする。

００3０ 請求項 6の発明は、画素単位で光を透過 遮光して画像を表示する画像表示素

子と、請求項 2～5のいずれか 項に記載のバックライトュニットと、を備えることを

特徴とするディスプレイ装置である。

発明の効果

００3 1 上述の発明により、光源との距離が近づいても均一な光を射出することが可能であ

り、多層構成において各層の厚みや材質を変えることで、光源から発せられる熱によ

る反りを防止することができる光デバイス、及び光均一デバイスを提供することができ

る。また光デバイス、及び光均一デバイスから射出された光を効率良く観察者側へと

射出させることで、観察者側の輝度を向上させる光学フィルムと、該光デバイス、及び

該光均一デバイスとを一体積層した光学シート、該光学シートを備えるバックライトュ
ニットおよびディスプレイ装置を提供することができる。

発明を実施するための最良の形態

００32 以下、本発明を実施するための形態について説明する。

図 は本発明の光デバイス、光均一デバイス、バックライトュニットおよびディスプレ

イ装置の一例を示す断面模式図である。

本発明の実施形態であるディスプレイ装置7０は、画像表示素子3 5とバックライトュ



二ット5 5とから構成されている。また、本発明の実施形態であるバックライトュニット5 5

は、ランプハウス (反射板 ) 4 3内に複数の光源4 が配置され、その上 (観察者側方向

)に本発明の実施形態である光デバイス、光均一デバイス25、光学部材2が単一、

又は複数配置されて構成されている。

光源4 から射出された光 は、光均一デバイス25で拡散され、その上に配置され

た単一、又は複数の光学部材で拡散・反射・集光・カラーシフトされ、バックライトュニ

ット5 5から射出される光 が、画像表示素子3 5に入射し、観察者側 へと射出される

００33 光源4 は、画像表示素子3 5へと光を供給するものである。そこで光源4 としては

、たとえば、複数の線光源や点光源を用いることができる。複数の線光源としては、C

C に代表される蛍光管を、複数の点光源としては、たとえば、 などを用いるこ

とができる。

００34 反射板4 3は、複数の光源4 の観察者側 と反対側に配置され、光源4 から出射

された光のぅち、観察者側 と反対側の方向に出射された光と、複数の光源4 の観

察者側 に配置された複数の光学部材により反射された光を反射させて観察者側

に出射させることができる。このよぅに反射板4 3を用いることによって、光の利用効率

を高めることができる。反射板4 3としては、光を高効率で反射させる部材であればよ

く、たとえば、一般的な反射フィルム、反射板などを使用することができる。

００35 本発明の実施形態である光デバイス24は、光偏向要素28と光伝搬屑23とで構成

される。また、光偏向要素28は表示装置7０の光源4 側に向けて配置される。光デ

バイス24の機能は、光偏向要素28の入射面から人射した光 を偏向し、光伝搬屑2

3に射出し、光伝搬屑23の光射出面から拡散光を射出するものである。また、光均一

デバイス25は、上述の光デバイス24に拡散某材26を有するものであり、拡散某材2

6の観察者側 と反対側の面26a に光伝搬屑23の観察者側 の面23b が重ねられて

形成されている。

上述のよぅな光デバイス24、光均一デバイス25は、液品装置のみならず、背面投

射型スクリーン、太陽電池、有機又は無機 、照明装置など、光路制御を行ぅもので

あれば、いずれのものにも使用することができる。



００36 図2 (a) は、本発明の実施形態である光均一デバイス25の機能を説明する図であ

る。

光源4 はランプハウス (反射板 ) 4 3内に一定のピッチで配列されている。光源4 か

ら射出した光 は、光均一デバイス25の観察者側 と反対側の面、すなわち光偏向

要素28より入射し、光均一デバイス2 5の観察者側 の面、すなわち拡散某材26の

観察者側 の面26b より観察者側 へ射出する。

光均一デバイス25の拡散性能が足りない場合、拡散墓材26の観察者側 の面26

bには、光源4 に対向する領城が明るく、光源4 と光源4 との間に対向する領城が

暗く見え、輝度ムラ (光源イメージ) として視認される。

本発明の実施形態である光均一デバイス2 5は、観察者側 とは反対側の面に光偏

向要素28が配列されている。光源4 から人射する強い正面光 を光偏向要素28に

て、その進行方向を偏向し、光伝搬屑23において偏向された人射光を拡げ、拡散某

材26において拡散し、均一な光を観察者側 へ射出する。

００37 光偏向要素28の各々の単位レンズの第一傾斜面28b が光伝搬屑23と接合する点、

3０における第一傾斜面への接線 と、光伝搬屑23の観察者側 とは反対側の面23

aとがなす角度を０、光偏向要素28の各々の単位レンズのピッチをP、光伝搬屑23

の厚みを 、光伝搬屑23の屈折率を としたとき、以下の数式 を満たすことが望まし

数2

丁 三 P ぬ S
上

タ 猪 式

すなわち、図2 に示されるよぅに、光伝搬屑23の厚み は、光偏向要素2 の第

一傾斜面28b が光伝搬層23と接合する点3０に入射した光が、角度 ０の面で偏向さ

れ、光伝搬屑23内にて該光伝搬屑23の面方向に光偏向要素28の各々の単位レン

ズのピッチP以上拡がるために必要な厚みと定義される。

ここで光偏向要素28の各々の単位レンズのピッチPは、光偏向要素2 を断面視し

た際に、光伝搬屑23と接合する2点間の距離と定義される。尚、数式 が有効な光偏



向要素28のピッチPは ０は 以上6００ 以下であることが望ま 、。光偏向要素

28のピッチPが ０は より 体い場合は、単位レンズ周期が波長に近づくため、回折

の影響が無視できなくなってくるためである。光偏向要素2 のピッチPが 6００は を

超える場合、拡散性能上は問題ないが、結果として光伝搬屑23の厚み が非常に

厚くなってしまぅ。この場合、光伝搬屑23の厚みは2 以下に収まるよぅ設定するこ

とが望ま 、。

よって一定のピッチで配列された光偏向要素28に入射した正面光 は、光偏向要

素28で偏向され、隣り合ぅ光偏向要素2 によって偏向された光が光伝搬屑23内で

混ざり合い、拡散某材26にて拡散、観察者側 へと射出される。光伝搬屑23の厚み

が数式 な満たさない場合、隣り合ぅ光偏向要素28にて偏向された光が交差せず

に拡散某材26へ人射するため、光均一デバイス25の拡散性能が不足する。

００38 さらにまた、2つ隣の光偏向要素28によって偏向された光が光伝搬屑23内で交差

することがより好ま 、。すなわち、以下の数式2を満たすことが望ま 、。

数3

三 1・5 x 佑 S 乃 タ C ( ０) 券1 に2

図2 に示されるように、2つ隣の光偏向要素2 によって偏向された光が光伝搬

屑23内で混ざり合う厚さ であれば、その拡散性能は更に増すため、光源4 との距

離が近づいても、ランプイメージを低減 消滅することが可能となる。

００39 光偏向要素2 としては凹凸形状を有するレンズであることが望ま 、。凹凸形状を

有するレンズとしては、図3 (a) 及び (b) に示されるような単位レンズが二次元方向に

配列されたものであることが望ま 、。光源4 は複数の点光源が配置されるため、二

次元的に光源イメージの低減を図ることが求められる。従って、光偏向要素2 として

は図3 (a) 及び (b) に示されるようなマイクロレンズ形状が望ま 、。また図3 (a) 及び (

b)は同じ大きさのマイクロレンズが規則的に配置されているが、図4 (a) に示されるよ

うにランダムに配置したり、図4 に示されるように、大きさの典なるマイクロレンズを



配置しても良い。また、光源4 の配置によっては、図5 (a) に示されるよぅに、其円で

はなく楕円でも良い。楕円にすることで、一方向の光源イメージ効果を高めることが可

能となるためである。

００4０ 光偏向要素28としてマイクロレンズを用いる場合、光伝搬屑23の観察者側 と反

対側の面23a の全面をマイクロレンズで覆ぅことは難しい。ここで光伝搬屑23の観察

者側 と反対側の面23a の面積をS 、配列されたマイクロレンズの底面積の和を と

したとき、 S 三 7０ であることが望ましい。 Sが 7０ を下回ると、光偏向要素

28を介さずに光伝搬屑23へ人射する光が増えてしまい、光源イメージを消すことは

難しいためである。

００4 1 ここで、図5 (b) に示されるよぅに、光伝搬屑23の観察者側 と反対側の面23a にお

いて、マイクロレンズが形成されない平坦面に光カバー屑23c を形成することができ

る。光カバー屑23c により、平坦面に入射する光 を反射、または拡散することで効

率的に光源イメージを消すことが可能となる。

００42 ここで光カバー屑23c としては、例えば白色顔料からなる光拡散 反射屑等が挙

げられる。ここで白色顔料としては、酸化チタンや酸化アルミニウム、硫酸バリウム等

が挙げられ、コーティングや印刷法などによって形成する。さらにまた金属薄膜等を

蒸着法や圧着法等により形成することができる。

００43 さらにまた、光カバー屑23c には蛍光材料を含んでも良い。光源4 から発する光

