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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
複数のＬＥＤ光源と、該ＬＥＤ光源の周囲に形成してなり長手方向の開口の形を変形可能
な開口部を有する光反射部材と、前記ＬＥＤ光源と対向する位置にレンズ中心があるよう
に配置したリニアフレネルレンズを複数個形成してなるレンズアレイシートとを備えてな
ることを特徴とする面照明装置。
【請求項２】
少なくとも一面が開口状態又は光透過可能状態であり、他面の内側が光反射性を有する筐
体と、該筐体内に複数のＬＥＤ光源と、該ＬＥＤ光源の周囲に形成してなり長手方向の開
口部を有する光反射部材と、前記ＬＥＤ光源と対向する位置にレンズ中心があるように配
置したリニアフレネルレンズを複数個形成してなるレンズアレイシートとを備えてなるこ
とを特徴とする面照明装置。
【請求項３】
前記光反射部材の前記開口部の開口径を前記ＬＥＤ光源から射出される光が対向するリニ
アフレネルレンズにのみ到達するように設定したことを特徴とする請求項１又は２に記載
の面照明装置。
【請求項４】
前記レンズアレイシートの光出射側に、光拡散シート、プリズムアレイシート、偏光板の
いずれか、或いはそれらを複数組み合わせてなる複合シートを設けたことを特徴とする請
求項１又は２に記載の面照明装置。
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【請求項５】
前記レンズアレイシートと、前記ＬＥＤ光源との間に光拡散シート、プリズムアレイシー
ト、偏光板のいずれか、或いはそれらを組み合わせてなる複合シートを設けたことを特徴
とする請求項１又は２に記載の面照明装置。
【請求項６】
前記偏光板は、光入射側から入射する光のうち特定の偏光を有する光を選択的透過し、そ
れ以外の偏光を有する光を反射することを特徴とする請求項５に記載の面照明装置。
【請求項７】
前記レンズアレイシートのレンズ非形成面が光拡散性を有することを特徴とする請求項１
又は２に記載の面照明装置。
【請求項８】
前記レンズアレイシートのレンズ非形成面をマット状にしてなることを特徴とする請求項
１又は２に記載の面照明装置。
【請求項９】
長手方向に形成された前記光反射部材の開口部とレンズ方向が直交し、かつほぼ開口部に
位置するように複数のプリズムを併設してなるプリズムアレイ部材を設けたことを特徴と
する請求項1又は２に記載の面照明装置。
【請求項１０】
長手方向に形成された前記光反射部材の開口部にレンズ方向が平行、かつほぼ開口部の上
面に位置するように１つ又は複数のプリズムを有するプリズムアレイ部材を設けたことを
特徴とする請求項1又は２に記載の面照明装置。
【請求項１１】
請求項１～１０のいずれかに記載の面照明装置と、
前記面照明装置の前面に配置され、対向配置された一対の透明基板と、前記透明基板間に
挟持された液晶層と、前記透明基板の内側に形成された電極とを有する液晶表示素子を備
えたことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項１２】
前記液晶表示素子の前面に光拡散手段、偏光手段、光反射防止手段のいずれかを、或いは
それらを組み合わせて配置したことを特徴とする請求項１１に記載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶表示装置等の透過型画像表示表示素子の背面側から光を出射する面照明
装置に係り、とくに冷陰極管（ＣＣＦＴ）やＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉ
ｏｄｅ）などの光源からの出射光を指向性のある照明光とする面照明装置及び液晶表示装
置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、液晶表示素子を使用した液晶表示装置がＯＡ分野のノート型パーソナルコンピュ
ータやパーソナルコンピュータ用ディスプレイ、情報端末機器等の画像表示手段、また大
