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(57)【要約】
【課題】実施形態の課題は、曲面表示装置に好適な照明
装置およびこれを備えた曲面表示装置を提供することに
ある。
【解決手段】実施形態に係る表示装置は、液晶表示パネ
ルと、液晶表示パネルの背面に対向する第１主面と、第
１主面と反対側の第２主面３６ｂと、第１主面及び第２
主面を接続した入射面３６ｃと、を有する導光板３６と
、入射面に対向して設けられた複数の光源４４ｂと、第
２主面に対向して設けられた反射シートと、を備えてい
る。導光板の第１主面および第２主面の少なくとも一方
に、それぞれ入射面と直交する方向に沿って入射面近傍
から前記入射面と反対側の端面の近傍まで延びる複数の
第１凸部５４を含む第１凹凸パターンが形成されている
。第１凸部の横断面は、複数の円弧を第１凸部の幅方向
に並べた形状を有し、かつ、第１凸部の立ち上がり側面
と第１主面あるいは第２主面とがなす接触角が４０ない
し７０度に形成されている。
【選択図】　図５
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　表示面およびこの表示面と反対側の背面を有する液晶表示パネルと、
　前記液晶表示パネルの背面に対向する第１主面と、前記第１主面と反対側の第２主面と
、前記第１主面及び第２主面を接続した複数の端面であって、入射面を構成する端面を含
む複数の端面と、を有する導光板と、
　前記入射面に対向して設けられた複数の光源と、
　前記第２主面に対向して設けられた反射シートと、を備え、
　前記導光板の前記第１主面および第２主面の少なくとも一方に、それぞれ前記入射面と
直交する方向に沿って前記入射面近傍から前記入射面と反対側の端面の近傍まで延びる複
数の第１凸部を含む第１凹凸パターンが形成され、
　前記第１凸部の横断面は、複数の円弧を前記第１凸部の幅方向に並べた形状を有し、か
つ、前記第１凸部と前記第１主面あるいは第２主面とがなす接触角が４０ないし７０度に
形成されていることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
　前記第１主面あるいは第２主面の面積に対する前記複数の第１凸部の占有率が５０～８
０％である請求項１に記載の液晶表示装置。
【請求項３】
　前記第１凸部の横断面は、それぞれ前記第１凸部の幅の半分よりも小さい径の複数の円
弧を前記第１凸部の幅方向に並べた形状を有している請求項１又は２に記載の液晶表示装
置。
【請求項４】
　前記複数の第１凸部を含む第１凹凸パターンは前記第２主面に形成され、
　それぞれ前記入射面と直交する方向に沿って前記入射面近傍から前記入射面と反対側の
端面の近傍まで延びる複数の第１凸部と、それぞれ前記入射面と平行な方向に沿って前記
導光板の一側縁から反対側の他側縁まで延びる複数の第２凸部と、を含む第２凹凸パター
ンが前記第１主面に形成されている請求項１から３のいずれか１項に記載の液晶表示装置
。
【請求項５】
　前記第１凹凸パターンの前記第１凸部は、前記入射面側の端から前記反対側の端まで幅
が徐々に広くなるように形成されている請求項１から４のいずれか１項に記載の液晶表示
装置。
【請求項６】
　前記第１凹凸パターンの前記第１凸部は、前記入射面側の端から前記反対側の端まで突
出高さが徐々に増加するように形成されている請求項１から４のいずれか１項に記載の液
晶表示装置。
【請求項７】
　前記導光板は、前記入射面と反対側の端面により構成された第２入射面を有し、
　前記第２入射面に対向して設けられた複数の第２光源を更に備え、
　前記第１凹凸パターンの前記第１凸部は、前記入射面側の端から前記第１凸部の長手方
向の中間部まで、および、前記第２入射面側の端から前記第１凸部の長手方向の中間部ま
で、幅が徐々に広くなるように形成されている請求項１から４のいずれか１項に記載の液
晶表示装置。
【請求項８】
　前記第１凹凸パターンの前記第１凸部は、前記入射面側の端から前記第１凸部の長手方