には、微呈ながら紫外光が含まれる。従って例えば光源4 の上 (すなわち観察者側

の方向を示す) に拡散板、ブリズムシート、拡散フィルムの順で設定されるバックライ

トの構成においては、最も光源4 に近い部材である拡散板に 吸収材が含有され

る。本構成において、光カバー屑23c は光源4 の最も近い位置に配置される。従っ
て、光源4 に含まれる紫外光によって蛍光材料を発光させることで紫外光を効率的

に利用することでバックライト全体の光呈を増やすことができる。また、光偏向要素28

より入射した紫外光は、光偏向要素28、光伝搬屑23、拡散某材26のいずれかに含

有される 吸収材により吸収されるため、観察者側 に紫外光が洞れることはない。

ここで蛍光材料としては、一般に光学用途に用いられるもの、例えば白色 等に

用いられるものであれば、その材料は問わない。



００44 光偏向要素28としてマイクロレンズを用いる場合、マイクロレンズの直径とマイクロレ

ンズの高さの比、すなわちアスペクト比が0・4以上であることが望ましい。アスペクト

比が0・4を下回ると、マイクロレンズによる拡散効果が弱くなり、光源イメージを消す

ことは難しいためである。

００45 光偏向要素28としてマイクロレンズを用いる場合、数式 、及び数式2で定義される

単位レンズピッチPは、構成されるマイクロレンズにおいて最も大きなマイクロレンズの

直径を 0、面上において隣り合うマイクロレンズの中で、最も距離の離れるレンズ間

距離を axとすると、P二P axと定義される。すなわち、最も距離の離れた隣り

合うマイクロレンズで偏向された光が混ざることができるだけの光伝搬屑23の厚み

が必要となるためである。

００46 光偏向要素28としては、図6 (a) 及び (b) に示されるような、第 のレンズアレイ28

が一定のピッチで配列されている間に第2のレンズアレイ282が交差する方向に配列

された形状であることが望ましい。二次元方向の偏向効果を容易に得ることができる

ためである。第 のレンズアレイ28 及び第2のレンズアレイ282形状としては、図7 (a

)のような三角ブリズム形状が望ましい。レンズ成形が容易であり、且つ正面からの人

射光 を大きく偏向することが出来るためである。

００47 また、図7 (b)のような凸湾曲レンズ形状が望ましい。第一頂部28 a 282a及び第

一傾斜面28 b 282bの各点における接線が連続的に変化しているため、正面から

の人射光 を様々な角度へ偏向することが出来るためである。

００48 凸湾曲レンズ形状としては、図7 (c) のような非球面形状であることが更には望まし

い。第一頂部28 a 82a の曲率半径が小さくできるため、拡散性能が増すためで

ある。

さらに第 のレンズアレイ28 及び第2のレンズアレイ282形状としては、図7 )の

ような湾曲三角ブリズムであることが望ましい。第一頂部28 a 282aが稜線であるた

め、人射光 がレンズのどの箇所へ人射しても必ず大きく偏向することができる。また

、第一傾斜面28 b 282bの各点における接線が連続的に変化しているため、正面

からの人射光 を様々な角度へ拡散することが出来るためである。このとき、図7

に示すように、第一傾斜面28 b 282bの各点における接線が、光伝搬屑23の観察



者側 とは反対側の面23bとなす角度 ０bが、2０度～9０度の間で連続的に変化して

いることが更には望ましい。2０度を下回る面がある場合、偏向角が非常に 、さくなる

ため、拡散性能が弱くなってしまう。特に０度となる面がある場合、全く偏向せずに入

射光 を通すことになる。湾曲三角ブリズムは第一傾斜面28 b 282bの各点にお

ける接線が、光伝搬屑23の観察者側 とは反対側の面23bとなす角度が、2０度より

小さくなる面がないため、第一傾斜面28 b 82bのどの箇所に光が人射しても大き

な角度で偏向することが可能である。

００49 また、第一傾斜面28 b 82bの各点における接線が、光伝搬屑23の観察者側

とは反対側の面23bとなす角度が大きく変化しない場合、第一傾斜面28 b 82b

のどの点に光が人射しても、偏向角がほとんど一緒となるため、同じ領城に光が集中

してしまう。湾曲三角ブリズムは第一傾斜面28 b 82bの各点における接線が、光

伝搬屑23の観察者側 とは反対側の面23bとなす角度 ０bが、2０度～9０度の範囲

で大きく変化しているため、様々な角度に入射光 を偏向し、光を均一にすることが

できる。

００5０ また、第 のレンズアレイ28 及び第2のレンズアレイ282形状は上記レンズ形状を

複数細み合わせて用いたり、または上記レンズ形状を反伝させた凹レンズ形状でも

良い。例えば図8 (a) に示されるように、凸湾曲レンズの上に三角ブリズムを細み合わ

せたような形状でも良い。または図8 (b)のように2つの湾曲三角ブリズムをシフトさせ

て重ねた形状でも良い。2つ以上のレンズ形状による拡散効果により、更に拡散性能

が増すためである。

００5 1 上述のように、第 のレンズアレイ28 が一定のピッチで配列されている間に第2の

レンズアレイ282が交差する方向に配列された形状である場合、数式 、及び数式2

で定義される単位レンズピッチPは、第 のレンズアレイの配列ピッチと定義される。

００52 第 のレンズアレイ28 及び第2のレンズアレイ282は、第一頂部28 a 82a に、

光源4 からの光 を拡散及び反射する、光カバー屑を備えても良い。

図9 (a) は光カバー屑28 c 282cの光反射の効果を示した図である。例えば凸 蛮

曲レンズの第一頂部28 a 282aに光カバー屑28 c 282cを形成することで、第

のレンズアレイ28 及び第2のレンズアレイ282における偏向角が 、さい領城に入射



した光を反射することで、偏向角の大きな領城だけを選択できるため、拡散性能を高

めることができる。このとき、第一傾斜面28 b 8 2bの各点における接線と光伝搬

屑23の観察者側と反対側の面23b とのなす角が、2０度～9０度、第一頂部28 a、2

82a の各点における接線と光伝搬屑23の観察者側 と反対側の面23a とのなす角が

、０度～4０度の範囲であることが更には望ま 、。

図g (b) は光カバー屑28 c 282c の光拡散の効果を示した図である。例えば凸湾

曲レンズの第一頂部28 a 282a に光カバー屑28 c 282c を形成することで、第

のレンズアレイ28 及び第2のレンズアレイ282 における偏向角が 体い領城に入射

した光を拡散することで、拡散性能を高めることができる。

００5 3 図 ０(a) は凸湾曲レンズの第一頂部28 a 82a に光カバー屑28 c 282c を形

成した場合を示したものである。光カバー屑28 c 282c は湾曲した第一頂部28 a

282a に沿ぅ形で、丸みを帯びた形状でも良い。

第一頂部28 a 282a に光カバー屑28 。、282。を形成しやすくするために、例え

ば図 ０(b) に示すよぅに、第一頂部28 a 282a が略平坦面であっても良い。また図

０(c) に示すよぅに、第一頂部28 a 282a を凸形状に形成した上に光カバー屑2

c 282c を形成しても良い。光カバー屑28 c 282c は、その性能上、図 ０(d) に

示されるよぅに、第一傾斜面28 b 28 2bに一部回り込んでも良い。しかしながら、第

一傾斜面28 b 28 2bの大部分を覆ってしまぅと第 のレンズアレイ28 及び第2のレ

ンズアレイ282 の拡散機能が低下するため、回り込み呈A としては第一傾斜面28 b

28 2bの幅 に対して3０ 以下であることが望ま 、。ここでは凸湾曲レンズの第一

頂部28 a 282a に光カバー屑28 。、282。を形成する例を挙げたがこれに限らず

、上述した三角ブリズム形状や湾曲三角ブリズム形状、組合せレンズ形状等の第一

頂部28 a 282a に形成する場合も含む。

００54 光偏向要素2 としては、図 (a )及び (b) に示されるよぅに、第 のレンズアレイ28

の頂部に第2のレンズアレイ282 が交差する方向に形成される形状であることが望

ま 、。

００5 5 第 のレンズアレイ28 、及び交差させる第2のレンズアレイ282 の形状としては、図

7 (a )～(d) 、図8 (a )～(b) に示されるよぅな凸レンズ形状、または凹レンズ形状を組



み合わせることができ、特に第2のレンズアレイ282は、その頂部282aに光カバー屑

282cを設けても良い。

００56 光偏向要素28は第 のレンズアレイ28 と第2のレンズアレイ282との高さを合わせ

ることで、図 2のようなピラミッド形状、または図 3のようなビラミッドが陥没した形状

であることが望ま 、。点光源4 に対して、4方向で同様な偏向効果を容易に得るこ

とが出来るためである。

００57 第 のレンズアレイ及び第2のレンズアレイは上述のような単位レンズを配列させる

ことで、二次元的に入射光を偏向するため、点光源の光源イメージを消すことが可能

となる。

００58 光偏向要素28は上述のレンズ等を、適宜複数細み合わせて配列しても良い。また