型画面テレビなどの情報家電の画像表示手段、さらには携帯電話や個人用携帯情報端末（
ＰＤＡ：ｐｅｒｓｏｎａｌ Ｄｉｇｉｔａｌ Ａｓｓｉｓｔａｎｃｅ）の画像表示手段とし
て様々な分野で利用されてきている。このような液晶表示装置は透過型であり、液晶表示
素子の背面側に光源を配設し、この光源からの光を面発光に変換して液晶表示素子を照射
する面光源装置、いわゆる、バックライトと呼ばれる面照明装置が採用されている。この
ような面照明の方式には、大別して冷陰極管（ＣＣＦＴ：Ｃｏｌｄ Ｃａｔｈｏｄｅ Ｆｌ
ｕｏｒｅｓｃｅｎｔ Ｔｕｂｅ）等の光源を光透過性に優れたアクリル樹脂等からなる平
板状の導光板の側端部に沿って取付け、光源からの光を導光板内で多重反射させる導光板
ライトガイド方式（エッジライト方式）と、導光板を用いない液晶表示素子の背面に光源
を配置した直下型方式とがある。
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【０００３】
　最近では、ノート型パーソナルコンピュータや携帯情報端末などに用いられる２０イン
チ以下の小型液晶表示装置には、低消費電力化が図れ、薄型化の容易な導光体ライトガイ
ド方式が主流となり、それ以外では直下型方式が用いられている。
【０００４】
　一般的な導光板ライトガイド方式の面照明装置が搭載された液晶表示装置は、例えば図
７に示すように、液晶表示装置３０は、面照明装置３１、液晶表示素子３２、および光拡
散シートや偏光シートなどの光学機能性シート３３から構成される。
【０００５】
　液晶表示素子３２は、一対の偏光板３４ａ、３４ｂの間に、一対の透明ガラス基板であ
るアクティブマトリクス基板３５ａおよび対向基板３５ｂ、およびシール剤によって接着
された両基板の間に封止された液晶層３６を有する。図示しないが、アクティブマトリク
ス基板３５ａの液晶層３６側の表面にはマトリクス状の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と透
明画素電極が形成されており、対向基板３５ｂの液晶層３６側の表面には透明電極および
カラーフィルタが形成されている。なお、カラーフィルタは、アクティブマトリクス基板
３５ｂ上に形成してもよい。
【０００６】
　また、図８に示す面照明装置３１は、略長方形板状の透明なＰＭＭＡ（ポリメチルメタ
クリレート）等からなる導光板４０と、導光板４０の上面側の光出射面に拡散シート（拡
散層）４１、プリズムシート（ＢＥＦ：Brightness Enhanncement Film，３Ｍ社製）４２
と、導光板４０の下面側には、導光板４０に導入された光を効率よく液晶表示素子３２方
向に均一となるように散乱反射させる散乱反射パターン部（印刷パターンや溝、ドット等
）４３が形成され、散乱反射パターン部４３の下方に反射シート（反射層）４４が設けら
れている。また、導光板４０の側端部に沿って光源４５が取り付けられ、光源４５の光を
効率よく導光板４０中に入射させる光源４５の背面側を覆うようにして高反射率の光反射
部材（ランプリフレクタ）４６が設けられている。
【０００７】
　散乱反射パターン部４２は白色の二酸化チタン（ＴｉＯ2）粉末を透明な樹脂等に混合
した混合物をドット状に印刷形成するか、例えば円錐形状、凸レンズ形状、富士山形状の
ドットやＶ字状の溝を導光板の成型とともに射出成型か又は熱プレスで形成することがで
きる。この散乱反射パターン部４２は、導光板４０内に入射した光に指向性を付与し、光
出射面側へと光を導くもので高輝度化のための一手段である。
【０００８】
　さらに、光集光機能を備えたプリズムシート（プリズム層）４２は、光利用効率の向上
と高輝度化のために、拡散シート４１と液晶表示素子３０との間に設けるものであり、こ
のプリズムシート４２、導光板４０の光出射面から出射され、拡散シート４１で拡散され
た光を、高効率で液晶表示素子３０の有効表示エリアに集光させるものである。
【０００９】
　一般的な直下型方式のバックライトが搭載された液晶表示装置は、上記の図７と同様で
あり、液晶表示素子３２の下面側に面照明装置３１’が設けられている。
【００１０】
　面照明装置３１’は、図９に示すように、正面に開口部を有する筐体５０内に、円柱状