向の中間部まで、および、前記第２入射面側の端から前記第１凸部の長手方向の中間部ま
で、突出高さが徐々に増加するように形成されている請求項１から４のいずれか１項に記
載の液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明の実施形態は、表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末の表示装置、あるいは、
車載機器の表示装置として、液晶表示装置が広く用いられている。一般に、液晶表示装置
は、液晶表示パネルと、この液晶表示パネルの背面に対向して配置され液晶表示パネルを
照明する照明装置（バックライト）と、を備えている。　
　照明装置は、液晶表示パネルに対向する出射面を有する導光板と、この導光板に重ねて
載置された光学シートと、導光板の背面に対向して設けられた反射シートと、導光板の入
射面（端面）に光を入射する光源と、を備えている。導光板に入射した光は、導光板内で
反射を繰り返し、出射面の全面から液晶表示パネルに向けて出射する。
【０００３】
　詳しくは、導光板の背面側に、光の進行方向に対して直交する方向に稜線が延びるよう
に山状の凸部又は谷状の凹部が形成され、この凸部又は凹部で反射した光が出射面から出
射するようになっている。また、出射面では界面で反射して内部に戻る光もあり、この光
を収束させるために、出射面側には光の進行方向に平行に稜線が延びるように山状の凸部
又は谷状の凹部が形成されている。
【０００４】
　一方、近年、表示装置において、複数の光源の発光量を個別に制御することにより表示
画像のコントラストを高める方法、いわゆるローカルディミング制御（領域別調光制御）
が提案されている。しかしながら、上述した液晶表示装置の導光板では、端面から入射し
た光を充分に絞ることができず、バックライト全体、すなわち、導光板全体が光ってしま
い、部分点灯することが難しい。従って、上述した液晶表示装置においては、ローカルデ
ィミング制御を行うことが困難となる。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００５】
【特許文献１】特開２０１２－１７７８８１号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　この発明の実施形態の課題は、入射光を適切に絞ることができ、ローカルディミング制
御を適用可能な表示装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　実施形態に係る表示装置は、表示面およびこの表示面と反対側の背面を有する液晶表示
パネルと、前記液晶表示パネルの背面に対向する第１主面と、前記第１主面と反対側の第
２主面と、前記第１主面及び第２主面を接続した入射面と、を有する導光板と、前記入射
面に対向して設けられた複数の光源と、前記導光板の第２主面に対向して設けられた反射
シートと、を備え、
　前記導光板の前記第１主面および第２主面の少なくとも一方に、それぞれ前記入射面と
直交する方向に沿って前記入射面近傍から前記入射面と反対側の端面の近傍まで延びる複
数の第１凸部を含む第１凹凸パターンが形成され、
　前記第１凸部の横断面は、複数の円弧を前記第１凸部の幅方向に並べた形状を有し、前
記第１凸部と前記第１主面あるいは第２主面とがなす接触角が４０ないし７０度に形成さ
れている表示装置
【図面の簡単な説明】
【０００８】
【図１】図１は、第１の実施形態に係る液晶表示装置の表示面側を示す斜視図。
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【図２】図２は、前記液晶表示装置の分解斜視図。
【図３】図３は、図１の線III―IIIに沿った液晶表示装置の縦断面図。
【図４】図４は、前記液晶表示装置の導光板の出射面側の一部を拡大して示す斜視図。
【図５】図５は、前記導光板の反射面側の一部を拡大して示す斜視図。