は図 4 (a) 及び図 4 (b)では単位レンズとしてマイクロレンズの例を図示しているが

、単位レンズのピッチ 0や高さを変えて配列しても良い。これにより、光偏向要素28

の最遠交点 巳 は光伝搬屑23内に不均一に配置されている。図 4 (c) には、光偏向

要素28の単位レンズの配列方向に対して、最遠交点 巳が平行且つ直線上に配置さ

れたものを示す。光偏向要素28に正面光 が人射したとき、単位レンズの中心線上

に集光点が生じるが、該中心線上に収差が生じる。そこで本発明においては説明を

簡略化するために、最もレンズ頂点から離れた点で集光する点を最遠交点 巳 と定義

する。図 4 (a)～(。) においては、単位レンズの両端に入射した光が偏向されて交わ

る点を最遠交点 巳 となる一例を示している。

図 4 (c) において、例えば全ての光偏向要素28が同一形状である場合は、各々

の光偏向要素28に入射した光の最遠交点 巳の位置は、同一面上に存在する。従っ
て、光デバイス24及び光均一デバイス25の入射面から人射した光 は、どの領城に

おいても同一の拡散性能が得られるため、ムラの無い光デバイス24及び光均一デバ

イス25を提供することができる。しかしながら、図 4 (a) 及び図 4 (b)で示されるよう

に、光偏向要素28のレンズ形状が一定ではない場合は、各々の光偏向要素28に入

射した光の最遠交点 巳が同一面上には存在しない。したがって各々の光偏向要素2

8毎に光伝搬屑23の厚み が典なることとなる。このとき、光伝搬屑23の厚さ は、細

み合わせる各レンズの中で最も厚くなる を選択することが望ま 、。最も厚くなる



を選択することで、配列される全ての光偏向要素28において、上述の数式 及び2を

満足することができるため、確実に拡散効果を得ることができる。例えば、光源4 が

極端に光デバイス24及び光均一デバイス25と近接する場合や、光源4 間の距離が

極端に離れている場合、光源4 間の距離が不均一な場合などに、光偏向要素28の

最遠交点 巳を不均一にすると有効である。とくに複数細み合わせる場合、図 5に示

されるよぅに、光源4 の位置に合わせて規則的に配列しても良い。このとき、光源4

の真上の領城には、光伝搬屑23の厚み が最も薄く設定できる光偏向要素28を配

置することが望ま 、。結果として光源4 の真上の領城の拡散性能を高めることが出

来るため、輝度ムラをより低減することが可能となる。

００59 光偏向要素28は、光伝搬屑23の観察者側 と反対側の面23a に、 硬化樹脂

などのよぅな電子線硬化樹脂を用いて 成形、またはソフトモールド法によって成

形することができる。

００6０ たとえば、拡散某材26と光伝搬屑23とを押出法等により一体で板状部材として成

形して、光伝搬屑23の観察者側 と反対側の面23a に光偏向要素28を成形すること

ができる。さらにまた、光伝搬屑23を押出法や射出成形法等により板状部材として成

形して、これを拡散某材26と一体化する前 後に、光伝搬屑23の観察者側 と反対

側の面23a に光偏向要素28を成形することができる。

００6 1 また、P (ボリェチレンテレフタレート) 、PC (ボリカーボネート) 、P (ボリメチ

ルメタクリレート) 、C P (シクロオレフィンポリマー) 、アクリルニトリルスチレン共重合

体、アクリロ二トリルポリスチレン共重合体などを用いて、射出成型法、あるいは熱ブレ

ス成型法によって光偏向要素28を形成することもできる。また、同様に作製したシー

ト材の表面に、光偏向要素28を、放射線硬化樹脂を用いて成形することもできる。

００62 本発明の光デバイス24は押出成形で作製することができる。また図 6 (a) に示され

るよぅに光デバイス24と拡散某材26とを多層押出等により一体で成形してもよい。一

方で図 b に示されるよぅに、シート状に成形した後、光伝搬屑23の観察者側 と

は反対側の面23a に、ラミネート等により固定屑2０によって貼合することもできる。こ

の場合、シート状に成形した光偏向要素2 に紫外線吸収材を含有させることが好ま

、。シート状に成形した光偏向要素28に紫外線吸収材を含有させることで、固定



屑2０の紫外線劣化による剥れを防ぐことができる。

００63 ここで固定屑2０は、粘若剤、接着剤を用いて形成する。粘着剤、接着剤には、ウレ

タン系、アクリル系、ゴム系、シリコーン系、ビニル系の樹脂等を用いることができる。

また、粘着剤、接着剤にほ、 被型で押圧して接着するもの、熱や光で硬化させるも

のを用いることができ、2被、もしくは複数の被を混合して硬化させるものを用いること

ができる。

さらに、固定屑2０内にフィラ一を分散してもよい。固定屑2０内にフィラ一を分散す

ることで、接合屑の弾性率を増加することが可能となる。

固定屑2０の形成方法において、接合面へ直接塗布する方法や、あらかじめドライ

フィルムとして準備したものを貼り合わせる方法がある。固定屑2０をドライフィルムとし

て準備した場合、製造工程上、簡易的に扱うことが可能となるため好ま 、。

００64 また固定屑2０は反り防止作用があることが望ましい。固定屑2０の熱線膨張係数を

、拡散某材26の熱線膨張係数とほぼ同じになるように合せ込むことで、光均一デバ

イス25 自体の反りを防止することができる。さらにまた、シート状に成形した光偏向要

素2 の熱線膨張係数を、拡散某材26の熱線膨張係数とほぼ同じになるように合せ

込むことで、光均一デバイス25 自体の反りを防止することができる。

シート状に成形した光偏向要素28の厚みは ０は ～ であることが望ましい。

更には25 は ～5００は であることが望ましい。シート状に成形した光偏向要素28

の厚みが背すぎると雛等が発生し、厚すぎると光伝搬屑23との貼合が容易ではなく

なるためである。ここで、シート状に成形した光偏向要素2 の某材領城を光伝搬屑2

3とみなすことができる。したがって厚いシート状に光偏向要素28を成形することで、

光伝搬屑23の厚みを背くすることができる。また、直接拡散某材26に貼り合わせるこ

とも可能となる。

００65 光偏向要素28の表面に、さらに微細な凹凸を有していても良い。微細な凹凸が、

光偏向レンズ28による偏向効果を更に高めることができる。このとき、表面粗さ aは

、0・ は ～０は の範囲であることが望ましい。0・ は を下回る凹凸構造では

偏向効果は得難く、また ０は を超える凹凸構造はそれ自体が光偏向要素28とな

る。微細な凹凸の形成方法としては、例えば光偏向要素2 自身、又は成形用金型



の表面を、ェッチングやザンドブラストなどによって荒らす方法、または光偏向要素2

8の成形用金型に、更に微細な凹凸形状を切削する等の方法が挙げられる。

００6 6 また、光偏向要素2 は、人射光 を偏向させるものであれば、上述のよぅなレンズ

形状でなくても良い。例えば、光偏向要素2 は樹脂フィラ一や気泡等による拡散屑

であっても良い。光偏向要素2 で人射光 を偏向し、光伝搬屑2 3で偏向された光

を拡げ、拡散某材2 6で更に拡散することで、拡散性能が向上するためである。

００6 7 本発明の光均一デバイス2 5を構成する光伝搬屑2 3ほ、企光線透過率が8０ 以

上であることが好ま 、。企光線透過率が 8０ 以上であれば、観察者側 へ出射さ

せる光の輝度を低下させることがない。逆に、全光線透過率が 8０ 未満の場合には

、観察者側 へ出射させる光の輝度低下を生じさせるため好ましくない。なお、全光

線透過率は、J S 736 に準拠した測定値である。

００6 8 また、光伝搬屑2 3は、ヘイズ値が9 5 以下であることが好ま 、。光伝搬屑2 3は、

光偏向レンズ2 によって偏向された人射光を効果的に拡げて伝搬し、拡散某材2 6

へ人射させる。従って、ヘイズ値が9 5 を超える場合には、十分な光拡散効果を得

ることが出来ないため好ましくない。なお、ヘイズ値は、J S 7 3 6 に準拠した測定

値である。

００6 9 光伝搬屑2 3に用いられる材料は、熱可塑性樹脂からなる透明樹脂が好ましく、例

えば、ボリカーボネート樹脂、アクリル系樹脂、フッ素系アクリル樹脂、シリコーン系ア

クリル樹脂、ェポキシアクリレート樹脂、ボリスチレン樹脂、シクロオレフィンポリマー、

メチルスチレン樹脂、フルオレン樹脂、P 、ボリプロピレン、アクリルニトリルスチレン

共重合体、アクリロ二トリルポリスチレン共重合体などを挙げることができる。また、光

伝搬屑2 3は、少なくとも 軸方向に延仲されていてもよい。

００7０ 光伝搬屑2 3には、光拡散要素が含まれていないことがより望ま 、。光伝搬屑2 3

に、光拡散要素が含有されない場合、光偏向要素2 によって偏向された光を効果

的に拡げて伝搬することができるためである。

００7 1 光伝搬屑2 3は、少なくとも2屑以上の多層構造とすることができる。このとき、光偏

向要素2 8側の屑2 3 の屈折率を 、拡散墓材 2 6側の屑2 3 の屈折率を 2、光偏

向要素2 の屈折率を としたとき、数式3を満たすことが望ま 、。
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数式3について、図 7 を用いて説明する。