に延びる複数の光源５１と、筐体５０内側に配置した高反射率の反射層５２と、光源５１
上に出射光を拡散する拡散板５３、拡散シート５４と、光集光機能を備えたプリズムシー
ト（ＢＥＦ：Brightness Enhanncement Film，３Ｍ社製）５５とから構成されている。
【００１１】
　また、図１０に示すように、面照明装置３１”は筐体５６内に、円柱状に延びる複数の
光源５７と、光源５７の後方に長手方向に沿って断面が半円状に形成されたアルミニウム
等の金属板からなる光反射部材５８と、拡散板５９とから構成されている。
【００１２】
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　直下型方式は導光板ライトガイド方式に比べ、複数の光源を用いることにより消費電力
が多いものの、導光体が不用であることと、画面が大型化されても面輝度を高く維持する
ことができるため、大型液晶表示装置のバックライトとしては直下型方式が多用されてい
る。
【００１３】
　しかしながら、直下型方式では、光源から観察者側（液晶表示素子側）に直接向かう光
が拡散光として出射されるため、光源５１からの光の指向性が低下することが認められ、
視野角依存性の改善にはつながらないという問題がある。視角依存性とは、例えば、ある
角度以上の方向から液晶表示装置を観察したときに本来黒色で表示されるべきものが白っ
ぽく見えたり、階調の反転などによるコントラストの低下、コントラストの反転等で、観
察者が画像を正確に見ることができない状態があるということを指す。この視角依存性が
生じる理由は、液晶分子の捩じれ、液晶分子の屈折率異方性、偏光板の偏光特性、面光源
などに主な原因があるとされている。
【００１４】
　さらに光源としての冷陰極管（ＣＣＦＴ）やＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄ
ｉｏｄｅ）などは、出射光を拡散させる拡散板を通して、その発光した光源の形状が直接
視認できてしまうため、拡散板は非常に光散乱性の強い樹脂板が用いられている。この拡
散板は、強い拡散性を持たせるために通常１ｍm～３mm程度の厚さが必要であり、その厚
さのために光吸収が少なからずあり、光源からの光量が減少し液晶画面表示が暗くなる問
題がある。
【００１５】
　また、上記拡散板は、その強い光拡散性のため全光線反射率が３０～５０％程度と高く
、光源下面に配した反射層で反射する光を再利用できるとは言え、光源下面の反射層の反
射率が１００%ではないため、再利用できる光量は反射層と拡散板との間で反射を繰り返
すごとに弱まり、光源からの全光量が液晶表示素子側に届かないため、光量の減少により
液晶表示画面が暗くなる問題がある。
【００１６】
　さらに上記拡散板は、その強い光拡散性のために、光を実際の表示に使われないような
方向（大体上下左右とも±６０度より深い角度）にまで光を拡散する特性を有しており、
このような深い角度に出射する光は、有効に液晶画像の表示に使われないばかりか、表示
画像のコントラストの低下にもつながる。
【００１７】
　光源から出射される光の角度を狭める目的で、通常の拡散板の上に拡散シートと称され
る樹脂フィルムの表面をマット状に処理した光散乱フィルムの１枚から数枚を、そのマッ
ト面が拡散板と反対側を向く位置に配置することが行なわれているが、この拡散シートは
、樹脂フィルム表面をサンドブラスター処理などの物理的処理や溶解処理などの化学的処
理によって、マット面を形成し、表面粗さで光散乱性を制御するため、光拡散角度を自由
にコントロールすることは困難である。また上下と左右で異なる拡散角度とすることもで
きないため、この拡散シートを用いても、表示に有効な光を得ることができず、光量の減
少により液晶表示画面が暗くなるという問題は残る。
【００１８】
　上記の拡散シートだけでは十分でないとすると、プリズムシートを１枚或いは２枚を直
交させて使うと、直下型方式のバックライトは、光源から直接垂直に出射する最も高い強
度の光がプリズム面で反射し、光源下面の反射層で反射する光を再利用できるとは言え、
光源下面の反射層の反射率が１００%ではないため、再利用できる光量は反射層と拡散板