【図６】図６は、前記導光板の縦凸条の断面形状を示す導光板の断面図。
【図７】図７は、前記導光板を成形するための金型の一部、およびこの金型に縦溝を形成
するための加工具（バイト）を模式的に示す図。
【図８】図８は、導光板の複数位置での輝度分布を示す図。
【図９】図９は、前記輝度分布の測定位置を模式的に示す液晶表示装置の平面図。
【図１０】図１０は、第１の実施形態に係る液晶表示装置の導光板を模式的に示す平面図
。
【図１１】図１１は、第１の実施形態における導光板内の入射光の伝搬状態および光の広
がり幅を概略的に示す図。
【図１２】図１２は、第１変形例に係る液晶表示装置の導光板を模式的に示す平面図。
【図１３】図１３は、第１変形例における導光板内の入射光の伝搬状態および光の広がり
幅を概略的に示す図。
【図１４】図１４は、第２変形例に係る液晶表示装置の導光板を模式的に示す平面図。
【発明を実施するための形態】
【０００９】
　以下、図面を参照しながら、この発明の実施形態について詳細に説明する。　
　なお、開示はあくまで一例にすぎず、当業者において、発明の主旨を保っての適宜変更
であって容易に想到し得るものについては、当然に本発明の範囲に含有されるものである
。また、図面は説明をより明確にするため、実際の態様に比べ、各部の幅、厚さ、形状等
について模式的に表される場合があるが、あくまで一例であって、本発明の解釈を限定す
るものではない。また、本明細書と各図において、既出の図に関して前述したものと同様
の要素には、同一の符号を付して、詳細な説明を適宜省略することがある。
【００１０】
（第１の実施形態）
　図１は、第１の実施形態に係る液晶表示装置の表示面側を示す斜視図、図２は、液晶表
示装置の分解斜視図、図３は、液晶表示装置の断面図である。　
　液晶表示装置１０は、例えばスマートフォン、タブレット端末、携帯電話機、携帯型ゲ
ーム機、電子辞書、或いはテレビ装置などの各種の電子機器、あるいは、ナビゲーション
システム、メータパネル等の車載機器に組み込んで使用することができる。
【００１１】
　図１および図２に示すように、液晶表示装置１０は、アクティブマトリクス型の液晶表
示パネル１２と、液晶表示パネル１２の背面に対向して設けられた面状照明装置（バック
ライトユニット）３０と、これら液晶表示パネル１２およびバックライトユニット３０を
、液晶表示パネル１２の表示面１２ａが露出した状態で収納した外ケース５０と、を備え
ている。バックライトユニット３０は、液晶表示パネル１２に背面側から面状光を照射し
て照明する。
【００１２】
　図１ないし図３に示すように、液晶表示パネル１２は、矩形平板状の第１基板ＳＵＢ１
と、第１基板ＳＵＢ１に対向配置された矩形平板状の第２基板ＳＵＢ２と、第１基板ＳＵ
Ｂ１と第２基板ＳＵＢ２との間に封止された液晶層ＬＣと、を備えている。第２基板ＳＵ
Ｂ２の周縁部は、シール材ＳＥにより第１基板ＳＵＢ１に貼り合わされている。第２基板
ＳＵＢ２の表面に偏光板ＰＬ２が貼付され、液晶表示パネル１２の表示面１２ａを形成し
ている。第１基板ＳＵＢ１の表面（液晶表示パネル１２の背面）に偏光板ＰＬ１が貼付さ
れている。
【００１３】
　液晶表示パネル１２では、シール材ＳＥの内側の領域に液晶層ＬＧが封入され、矩形状
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の表示領域（アクティブ領域）ＡＲを構成している。液晶表示パネル１２は、バックライ
トユニット３０からの光を表示領域ＡＲに選択的に透過させることで画像を表示する透過
表示機能を備えた透過型である。なお、液晶表示パネル１２は、透過表示機能及び反射表
示機能を備えた半透過型であっても良い。液晶表示パネル１２は、表示モードとして、主
として基板主面に略平行な横電界を利用する横電界モードに対応した構成を有していても
良いし、主として基板主面に略垂直な縦電界を利用する縦電界モードに対応した構成を有
していても良い。また、液晶表示パネル１２は、図示しないタッチセンサを備えたタッチ