光 が光偏向要素2 に入射すると、空気の屈折率と光偏向レンズ2 の屈折率

とにより光 は偏向される。このとき光偏向要素2 の屈折率 が大きいほど屈折角

は大きくなるため、光偏向要素28の屈折率 は大きい方が望ま 、。

図 (a ) においては、光偏向要素2 、光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23

及び光伝搬屑23の拡散某材26側の屑23 のそれぞれの界面において、光が光源

4 側から観察者側 に進むにあたり、界面での屈折率が高くなる場合を2点鎖線、屈

折率が変わらない場合を点線、屈折率が低くなる場合を実線で表している。

例えば、光偏向要素2 により偏向された光が光伝搬屑23に入射する際、 ノ

、すなわち屈折率が低くなる場合、実線で図示される方向へ偏向する。偏向された光

と光伝搬屑23の観察者側 とは反対側の面23a とのなす角度が小さくなるため、拡

散性能は向上する。

逆に、 く 、すなわち屈折率が高くなる場合、2点鎖線で図示される方向へと偏

向される。偏向された光と光伝搬屑23の観察者側 と反対側の面23a とのなす角度

が大きくなるため、拡散性能は低下する。

同様に、光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23 と光伝搬屑23の拡散某材26側

の屑23 との界面においても、 ノ 2、すなわち屈折率が低くなる場合、拡散性能

は向上することとなる。

従って、光偏向要素2 の屈折率 と光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23 の

屈折率 とは、等しいか又は光偏向要素2 の屈折率 の方が大きレ亡とが望ましく

、光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23 の屈折率 と光伝搬屑23の拡散某材2

6側の屑23 の屈折率 2とでは、等しいか又は光伝搬屑23の光偏向要素2 側の

屑23 の屈折率 の方が大きレ亡とが望ま 、。



００73 ここで、光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23 の厚さより、光伝搬屑23の拡散