との間で反射を繰り返すごとに弱まり、光源からの全光量が液晶表示素子側に届かないた
め、光量の減少により液晶表示画面が暗くなる問題がある。
【００１９】
　また、プリズムシートを使用する場合、どうしても約１０%程度の出射光が液晶画像の
表示に利用できない程の深い角度に出射してしまうという欠点もある。
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【特許文献１】特開平１０－１０４６２２号公報
【特許文献２】特開２００２－２７８４７０号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００２０】
　ところで、２０インチ以上の大型液晶表示装置に対しては、より薄型で、視野角依存性
が低く、高輝度、かつ、低消費電力であることが求められており、液晶表示装置に搭載さ
れるバックライトもその実現に対処することが要求されている。
【００２１】
　とくに、上述のように従来の直下型方式バックライトの構成は面光源からの出射光を拡
散板に強い拡散性を有することが必要であり、このような拡散板による出射光の吸収及び
反射の発生による透過光量の減少の問題、また、拡散板の厚さや拡散シート、プリズムシ
ートなどを積層した厚みをも含めたバックライト全体の厚みが厚くなることによる透過光
量の減少の問題、さらにはバックライトを通して光源の直接像発生の問題があり、また出
射光が液晶表示装置の表示に使われないような方向（大体上下左右とも±60度より深い角
度）に光を拡散するため、光の利用効率が悪く、コントラストの低下が生じるとする問題
などの課題を有している。
【００２２】
　そこで、本発明は、上記課題に鑑みてなされたもので、強い拡散性を有する拡散板とプ
リズムシート（ＢＥＦ）を使用することなく、高輝度、適切な視野角、高コントラスト等
を実現するために、光源からの出射光の指向性の制御、及び液晶表示装置における出射光
の利用効率の向上、また消費電力の低減及び面照明装置のコストの低減を可能とする面照
明装置及びそれを用いた液晶表示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】
【００２３】
　本発明はかかる課題を解決するものであり、請求項１に記載の発明は、複数の棒状光源
と、該棒状光源の周囲に形成してなり長手方向の開口部を有する光反射部材と、前記棒状
光源と対向する位置にレンズ中心があるように配置したリニアフレネルレンズを複数個形
成してなるレンズアレイシートとを備えてなることを特徴とする面照明装置である。
【００２４】
　請求項２に記載の発明は、少なくとも一面が開口状態又は光透過可能状態であり、他面
の内側が光反射性を有する筐体と、該筐体内に複数の棒状光源と、該棒状光源の周囲に形
成してなり長手方向の開口部を有する光反射部材と、前記棒状光源と対向する位置にレン
ズ中心があるように配置したリニアフレネルレンズを複数個形成してなるレンズアレイシ
ートとを備えてなることを特徴とする面照明装置である。
【００２５】
　請求項３に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、前記光反射部
材の前記開口部の開口径が前記棒状光源から射出される光が対向するリニアフレネルレン
ズにのみ到達するように設定したことを特徴とする。
【００２６】
　請求項４に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、前記レンズア
レイシートの光出射側に、光拡散シート、プリズムアレイシート、偏光板のいずれか、或
いはそれらを複数組み合わせてなる複合シートを設けたことを特徴とする。
【００２７】
　請求項５に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、前記レンズア
レイシートと、前記棒状光源との間に光拡散シート、プリズムアレイシート、偏光板のい
ずれか、或いはそれらを組み合わせてなる複合シートを設けたことを特徴とする。
【００２８】