入力可能な表示パネルとしてもよい。
【００１４】
　図示した例では、第１基板ＳＵＢ１の短辺側の端部は、第２基板ＳＵＢ２の短辺よりも
外側に突出し、この端部に駆動素子としての駆動ＩＣ１４が実装されている。また、第１
基板ＳＵＢ１の端部に、フレキシブルプリント回路基板（ＦＰＣ）１６が接合され、液晶
表示パネル１２から外方に延出している。ＦＰＣ１６は、配線を介して駆動ＩＣ１４に接
続されている。
【００１５】
　次に、バックライトユニット３０の構成例を詳細に説明する。図２および図３に示すよ
うに、バックライトユニット３０は、全体として、液晶表示パネル１２とほぼ等しい大き
さの矩形板状に構成されている。バックライトユニット３０は、例えば、合成樹脂で形成
された矩形枠状の支持フレーム３２と、支持フレーム３２の背面に貼付された反射シート
３４と、支持フレーム３２内に配置された複数の光学部材と、光学部材に入射する光を供
給する光源ユニット４２と、を備えている。支持フレーム３２は、例えば、矩形枠状の遮
光テープ３５により、第１基板ＳＵＢ１の背面の周縁部に貼付されている。
【００１６】
　光学部材は、支持フレーム３２内に配置された導光板３６、この導光板３６上に重ねて
配置された複数枚の光学シート３８を含んでいる。導光板３６は、矩形板状に形成され、
液晶表示パネル１２に対向する第１主面（出射面）３６ａ、この第１主面と反対側に位置
し、反射シート３４に対向する第２主面（反射面）３６ｂ、および、第１主面と第２主面
とを接続する複数の端面（側面）を有している。一方の短辺側の端面（側面）は、入射面
３６ｃを構成している。
【００１７】
　光学シート３８は、それぞれ光透過性を有し、導光板３６の出射面３６ａに重ねて載置
されている。本実施形態では、光学シート３８として、例えば、ポリエチレンテレフタレ
ート等の合成樹脂で形成された光拡散シート、２枚のプリズムシート等を用いている。こ
れらの光学シート３８は、いずれもほぼ同一寸法の矩形状に形成され、導光板３６の出射
面３６ａ上に順に重ねて載置されている。光拡散シートは弱い光拡散作用を持つため、こ
れを光が透過することで光分布への影響が弱められる。プリズムシートを光が透過するこ
とで、光を正面に集光させ、正面輝度を向上させることができる。
【００１８】
　光源ユニット４２は、細長い回路基板４４ａと、この回路基板４４ａ上に実装された複
数の光源、例えば、発光素子（ＬＥＤ）４４ｂと、を有している。回路基板４４ａは支持
フレーム３２に取付けられ、ＬＥＤ４４ｂは導光板３６の入射面３６ｃに対向している。
複数のＬＥＤ４４ｂは、導光板３６の短辺に沿って、すなわち、入射面３６ｃに沿って、
並んで配置され、入射面３６ｃのほぼ全面に亘って光を出射する。　
　ＬＥＤ４４ｂから出射された光は、入射面３６ｃから導光板３６に入射し、導光板３６
内を入射面３６ｃと直交する第１方向（縦方向Ｘ）に進む。入射光は、導光板３６内で反
射を繰り返した後、出射面３６ａのほぼ全面から液晶表示パネル１２に向けて出射する。
【００１９】
　図１ないし図３に示すように、外ケース５０は、例えば、アルミニウム、ステンレス、
鉄等の金属板材により形成された矩形蓋形状のベースフレーム５０ａおよび枠状のカバー
フレーム５０ｂを有している。ベースフレーム５０ａは、面状照明装置３０の支持フレー



(6) JP 2017-187548 A 2017.10.12

10

20

30

40

50

ム３２の寸法よりも大きい寸法（長さ、幅）を有する矩形状の底壁５１ａと、底壁の各側
縁に沿って立設された側壁５１ｂと、を有している。カバーフレーム５０ｂは、支持フレ
ーム３２の寸法よりも大きい寸法（長さ、幅）を有する矩形枠状に形成されている。　
　バックライトユニット３０は、ベースフレーム５０ａ内に配置され、反射シート３４お
よび支持フレーム３２は、ベースフレーム５０ａの底壁５１ａ上に載置される。カバーフ
レーム５０ｂは、液晶表示パネル１２の周縁部に被せて設けられ、ベースフレーム５０ａ