某材26側の屑23 の厚さの方が厚いことがより望ましい。光伝搬屑23の拡散某材2

6側の屑23 内で光を大きく拡げることが可能となるためである。史には、図 7 に

示すように、光偏向要素2 の単位レンズの両端に入射した光が偏向して交差する点、

が、光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23 に位置することが望ましい。

また、光伝搬屑23が少なくとも2屑以上の多屑構成である場合には、光偏向要素2

反対側の面23a) と接する屑内に含まれることが良い。これにより、光伝搬屑23内の

光偏向要素2 に近い点に最遠交点があるため、大きく光を拡散することができる。

００74 上述の光伝搬屑23は、屈折率の典なる複数の屑を多層押出法等により成形するこ

とができる。また、押出法や射出成形法によって成形した光伝搬屑23に、該光伝搬

屑23よりも屈折率の高い材料を用いて光偏向要素2 をシート状に成形し、ラミネート

法等により貼合することでも実現することが出来る。

００75 光伝搬屑23は多層構成とすることで、反りを防止することが出来る。この場合、最も

観察者側から離れた屑の熱線膨張係数を、拡散某材26の熱線膨張係数とをほぼ同

じ程度に合せ込むことで、光デバイス24、光均一デバイス25の反りを防止することが

できる。また、光伝搬屑23の厚さを調整することによっても光デバイス24、光均一デ

バイス25の反りを防止できる。

００76 拡散某材26は、全光線透過率が3０ ～8０ であることが好ま 、。全光線透過

率が3０ 未満の場合には、観察者側 への出射光の輝度低下を生じさせるので好

ましくなく、逆に、全光線透過率が8０ を超える場合には、拡散性能が不十分となり

、面内輝度の均一性が悪化するため好ましくない。

００77 拡散某材26は、ヘイズ値が95 以上であることが好ま 、。ヘイズ値が95 未満

の場合は、拡散性能が不十分となり、面内輝度の均一性が悪化するため好ましくな

００78 拡散某材26は、透明樹脂に光拡散領城が分散されて形成されている。

透明樹脂としては、熱可塑ャ生樹脂、熱硬化性樹脂などを用いることができ、例えば

、ボリカーボネート樹脂、アクリル系樹脂、フッ素系アクリル樹脂、シリコーン系アクリル



樹脂、エポキシアクリレート樹脂、ボリスチレン樹脂、シクロオレフインポリマー、メチル

スチレン樹脂、フルオレン樹脂、ボリエチレンテレフタレート(P )、ボリプロピレン、

アクリルニトリルスチレン共重合体、アクリロ二トリルポリスチレン共重合体などを用いる

ことができる。

００79 光拡散領城は、光拡散粒子からなることが好ましい。好適な拡散性能を容易に得る

ことができるためである。

光拡散粒子としては、無機酸化物または樹脂からなる透明粒子を用いることができ

る。無機酸化物からなる透明粒子としては、例えば、シリカ、アルミナなどを用いること

ができる。また、樹脂からなる透明粒子としては、アクリル粒子、スチレン粒子、スチレ

ンアクリル粒子及びその架橋体、メラミン・ホルマリン縮合物の粒子、P (ボリテト

ラフルオロエチレン) 、P (ペルフルオロアルコキシ樹脂 ) 、 P (テトラフルオロエ

チレン・ヘキザフルオロプロピレン共重合体 ) 、P (ボリフルオロビニリデン) 、及び

(エチレン・テトラフルオロエチレン共重合体 ) 等のフッ素ボリマー粒子、シリコ

ーン樹脂粒子などを用いることができる。

また、上述した透明粒子から2種類以上の透明粒子を細み合わせて使用してもよい

。さらにまた、透明粒子の大きさ、形状は、特に規定されない。

００8０ 光拡散領城として光拡散粒子を用いた場合には、拡散某材26の厚さが0・ ～5

であることが好ましい。

拡散某材26の厚みが0・ ～5 である場合には、最適な拡散性能と輝度を得る

ことができる。逆に、0・ 末満の場合には、拡散性能が足りず、5 を超える場

合には、樹脂呈が多いため吸収による輝度低下が生じる。

００8 1 なお、透明樹脂として熱可塑性樹脂を用いた場合には、光拡散領城として気泡を

用いても良い。

熱可塑性樹脂の内部に形成された気泡の内部表面が光の乱反射を生じさせ、光

拡散粒子を分散させた場合と同等以上の光拡散機能を発現させることができる。そ

のため、拡散某材26の膜厚をより薄くすることが可能となる。

このような拡散某材26として、白色P や白色PPなどを挙げることができる。白色

P は、P と相溶性のない樹脂や酸化チタン( O ) 、硫酸化バリウム ( aSO 、



炭酸かレシウムのよぅなフィラ一をP に分散させた後、該P を2軸延仲法で延性

することにより、該フィラ一の周りに気泡を発生させて形成する。

００82 なお、熱可塑性樹脂からなる拡散某材26は、少なくとも 軸方向に延仲されてなれ

ばよい。少なくとも 軸方向に延仲させれば、フィラ一の周りに気泡を発生させること

ができるためである。

００83 熱可塑性樹脂としては、例えば、ボリエチレンテレフタレート(P )、ボリエチレン

6 ナフレート、ボリプロピレンテレフタレート、ボリブチレンテレフタレート、シク

ロヘキザンジメタノール共重合ポリエステル樹脂、イソフタル酸共重合ポリエステル樹

脂、スポログリコール共重合ポリエステル樹脂、フルオレン共重合ポリエステル樹脂等

のポリエステル系樹脂、ボリエチレン、ボリプロピレン、ボリメチルペンテン、脂環式オ

レフィン共重合樹脂等のポリオレフィン系樹脂、ボリメチルメタクリレート等のアクリル

樹脂、ボリカーボネート、ボリスチレン、ボリアミド、ボリエーテル、ボリエステルアミド、

ボリエーテルエステル、ボリ塩ィヒビニル、シクロオレフィンポリマー、およびこれらを成

分とする共重合体、またこれら樹脂の混合物などを用いることができ、特に制限され

ることはない。

００84 光拡散領城として気泡を用いた場合には、拡散某材26の厚さが25～5００ で

あることが好ましい。
「

拡散某材26の厚さが25 は 未満の場合には、シートのこしが不足し、製造工程や

ディスプレイ内でしわを発生しやすくなるので好ましくない。また、拡散某材26の厚さ

が 5０ / を超える場合には、光学性能についてはとくに問題ないが、剛性が増す

ため口一ル状に加工しにくい、スリットが容易にできないなど、従来の拡散板と比較し

て得られる薄さの利点が少なくなるので好ましくない。

００85 光均一デバイス25は、拡散某材26と光伝搬屑23と光偏向要素28とを多層押出法

により一体成形して形成することが製造工程上好ましい。また、光均一デバイス25は

、少なくとも 軸方向に延伸されていてもよい。

多層押出法を用いることにより、製造工程を簡略ィか効率化することができるとともに

、製造コストを下げることができる。

００86 光均一デバイス25は、拡散某材26と光伝搬屑23をそれぞれ別々に押出法、射出



成形等により形成した後に、接着材又は粘着材により一体化して形成しても良い。

たとえば、接着材又は粘着材としては、一般的に用いられるラミネートなどを用いて

拡散某材26と光伝搬屑23を貼り合せることができる。

００87 本発明の光均一デバイス25は、拡散某材26の観察者側 の面26b に凹凸形状を

備えることができる。図 8に示されるよぅに、光均一デバイス25の射出面26b に凹凸

形状が付与されることで、拡散某材26の観察者側 の面26b が略平坦である場合と

比べて、様々な角度の射出面が形成されるため、より広い範囲へ光を射出することが

できるため、拡散性能が向上しランプイメージが低減 消滅する。観察者側に付与

する凹凸形状としては、光拡散レンズ2 が挙げられる。

光拡散レンズ2 に求められる機能としては、2次元方向に射出光を拡散させること

が求められるため、光偏向レンズ2 と同様なレンズ形状であることが望ま 、。

しかしながら、拡散某材26の表面に拡散レンズ2 を配置する場合、光学部材2とし

て例えばレンズシート2を配置した場合、拡散レンズ2 とレンズシート2とでモアレ干

渉縞が生じる場合がある。そのため、拡散レンズ2 の周期構造とレンズシート2のレ

ンズの周期構造とを、モアレ干渉縞が生じないピッチに合わせ込むか、角度をつける

、またはさらに光学部材2として拡散フィルムをのせるなどの方法が挙げられる。光学

部材2として拡散フィルム、または偏向分離反射シート等、周期構造のない部材を配

置する場合には、上述のよぅな問題は生じない。

００88 本発明の光均一デバイスは、射出面、すなわち拡散某材26の観察者側 の面26b

が略平坦であることが望ま 、。その理由について図 9を用いて説明する。

００89 図 9は、本発明の光学シート、バックライトュニットおよびディスプレイ装置の一例

を示す断面模式図である。光学シート52は、光学フィルム と本発明の光均一デバイ

ス25とが固定屑2０によって一体積層されている。

光学フィルム は、光透過某材 7と集光レンズ 6とからなり、光透過某材 7の観察

者側の面 7bには複数の集光レンズ 6が一定のピッチで配列されている。

００9０ 集光レンズ 6を、光透過某材 7の観察者側の面 7bに形成することにより、光均

一デバイス25を通過してきた光を観察者側 に集光させて、観察者側 の輝度を向

上させることができる。



００9 1 光透過某材 7の観察者側 と反対側の面 7aは略平坦な面とされており、複数の

光マスク22か形成され、さらに固定屑2０を介して光均一テハイス25か接合されてい
る。

光透過某材 7の材科としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂なとを用いることか

てき、光均一テハイス25に用いた材科を用いてもよい。光均一テハイス2 5に用いた

材科を接合することて、反りの発生を抑制することかてきる。

００92 なお、一つの都材の一面と他面にそれそれ卓位レンスを形成した場合には、モア

レ干渉縞か生する場合かあるか、本発明の光学シート52は、集光レンス 6と光偏向

要素28との間に拡散某材26か挿入される構成てあるため、モアレ干渉縞を防くこと

かてきる。ここて、集光レンス 6と拡散某材26との間には拡散要素かないため、また

、光学フィルム をムラなく拡散某材26の観察者側 の面26b に貼合するために、拡

散某材26の観察者側の面26b は略平坦てあることか望ま 、。

００93 集光レンス 6の形状は凸曲面形状てあり、弧状表面を有する第三頂部 6aと、第

三頂部 6 aから光透過某材へ至る第三傾斜面 6bとを有している。また、集光レンス

6は、第三頂部 6aに行くに従い、対向する第三傾斜面 6bの間の距離か次第に

減少するよぅに形成されている。さらにまた、集光レンス 6は、谷部 3により離間され

て一定のビノチて形成されている。

００94 光学フィルム と光均一テハイス25との間には、複数の光マスク22と、光マスク22

を離間する光透過用開口部 (空気屑 ) ００とか設けられている。光マスク22およひ空

気屑 5のビノチは、集光レンス 6のビノチとほほ同しピノチとされている。

光マスク22の位置は、谷部 3の位置に対応する位置に形成されている。そのため

、空気屑 ００の位置は、集光レンス 6の第三頂部 6aに対応する位置に設けられて

いる。

００95 光マスク22は、遮光性の高い材科から構成されるとともに、観察者側 の面 7b上

に形成された集光レンス 6を離間する谷部 3の位置と対応する位置に形成される

のて、光学フィルム に入射される光の大部分は、光マスク22を離間して形成される

空気屑 ００を通り、集光レンス 6に入射するため、光均一テハイス25を通過してき

た光を効率よく正面方向 (観察者側) へ出射する。



００96 ここで、光マスク22は、たとえば金属材料や白色反射材などの光反射性部材から

構成することができる。この場合、光マスク22により反射された光は、光均一デバイス

25を構成する拡散某材26に戻されて、拡散某材26で再び光拡散された後、一部は

再び光学フィルム へ人射し、一部は光均一デバイス25から光源側へ射出され、ラン