　請求項６に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、前記偏光板は
、光入射側から入射する光のうち特定の偏光を有する光を選択的透過し、それ以外の偏光
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を有する光を反射することを特徴とする
　請求項７に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、前記レンズア
レイシートのレンズ非形成面が光拡散性を有することを特徴とする。
【００２９】
　請求項８に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、前記レンズア
レイシートのレンズ非形成面をマット状にしてなることを特徴とする。
【００３０】
　請求項９に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、長手方向に形
成された前記光反射部材の開口部とレンズ方向が直交し、かつほぼ開口部に位置するよう
に複数のプリズムを併設してなるプリズムアレイ部材を設けたことを特徴とする。
【００３１】
　請求項１０に記載の発明は、請求項１又は２に記載の面照明装置において、長手方向に
形成された前記光反射部材の開口部にレンズ方向が平行、かつほぼ開口部の上面に位置す
るように１つ又は複数のプリズムを有するプリズムアレイ部材を設けたことを特徴とする
。
【００３２】
　請求項１１に記載の発明は、請求項１～１０のいずれかに記載の面照明装置と、
　前記面照明装置の前面に配置され、対向配置された一対の透明基板と、前記透明基板間
に挟持された液晶層と、前記透明基板の内側に形成された電極とを有する液晶表示素子を
備えたことを特徴とする液晶表示装置である。
【００３３】
　請求項１２に記載の発明は、請求項１１に記載の液晶表示装置において、前記液晶表示
素子の前面に光拡散手段、偏光手段、光反射防止手段のいずれかを、或いはそれらを組み
合わせて配置したことを特徴とする。
【発明の効果】
【００３４】
　本発明の構成によれば、棒状光源上にリニアフレネルレンズを配置することにより、出
射光の指向性を制御することができ、棒状光源の周囲に形成してなり長手方向の開口部を
有する光反射部材を設けることにより棒状光源からの光の利用効率を向上させることが可
能な面照明装置を提供することができる。それにより、従来のような厚くて拡散性の強い
拡散板や高価なプリズムシート（ＢＥＦ）を用いる必要がなくなり、光量の損失を抑え、
かつコストの低減が可能となる。
【００３５】
　よって、本発明の面照明装置及びそれを用いた液晶表示装置においては、表示画像が明
るい（高輝度）、消費電力の低減できるなどの効果を奏する。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３６】
　本発明の実施の形態について説明する。
【００３７】
　図1は本発明の面照明装置１の一構成例を示す概略断面図であり、図２は第2の発明の面
照明装置１１の一構成例を示す概略断面図であり、また図３は本発明の液晶表示装置２１
の一構成例を示す概略断面図である。
【００３８】
　面照明装置１、１１は、面光源として組み込む液晶表示装置２１において、棒状光源４
からの出射光が面状に出射するように指向性のある照明光として制御可能であり、画像表
示に有効に利用できる範囲に出射光を出射させることができるものである。
【００３９】
　面照明装置１の構成は、レンズ中心を有し同心円状に所定のピッチ及び所定のフレネル
角で形成されたリニアフレネルレンズ２を複数個併設したレンズアレイシート３と、複数
の棒状光源４と、棒状光源４の周囲に長手方向の開口部５を有する光反射部材６からなり
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、棒状光源４と対向する位置にリニアフレネルレンズ２のレンズ中心があるようにレンズ
シート３を配置したものである。なお、リニアフレネルレンズ２のレンズ面は液晶表示素
子側、或いは光源側のいずれに面するように配置してもよい。
【００４０】