プハウスを構成する反射板にて反射された後、光均一デバイスに再入射、さらに拡

散されて光学フィルム へと再入射する。この工程が繰り返されることにより、光源4

からの光の大部分を観察者側 へ出射させることができる。

００97 光マスク22を光反射性部材で構成した場合、その反射率は8０ 以上であることが

望ま 、。反射率が 8０ 以上であれば、光学フィルム に入射する光の大部分を、

空気屑 ００から集光レンズ 6へ人射することができるため、観察者側 の輝度が上

昇する。反射率が 8０ を下回ると、光マスク22を透過する光が増大し、非効率な光

が集光レンズ 6に入射する呈が増大するため、観察者側 の輝度低下を引き起こす

ためである。

００98 光学フィルム の作製方法としては、例えばセルフアライメントによる方法が挙げら

れる。光透過某材 7の観察者側の面 7bに集光レンズ 6を成形し、光透過某材 7

の観察者側 とは反対側の面 7aには、感光性接着樹脂を貼りあわせる。集光レン

ズ 6側から 光を照射することで、集光レンズ 6の第三頂部 6aに対応する位置

の感光性接着樹脂が露光されることで硬化し接着性を失ぅ。その後、光マスク22を伝

写することで、集光レンズ 6の谷部 3に対応する位置に光マスク22を形成すること

ができる。

００99 上述のよぅに作製した光学フィルム を固定屑2０によって光均一デバイス2 5にラミ

ネート等により貼り合わせることで、光学シート5 2は作製される。このとき、空気屑 ００

が保たれるよぅ、固定屑2０の材料を適宜選択する。

０1００ 固定屑2０は、粘着剤、接着剤を用いて形成する。粘着剤、接着剤には、ウレタン系

、アクリル系、ゴム系、シリコーン系、ビニル系の樹脂等を用いることができる。また、

粘着剤、接着剤には、 液型で押圧して接着するもの、熱や光で硬ィヒさせるものを用

いることができ、2液、もしくは複数の液を混合して硬ィヒさせるものを用いることができ

る。



さらに、固定屑2０内にフィラ一を分散してもよい。固定屑2０内にフィラ一を分散す

ることで、固定屑2０の弾性率を増加することが可能となる。固定屑2０の弾性率を増

加した場合、光学フィルム1と光均一デバイス25とを一体化する際に、固定屑2０が空

気屑 ００の領城内に侵入しないため、空気屑 ００を保持することが容易となる。

固定屑2０の形成方法において、接合面へ直接塗布する方法や、あらかじめドライ

フィルムとして準備したものを貼り合わせる方法がある。固定屑2０をドライフィルムとし

て準備した場合、製造工程上、簡易的に扱ぅことが可能となるため好ま 、。

０1０1 しかしながら、光学フィルム を構成する光透過某材 7をP に代表される延仲フ

ィルムを使用した場合、光源4 から発せられる熱によって、光学シート52が光源4

側に凸となる形状に反る場合がある。

このとき、2屑以上の多層構成とされる光伝搬屑23の光偏向要素2 側の屑23 の

材料を反り防止屑とすることができる。すなわち、熱によって光伝搬屑23の光偏向要

素2 側の屑23 が、光学シート5 2を光源側に凹となる形状に反るモ一メントを発生

させることで、それぞれのモ一メントをキヤンセルし、反りを防止することができる。例

えば光偏向要素28を光透過某材 7と同材料上に成形し、固定屑2０によって光伝

搬屑23の観察者側 とは反対側の面23a に貼合することで、反りを防止することがで

きる。

０1０2 上述のよぅに作製した光学シート52は、光源4 からの光 を均一に拡散する光均

一デバイス25と、集光レンズ 6へ効率よく光を人射する空気屑と光マスク22を備え

た光学フィルム とで構成されるため、 枚の光学シート52で拡散・集光機能な満足

することが可能となる。

０1０3 図2０は、本発明の光学シート、バックライトュニットおよびディスプレイ装置の別の

一例を示す断面模式図である。光学シート52は、光学フィルム と本発明の光均一

デバイス25とが固定屑2０によって一体積層されている。

光学フィルム は、光透過某材 7と集光レンズ 6とからなり、光透過某材 7の観察

者側の面 7bには複数の集光レンズ 6が一定のピッチで配列されている。

０1０4 集光レンズ 6を、光透過某材 7の観察者側の面 bに形成することにより、光均

一デバイス25を通過してきた光を観察者側 に集光させて、観察者側 の輝度を向



上させることかてきる。

０1０5 光透過某材 7の観察者と反対側の面 7aは略平坦な面とされており、複数のリフ2

9か形成され、さらに光均一テハイス25か接合されている。

光透過某材 7の材科としては、熱可塑性樹脂、熱硬化性樹脂なとを用いることか

てき、光均一テハイス25に用いた材科を用いてもよい。光均一テハイス2 5に用いた

材科を接合することて、反りの発生を抑制することかてきる。

０1０6 集光レンス 6の形状としてほ例えは三角ブリスム形状か挙けられる。三角ブリスム

は正面方向への集光性か高いため、再輝度な光学シート52を得ることかてきる。また

集光レンス 6の形状としては、凸曲面形状か挙けられる。正面方向のみならす、様

々な方向へと光を射出するため、視野範囲の広い光学シート52を得ることかてきる。

集光レンス 6の形状は、上述の形状に限らす、使用するティスプレイに求められる

配光特性によって適宜選択することかてきる。例えはマイクロレンス形状や、三角錐、

四角錘を含れ多角錘形状なとを選択しても良い。

０1０7 光学フィルム と光均一テハイス25との間には、複数のリフ29か設けられている。リ

フ29はトノト状又は線状に配置され、光学フィルム と光均一テハイス25との間に十

分な空気屑を確保する。例えは集光レンス 6の谷部 3と線状リフ29とを一致させる

ことて、輝度の低下を抑え、リフ29と集光レンス 6との間にモアレ干渉縞か生しるこ

とを防くことかてきる。

０1０8 リフ29は、図2０(a) に示されるように光学フィルム の光透過某材 7の観察者側と

は反対側の面 7aに形成されてもよく、また図2０(b) に示されるように光均一テハイ

ス25の拡散某材26の観察者側の面26b に形成されても良い。

また図2０ては光学フィルム かブリスムシートの例を示したかこれに限らす、例えは

図2 に示されるようなマイクロレンスや、凸レンチキュラーレンス、ピラミノトレンスなと

、観察者側 に集光機能を有するレンスシートてあれは任首に選択することか出来る

０1０9 図 9から図2 に示すように、本発明の実施形態てあるハノクライトユニノト5 5は、

直下型ハノクライトユニノトてあり、光学シート52と、複数の光源4 と反射板4 3とから

構成されている。



０11０ 光学シート52を、複数の光源4 の観察者側 に配置することによって、光源4 か

らの光 をほぼ取り込むことができる。光 は、光学シート52へ人射され、出射光 と

される。出射光 は、光学シート52の拡散効果により、光源4 のランプイメージがな

くされるとともに、光学シート52の集光効果により、観察者側 の輝度が向上されて出

射される。

０111 図 9～図2 に示すよぅに、本発明の実施形態であるディスプレイ装置7０は、画像

表示素子3 5とバックライトュニット5０とから構成されている。

画像表示素子3 5は、2枚の偏光板 (偏光フィルム) 3 33と、その間に狭持された

液品パネル32とからなる。液品パネル32は、たとえば、2枚のガラス某板の間に液品

屑が充填されて構成されている。

バックライトュニット5０から出射された光 は、偏光フィルター33を介しで液品部32

に入射され、偏光フィルター3 を介して観察者側 に出射される。

０112 画像表示素子3 5は、画素単位で光を透過 遮光して画像を表示する素子である

ことが好ま 、。画素単位で光を透過 遮光して画像を表示するものであれば、光学

シート52により、観察者側 への輝度が向上され、光強度の視角度依存性が低減さ

れ、さらに、ランプイメージが低減された光を有効に利用して、画像品位の高い画像、

を表示させることができる。

画像表示素子3 5は、液品表示素子であることが好ま 、。液品表示素子は、画素

単位で光を透過 遮光して画像を表示する代表的な素子であり、他の表示素子に

比べて、画像品位を高くすることができるとともに、製造コストを低減することができる

０113 なお、本発明の実施形態であるディスプレイ装置7０に、拡散フィルム、

ズシート、ブリズムシート、偏光分離反射シートなどを配置してもよい。そぅすることに

より、画像品位をより向上させることができる。

０114 本発明の実施形態であるディスプレイ装置7０は、先に記載の光学シート52により

集光・拡散特性を向上させた光 を利用する構成なので、観察者側 の輝度を向上

させ、光強度の視角方向の分布を滑らかにするとともに、光源イメージを低減した画

像を画像表示素子3 5に表示することができる。



０115 本発明の実施形態であるディスプレイ装置7０は、画素単位での透過 遮光に応じ

て表示画像を規定する画像表示素子3 5で、先に記載のバックライトュニット5 5により

集光・拡散特性を向上させた光 を利用する構成なので、観察者側 の輝度を向上

させ、光強度の視角方向の分布を滑らかにするとともに、ランプイメージを低減した画

像を得ることができる。

０116 本発明の実施形態であるディスプレイ装置7０は、画像表示素子3 5が液品表示素

子であり、先に記載のバックライトュニット5 5により集光・拡散特性を向上させた光

を利用する構成なので、観察者側 の輝度を向上させ、光強度の視角方向の分布を

滑らかにするとともに、ランプイメージを低減した画像を得ることができる。

以下、本発明を実施例に某づいて詳細に説明する。尚、本発明はこれらの実施例

のみに限定されるものではない。

０117 本例ではまず、光デバイス24を構成する各層の熱線膨張係数の違いが、光デバイ

ス24 自体の反りに及ぼす影響を確認した。

(比較例 )

光伝搬屑23として、 厚のボリカーボネート板を用意した。光偏向要素2 として

００は 厚のボリプロピレンシート上に三角ブリズムを 成形法にて作製し、

厚のボリカーボネート板に粘着材を用いてラミネートし、光デバイス24が得られた。

ボリカーボネートの線膨張係数は7 X ０ 、ボリプロピレンの線膨
。

張係数は X ０ Cであった。

(比較例2)

光伝搬屑23として、 厚のボリカーボネート板を用意した。光偏向要素28として

００は 厚の延仲ボリエチレンテレフタレートフィルム上に三角ブリズムを 成形

法にて作製し、 厚のボリカーボネート板に粘着材を用いてラミネートし、光デバ

イス24が得られた。

ボリカーボネートの線膨張係数は ０ 、ボリエチレンテレフタレ
。ートの線膨張係数は8 X ０ Cであった。

(実施例 )

光伝搬屑23として、 厚のボリカーボネート板を用意した。光偏向要素28として



００は 厚の無延仲ボリエチレンテレフタレートフィルム上に三角ブリズムを 成

形法にて作製し、 厚のボリカーボネート板に粘着材を用いてラミネートし、光デ

バイス24が得られた。

ボリカーボネートの線膨張係数は ０ 、ボリエチレンテレフタレ
。

ートの線膨張係数は8 X ０ Cであった。

０118 比較例 ～2、及び実施例 で作製した光デバイス24を8０度の高温化に24時間放

置し、光デバイス24の反りの挙動を確認した。

比較例 は、ボリカーボネート板とボリプロピレンの線膨張係数が ・5倍以上差があ

ったため、反りが生じた。

比較例2は、ボリカーボネート板とボリエチレンテレフタレートの線膨張係数はほぼ

同じであったが、ボリエチレンテレフタレートが延仲フィルムであったために収縮が生

じ、反りが生じた。

実施例 は、ボリエチレンテレフタレートが無延仲であったため、反りのない良好な

光デバイス24が得られた。

０119 (実施例2)

比較例 の構成の光デバイス24の観察者側の面に、ボリプロピレンフィルムを粘着

材にてラミネートし、光デバイス2 5が得られた。

(実施例3)

比較例2の構成の光デバイス24の観察者側の面に、延仲白色P フィルムを拡散

某材26として粘着材にてラミネートし、光均一デバイス2 5が得られた。

０12０ 実施例2～3で作製した光均一デバイス2 5を同様に8０度高温下に24時間放置し

て反りの挙動を確認した。

実施例2は、反りの生じない良好な光デバイス24が得られた。

実施例3は、反りの生じない良好な光均一デバイス2 5が得られた。

０12 1 本例において、線膨張係数をほぼ同じに合わせこむことで反りの生じない光デバイ

スが得られることを確認した。また、延仲フィルムを使用する場合には、光デバイス24

及び光均一デバイス2 5の両面に延仲フィルムを用いることで、反りを防止することが

できることを確認した。



以下、本発明の光均一デバイス2 5、及び光学シート5 2を用いたディスプレイ装置7

0について、詳細な実施例にてその光学特性について述べる。

０122 光偏向要素2 として、凸マイクロレンズを用意した。凸マイクロレンズのピッチPを8

は 、光伝搬屑23と凸マイクロレンズとの接合点3０における接線 と、光伝搬屑2

3の観察者側と反対側の面23a とのなす角 ０が8 5度、凸マイクロレンズの高さを3 8

は と設定した。

また、光偏向レンズ2 、光伝搬屑2 3、及び拡散某材26の材料は、全てボリカーボ

ネイト(屈折率二 ・59) とした。

拡散某材26は、樹脂フィラ一を適呈含有させることで、全光線透過率を6０。、ヘイ

ズ値を9 9 。とし、厚みを ・5 とした。

光伝搬屑23は、樹脂フィラ一を含有させず透明材料とし、全光線透過率は で

あった。以下実施例において、光伝搬屑23の厚みを変えたザンプルを作製した。

(比較例3)

上記設定された光均一デバイス2 5において、光伝搬屑23の厚みを5０は に設定

し、多層押出法により光均一デバイス2 5を作製した。

(実施例4 )

上記設定された光均一デバイス2 5において、光伝搬屑23の厚みを3００は に設

定し、多層押出法により光均一デバイス2 5を作製した。

０123 (実施例5)

次に、光偏向要素2 として、図 (a) に示されるよぅな、第 の台形プリズムアレイ

の頂部に第2の三角ブリズムアレイが形成されたレンズシートを用意した。第 の台形

プリズムアレイのピッチPが ００は 、頂角が 9０度、第2の三角ブリズムアレイのピッ

チが3０は 、頂角が 9０度とした。また、光偏向レンズ2 、光伝搬屑23、及び拡散某

材26の材料は、全てボリカーボネイト(屈折率二 ・59) とした。

拡散某材26は、樹脂フィラ一を適呈含有させることで、全光線透過率を6０。、ヘイ

ズ値を9 9 。とし、厚みを ・5 とした。

光伝搬屑23は、樹脂フィラ一を含有させず透明材料とし、厚刮ま5００ 、全光線

透過率は であった。
「



０124 (実施例6 )

次に、光偏向要素28として、図6 (b) に示されるような、第 の凸レンチキュラ一アレ

イ28 の単位レンズの間に略直交する形で第2の凸レンチキュラ一アレイ282 が形成

されたレンズシートを用意した。第 の凸レンチキュラ一アレイ28 のピッチPがg０は

、光伝搬屑 と凸レンチキュラーレンズとの接合点3０における接線 と、光伝搬

屑 の観察者側と反対側の面23a とのなす角 ０が6 5度、単位レンズ高さが 5０は

、第2の凸レンチキュラ一アレイ282 のピッチPが3０は 、単位レンズ高さが 8 は と

した。また、光偏向レンズ28は屈折率 ・5 2の紫外線硬化樹脂を7 5 は 厚のP

某材上に 成形し、光伝搬屑23、及び拡散某材26の材料は、ボリスチレン(屈折

率二 ・58) とした。

拡散某材26は、樹脂フィラ一を適呈含有させることで、全光線透過率を6０。、ヘイ

ズ値を9 9 。とし、厚みを ・5 とした。

光伝搬屑 は、樹脂フィラ一を含有させず透明材料とし、厚刮ま5０ / 、全光線

透過率は であった。

０125 (比較例4 )

次に、光偏向要素28として、図6 (b) に示されるような、第 の凸レンチキュラ一アレ

イ28 の単位レンズの間に略直交する形で第2の凸レンチキュラ一アレイ282 が形成

されたレンズシートを用意した。第 の凸レンチキュラ一アレイ28 のピッチPがg０は

、光伝搬屑 と凸レンチキュラーレンズとの接合点3０における接線 と、光伝搬

屑23の観察者側と反対側の面23a とのなす角 ０が6 5度、単位レンズ高さが 5０は

、第2の凸レンチキュラ一アレイ282 のピッチPが3０は 、単位レンズ高さが 8 は と

した。また、光偏向レンズ2 、光伝搬屑23、及び拡散某材26の材料は、全てボリカ

ーボネイト(屈折率二 ・59) とした。

拡散某材26は、樹脂フィラ一を適呈含有させることで、全光線透過率を8０。、ヘイ

ズ値を9 3 。とし、厚みを ・5 とした。

光伝搬屑23は、樹脂フィラ一を含有させず透明材料とし、厚刮ま5００ 、全光線

透過率は であった。
「

０126 実施例4～6、及び比較例3～4で作製した光均一デバイス2 5の観察者側 の面上



に、拡散フィルム、9０度三角ブリズムシート、拡散フィルムの順番で重ねて配置した。

これらを、 間隔が3０ と光均一デバイス2 5との距離が8 となるバ

ックライト5 6に配置し、バックライト5 6の観察者側 に液品パネル3 5を配置することで

、ディスプレイ装置7０が得られた。

(実施例7)

実施例6で作製した光均一デバイス2 5の観察者側 の面に、7 5 は P 某材上
。に 5０は ピッチで集光レンズ 6を配置し、光マスク22の領域が集光レンズ 6のヒ

ッチの5０ となるよぅ形成した光学フィルム を粘着材により一体積層して、光学シー

ト5 2が得られた。

０127 実施例7で作製した光学シート5 2を、 間隔が3０ と光均一デバイス

2 5との距離が 8 となるバックライト5 6に配置し、バックライト5 6の観察者側 に液

品パネル3 5を配置することで、ディスプレイ装置7０が得られた。

０128 (光学評価 )

本実施例、及び比較例のディスプレイ装置を以下の測定方法により評価した。

( E面輝度評価 )

ディスプレイ装置7０を企白表示とし、画面中心部を分光放射輝度計 (S ト

プコンテクノハウス社製 ) にて測定した。

(輝度ムラ評価 )

ディスプレイ装置7０を企白表示とし、画面全体を輝度ムラ測定機 (P o e ０

ad a a 社製 ) にて測定、複数の冷陰極管の並びに大して垂直方向の

輝度分布データにより解析を行った。

なお、輝度分布は冷陰極管に対応した波型の分布が得られるので、中心の5本分

の冷陰

極管に相当する輝度データを抽出して平均輝度を算出した後、平均輝度に対する

輝度変化

( )を算出した。この輝度変化の標準偏差 が 以内であれば、光学シートの拡

散性

が良好と判定した (O 判定 ) 。



表 に本実施例、及び比較例の測定結果を表に示す。

表

輝 度 輝度ムラ 反り 半 E

岡岡
比較例3 NG O NG

実施例4 OK O OK

実施例5 OK O OK

実施例 OK O OK

実施例7 OK O OK

比較例4 NG O NG

０129 比較例3は輝度、反り共に問趨なかったが、光伝搬屑23が薄すぎたため、光源イメ

ージを消しきることができず、 Gとなった。

実施例4は輝度、反り共に問題なく、光源イメージも消えた(O 判定)。

実施例5は輝度、反り共に問題なく、光源イメージも消えた(O 判定)。

実施例6は輝度、少し光源4 側に凹となる反りが生じたものの、5 以下と実使用

上問題なく、光源イメージも消えた (O 判定)。

実施例7は、輝度が高く、反りも問趨ない、(O 判定)

比較例4は反りは問題なかったが、拡散某材26の全光線透過率が高く、ヘイズ値

も低すぎたため拡散性能が不足し光源イメージが消しきれず Gとなった。

図面の簡単な説明

０13０ 図 本発明の実施形態であるディスプレイ装置の断面模式図である。

図2 (a) 本発明の実施形態である光均一デバイスの断面模式図である。 (b)