　さらに面照明装置１１は、少なくとも一面が開口状態又は光透過可能状態であり、他面
の内側が光反射性を有する筐体７と、筐体７内にレンズ中心を有し同心円状に所定のピッ
チ及び所定のフレネル角で形成されたリニアフレネルレンズ２を複数個併設したレンズシ
ート３と、棒状光源４と、棒状光源４の周囲に長手方向の開口部５を有する光反射部材６
からなり、棒状光源４と対向する位置にリニアフレネルレンズ２のレンズ中心があるよう
にレンズアレイシート３を配置したものである。
【００４１】
　また図３は本発明の液晶表示装置２１であり、面照明装置1または１１、液晶表示素子
２２、および光拡散シートや偏光シートなどの光学機能性シート２３から構成される。本
発明の面照明装置1または１１から
　液晶表示素子２２は、一対の偏光板２４ａ、２４ｂの間に、一対の透明ガラス基板であ
るアクティブマトリクス基板２５ａおよび対向基板２５ｂ、およびシール剤によって接着
された両基板の間に封止された液晶層２６を有する。図示しないが、アクティブマトリク
ス基板２５ａの液晶層２６側の表面にはマトリクス状の薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）と透
明画素電極が形成されており、対向基板２５ｂの液晶層２６側の表面には透明電極および
カラーフィルタ（図示しない）が形成されている。カラーフィルタ（図示しない）は、ア
クティブマトリクス基板２５ｂ上に形成してもよい。
【００４２】
　棒状光源４は、冷陰極管（ＣＣＦＴ）やＬＥＤ（Ｌｉｇｈｔ Ｅｍｉｔｔｉｎｇ Ｄｉｏ
ｄｅ）が用いることができる。
【００４３】
　光反射部材６は、少なくとも内面が光反射性を有すればよく、これにはアルミニウムな
どの金属を加工するか、合成樹脂により成型した後、その表面に二酸化チタン、硫酸バリ
ウム、硫化亜鉛などの微粒子を樹脂に混合したものを塗布法又は印刷法、転写法等により
白色反射層を形成するができる。また、銀色であるＡｌ、Ａｇなどの金属の蒸着、めっき
、スパッタリング、誘電性多層膜などにより形成することもできる。さらに、無色から白
色、或いは白色に近い色に発色する有機発色材料を用いることも可能である。また、光反
射性を有する筐体７の内面も同様にして光反射層７ａを設けることができる。
【００４４】
　光反射部材６の形状は、その断面が放物線状、円形状、半円状、半楕円状、あるいは三
角状、さらにはそれ以上の多角形状としてもよい。
【００４５】
　棒状光源４の周囲に長手方向の開口部５を形成するが、開口部５の大きさを小さくする
ほど光源から出射する光の指向性は強くなり、逆に大きくすれば、指向性が低減し拡散度
合いが強くなる。また、開口の形を変形させることにより、方向による拡散性の制御が可
能になる。本発明では、開口部５に対向するリニアフレネルレンズ２を配置しており、１
つの棒状光源４からの出射光が対向するリニアフレネルレンズ２の全領域に入射するよう
に開口部５の大きさ、形状とする。
【００４６】
　図４は本発明の面照明装置の一部を拡大した概略断面図であり、リニアフレネルレンズ
２の領域を含むように光反射部材６を形成してもよい。
【００４７】
　図１及び図２に示すように、棒状光源２から出射された光は、光反射部材６の開口部５
をそのまま通過する光と、光反射部材６の内面で1回乃至複数回、反射した後、開口部５
を通過する光があるが、いずれも対向する位置にあるリニアフレネルレンズ２に入射し、
リニアフレネルレンズ２は入射光を特定の方向、例えばレンズアレイシート３に対し法線
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方向に、垂直または／および水平方向に拡散させるように、リニアフレネルレンズ２の集
光または拡散作用により出射角度が制御することが可能な指向性のある照明光である。こ
の照明光は面照明装置１、１１から出射し、液晶表示素子２１に入射する。
【００４８】
　このとき、リニアフレネルレンズ２により棒状光源４からの出射光が直接各々のリニア
フレネルレンズ２で制御されるため、一様に光が出射しているような面状の光源となる。
これにより従来の厚く拡散性の強い拡散板を用いなくてもよく、光量の損失を抑えること