数式 を説明する図である。 (c) 数式2を説明する図である。

図3 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 (b)光偏向要素

のレンズ形状の一例を示す図である。

図4 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 ( )光偏向要素



のレンズ形状の一例を示す図である。

図5 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 (b)光偏向要素

のレンズ形状の一例を示す図である。

図6 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 (b)光偏向要素

のレンズ形状の一例を示す図である。

図7 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 (b)光偏向要素

のレンズ形状の一例を示す図である。 (c) 光偏向要素のレンズ形状の一例を

示す図である。 (d)光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。

図8 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 (b)光偏向要素

のレンズ形状の一例を示す図である。

図9 (a) 光拡散 反射屑の光反射の効果を説明する図である。 (b)光拡散

反射屑の光拡散の効果を説明する図である。

図1０ (a) 光偏向要素の頂部に光拡散 反射屑を形成した一例を示す図である。

(b)光偏向要素の頂部に光拡散 反射屑を形成した一例を示す図である。

(c) 光偏向要素の頂部に光拡散 反射屑を形成した一例を示す図である。(d

)光偏向要素の頂部に光拡散 反射屑を形成した際の、第一傾斜面への回り込み

呈を説明する図である。

図11 (a) 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。 (b)光偏向要素

のレンズ形状の一例を示す図である。

図12 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。

図13 光偏向要素のレンズ形状の一例を示す図である。

図14 (a) 光偏向要素の商きピッチが一定でない場合を説明する図である。

(b)光偏向要素の高さ一定でない場合を説明する図である。 (c) 光偏向要素

の高かピッチが一定である場合を説明する図である。

図15 光偏向要素を光源とアライメントする際の一例を示す図である。

図16 (a) 光均一デバイスを一体成形した場合の形態を示す図である。 (b)

光偏向要素をシート状に成形した場合の形態を示す図である。

図17 )光伝搬屑が多層構造である場合の光線を説明する図である。 (b



)光伝搬屑が多層構造である場合の光線を説明する図である。

図18 (a) 光均一デバイスの射出面に凹凸が賦几ヲされた効果を説明する図である

(b)光均一デバイスの射出面が平坦である場合を説明する図である。

図19 本発明の実施形態であるディスプレイ装置の断面模式図である。

(b)本発明の実施形態であるディスプレイ装置の断面模式図である。

(b)本発明の実施形態であるディスプレイ装置の断面模式図である。

図22 の配置の一例を示す断面模式図である。

図23 の斜視図である。

図24 光強度と視野方向に対する角度との関係を示すグラフである。

符号の説明

０13 1 の光強度分布、 …光学フィルムの光強度分布、 、 …光、P …光偏向要

素ピッチ、 ・‥光偏向要素第一傾斜面ピッチ、 ・‥接線、 …光伝搬屑の厚さ、０‥

光伝搬屑の一面と接線 がなす角度、０b …光偏向要素の第一傾斜面における接

線と光伝搬屑の一面とがなす角度、 ・‥光伝搬屑の屈折率、 …光偏向要素の屈

折率、 …光伝搬屑の第 屑の屈折率、 2 …光伝搬屑の第2屑の屈折率、 、

…観察者側、X …平面視方向、 e・‥画像表示装置垂直方向、 o・‥画像表示装置

水平方向、A ‥光拡散 反射屑回り込み呈、 最遠交点、 …光学フィルム、2‥

光学部材、 3 …谷部、 6 …集光レンズ、 6a ・‥第三頂部、 6b …第三傾斜面、 7

…光透過某材、 7a・‥観察者と反対側の面、 7b …観察者側の面 (平坦面) 、2０

固定屑、2 …光拡散レンズ、2 a ・‥第二頂部、2 b …第二傾斜面、22…光マスク、

23…光伝搬屑、23a ・‥観察者と反対側の面、23b…観察者側の面、23c ・‥観察者

側の面に形成された光拡散 反射屑、23 …光伝搬屑の光偏向要素側の屑、23

…光伝搬屑の拡散某材側の屑、24…光デバイス、25…光均一デバイス、26…拡散

某材、26a ・‥観察者と反対側の面、26b…観察者側の面、2 …光偏向要素、28

第一の光偏向要素、282…第二の光偏向要素、28a ・‥第一頂部、28b…第一傾斜

面、28c ・‥光拡散 反射屑、28 a ・‥第一の光偏向要素の頂部、28 b …第一の光



偏向要素の傾斜面、28 c ・‥第一の光偏向要素の光拡散 反射屑、282a ・‥第二の

光偏向要素の頂部、282b…第二の光偏向要素の傾斜面、282c ・‥第二の光偏向要

素の光拡散 反射屑、29… 固定要素 (リブ) 、3０…接合点、3 33 …偏光板、32

…液品パネル、35…画像表示素子、4 …光源、43…反射板 (反射フィルム) 、45

バックライト部、52 …光学シート、55 56 …バックライトュニット、7０ 72 …ディスプレ

イ装置、 ００…空気屑、 82…拡散フィルム、 84…光拡散フィルム、 85

86…透明部材、 87… 単位ブリズム。



請求の範囲

光偏向要素と、

前記光偏向要素の光射出面側に配置されてなる光伝搬屑と、

前記光偏向レンズが二次元に偏向面を有することを特徴とする光デバイス。

2 前記光偏向レンズが、二次元に配列された単位レンズからなることを特徴とする請

求項 に記載の光デバイス。

3 前記光偏向レンズが、一次元に配列された第 のレンズアレイと一次元に配列され

た第2のレンズアレイとからなり、前記第 のレンズアレイと前記第2のレンズアレイとが

、交差して配置されてなることを特徴とする請求項 に記載の光デバイス。

4 前記光偏向レンズの各々の最遠交点が、前記光伝搬屑内に含まれることを特徴と

する請求項 記載の光デバイス。

5 前記光伝搬屑が少なくとも 屑以上の屑から構成されることを特徴とする請求項 記

載の光デバイス。

6 前記光偏向レンズは、弧状表面又は稜線を有する第一頂部と、第一頂部から前記

光伝搬屑の観察者側とは反対の面に至る第一傾斜部とを有し、

前記光伝搬屑の屈折率を とし、前記光偏向レンズのピッチをPとし、前記第一傾

斜面が前記光伝搬屑に接合する接合点における前記第一傾斜面への接線が、前記

光伝搬屑の観察者と反対側の面となす角を０としたとき、

配列される各々の前記光偏向レンズにおいて、前記光伝搬屑の厚さ が下記の数

を満たすことを特徴とする請求項 に記載の光デバイス。

数

二
T 三 P ぬ S タ COS タ) 装欠土に1

7 請求項 記載の光デバイスと、



前記光デバイスの前記光伝播屑の光出射面側に光拡散某材と、

を有することを特徴とする光均一デバイス。

8 照明光路制御用の光均一デバイスであって、

前記光均一デバイスは、拡散某材と光伝搬屑と光偏向要素からなり、前記拡散某

材の観察者と反対側の面に前記光伝搬屑の観察者側の面が重ねられて形成され、

前記光伝搬屑の観察者側と反対側の面には前記光偏向要素が形成されており、

前記拡散某材は、透明樹脂に光拡散領域が分散されてなり、企光線透過率が3０

～8０。、ヘイズ値が9 5 以上であり、

前記伝搬屑は、全光線透過率が 8０ 以上、ヘイズ値が9 5 以下であることを特徴

とする光均一デバイス。

9 ディスプレイの照明光路制御用の光学シートであって、前記光学シートは、請求項

7～8のいずれか 項に記載の光均一デバイスと光学フィルムとからなり、前記光均一

デバイスの観察者側の面に前記光学フィルムの観察者と反対側の面が重ねられて

形成されており、前記光学フィルムが、光透過某材と集光レンズとからなり、前記光透

過某材の観察者側の面に複数の集光レンズが一定のピッチで配列されており、前記

集光レンズの形状が凸曲面形状であり、弧状表面を有する第三頂部と、前記第三頂

部から前記光透過某材へ至る第三傾斜面とを有しており、前記第三頂部に行くに従

い、対向する前記第三傾斜面の間の距離が次第に減少するよぅに形成されているこ

とを特徴とする光学シート。

０ 前記光学フィルムと前記光均一デバイスとの間に、複数の光マスクと、前記光マスク

を離間する光透過用開口部とが設けられており、

前記光透過開口部が、前記集光レンズの前記第三頂部に対応して設けられ、前記

光マスクを介して前記光学フィルムと前記光均一デバイスとが一体積層されているこ

とを特徴とする請求項9に記載の光学シート。

前記光学フィルムと前記光均一デバイスとの間にドット状または線状のリブが配列さ

れ、前記リブを介して前記光学フィルムと前記光均一デバイスとが一体積層されてな

ることを特徴とする詰求項9に記載の光学シート。

2 請求項 ～6のいずれか 項に記載の光デバイスと、少なくとも1種以上の光学部材



と、光源と、を備えることを特徴とするバックライトュニット。

3 請求項7～8のいずれか 項に記載の光均一デバイスと、光源と、を備えることを特

4 請求項9～ のいずれか 項に記載の光学シートと、光源と、を備えることを特徴と

5 前記光源が点光源であることを特徴とする請求項 2～4のいずれか 項に記載の

バックライトュニット。

6 画素単位で光を透過 遮光して画像を表示する画像表示素子と、請求項 2～5

のいずれか 項に記載のバックライトュニットと、を備えることを特徴とするディスプレイ

装置。
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