ができる。
【００４９】
　リニアフレネルレンズ２が複数併設されたレンズアレイシート３は、好ましくは屈折率
１．４～１．７程度であるポリメタアクリル酸メチル，ポリアクリル酸メチル等のアクリ
ル酸エステル又はメタアクリル酸エステルの単独若しくは共重合体，ポリエチレンテレフ
タレート，ポリブチレンテレフタレート等のポリエステル，ポリカーボネート，ポリスチ
レン等の樹脂７の厚さは、５０～５００μm程度であり、リニアフレネルレンズ２のピッ
チは用途に応じて適宜選択されるが、２０～１０００μm程度である。リニアフレネルレ
ンズ２の形成方法は、熱可塑性樹脂を押出し成型又は熱プレス成型、さらには射出成型等
がある。
【００５０】
　レンズアレイシート２の光出射側、またはレンズアレイシート３と棒状光源４との間に
光拡散シート、プリズムアレイシート、偏光板のいずれか、或いはそれらを組み合わせて
なる複合シートとして配置してもよく、光拡散シート、プリズムアレイシートは、面内輝
度の均一性を向上させることができる。とくに偏向板は、光入射側から入射する光のうち
特定の偏光を有する光を選択的透過し、それ以外の偏光を有する光を反射する反射型偏光
フィルムを用いることにより、光源からの出射光は選択されなかった偏光を有する光であ
っても光反射部材６や筐体７の光反射性を有する内面での反射によって位相が変わり選択
的に透過可能となることもあり、光量の損失を抑え、利用効率を上げることができる。
【００５１】
　また、レンズアレイシート２のレンズ非形成面が光拡散性を有するようにしてもよく、
マット状（粗面化）とするか、フィラーを樹脂に混合したものを塗布することにより形成
することができる。
【００５２】
　次に図５（ａ）及び（ｂ）に示すように棒状光源４の長手方向に形成された光反射部材
６の開口部５とレンズ方向が直交し、かつ、ほぼ開口部５に位置するように複数のプリズ
ムアレイ８を併設してなるプリズムアレイ部材９を設けることもできる。
【００５３】
　また、図６に示すように棒状光源４の長手方向に形成された光反射部材６の開口部５に
レンズ方向が平行、かつほぼ開口部５に位置するように１つ又は複数のプリズムアレイ８
を有するプリズムアレイ部材１０を設けることもできる。
【００５４】
　これにより
【図面の簡単な説明】
【００５５】
【図１】本発明の面照明装置１の概略構成を示す断面図である。
【図２】第2の発明の面照明装置１１の概略構成を示す断面図である。
【図３】本発明の液晶表示装置２１の概略構成を示す図である。
【図４】本発明の面照明装置の一部を拡大した概略断面図である。
【図５】（ａ）本発明の面照明装置の光反射部材６にプリズムアレイ部材９を形成した状
態を示す側面図であり、（ｂ）は（ａ）の断面図である。
【図６】本発明の面照明装置の光反射部材６にプリズムアレイ部材１０を形成した状態を
示す断面図である。
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【図７】液晶表示装置の概略構成を示す図である。
【図８】従来の面照明装置の概略構成を示す図である。
【図９】従来の面照明装置の概略構成を示す図である。
【図１０】従来の面照明装置の概略構成を示す図である。
【符号の説明】
【００５６】
１　　　　　面照明装置
２　　　　　リニアフレネルレンズ
３　　　　　レンズアレイシート
４　　　　　棒状光源
５　　　　　開口部
６　　　　　光反射部材
７　　　　　筐体
７ａ　　　　光反射層
８　　　　　プリズム
９　　　　　プリズムアレイ部材
１０　　　　プリズムアレイ部材１０
１１　　　　面照明装置
２１　　　　液晶表示装置
２２　　　　液晶表示素子
２３　　　　光学機能性シート
２４ａ，ｂ　偏光板２４
２５ａ，ｂ　基板
２６　　　　液晶層

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】
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【図８】

【図９】

【図１０】
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