の側壁５１ｂに当接している。カバーフレーム５０ｂは、図示しない締結部材あるいは接
着剤により、ベースフレーム５０ａに固定されている。これにより、液晶表示パネル１２
およびバックライトユニット３０は、液晶表示パネル１２の表示面１２ａが露出した状態
で、特に、表示面１２ａの周縁部を除く有効表示領域が露出した状態で、外ケース５０内
に収納されている。
【００２０】
　次に、バックライトユニット３０の導光板３６の構成例について、詳細に説明する。　
　図４は、導光板３６の出射面側を拡大して示す斜視図、図５は、導光板３６の反射面側
を拡大して示す斜視図である。　
　導光板３６の第１主面３６ａおよび第２主面３６ｂの少なくとも一方は、複数の縦凸条
（縦溝）を含む第１凹凸パターン７０ａを有している。図４および図５に示すように、本
実施形態では、導光板３６の第２主面（反射面）３６ｂは、複数の縦凸条（第１凸部）を
含む第１凹凸パターンを有し、また、第１主面（出射面）３６ａは、複数の横凸条（第２
凸部、横溝）および複数の縦凸条（第１凸部、縦溝）を含む第２凹凸パターン７０ｂを有
している。
【００２１】
　図４に示すように、第１主面３６ａに形成された第２凹凸パターン７０ｂは、それぞれ
入射光の進行方向、すなわち、入射面３６ｃと直交する第１方向Ｘ、に延びる複数の縦凸
条（第１凸部、縦溝）５２ａと、それぞれ入射面３６ｃとほぼ平行な第２方向Ｙに延びる
複数の横凸条（第２凸部、横溝）５２ｂと、を有している。　
　各縦凸条５２ａは、入射面３６ｃの近傍から導光板３６の他方の短辺近傍まで、導光板
３６の長手方向のほぼ全長に亘って延在している。複数の縦凸条５２ａは、導光板３６の
幅方向（入射面３６ｃと平行な方向）に互いに等間隔を置いて並んでいる。各縦凸条５２
ａの断面形状は、例えば、半円形、三角形、あるいは、台形とすることができる。
【００２２】
　各横凸条５２ｂは、導光板３６の一側縁から他側縁まで第２方向Ｙに沿って延び、かつ
、複数の縦凸条５２ａを横切って延びている。複数の横凸条５２ｂは、第１主面３６ａの
一方の短辺側から他方の短辺の近傍までほぼ全領域に設けられ、導光板３６の第１方向Ｘ
に互いに等間隔を置いて並んでいる。各横凸条５２ｂの断面形状は、例えば、半円形、三
角形、あるいは、台形とすることができる。本実施形態において、各横凸条５２ｂの突出
高さは、縦凸条５２ａの突出高さよりも高く形成され、各横凸条５２ｂの稜線は、縦凸条
５２ａによって分断されることなく、第２方向Ｙに連続して延びている。　
　なお、縦凸条あるいは横凸条とは、導光板３６の外側から見て凸部であるが、導光板３
６の内側から見た場合、凹部であり、縦溝あるいは横溝と称してもよい。
【００２３】
　図５に示すように、導光板３６の第２主面３６ｂに形成された第１凹凸パターン７０ａ
は、それぞれ入射光の進行方向、すなわち、入射面３６ｃと直交する第１方向Ｘ、に延び
る複数の縦凸条５４を有している。各縦凸条５４は、入射面３６ｃの近傍から導光板３６
の他方の短辺近傍まで、導光板３６の長手方向のほぼ全長に亘って延在している。複数の
縦凸条５４は、導光板３６の幅方向（入射面３６ｃと平行な方向）に互いに等間隔を置い
て並んで設けられ、例えば、ピッチ１００μｍとしている。　
　導光板３６の第２主面３６ｂの面積に対して、複数の縦凸条５４の占有率（密度）は、
５０～８０％に設定され、本実施形態では、８０％としている。　
　なお、縦凸条とは、導光板３６の外側から見て凸部であるが、導光板３６の内側から見
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た場合、凹部であり、縦溝と称することもできる。
【００２４】
　図６は、導光板３６の縦凸条５４の断面形状を模式的に示す図である。縦凸条５４の横
断面形状は、図６（ａ）に示すような半円の上部を平坦に切り取った切頭半円形状、図６
（ｂ）に示すような台形状、あるいは図６（ｃ）に示すような凸状の天井部（溝の底）を
複数の円弧、例えば、凸条の幅方向に並ぶ３つ円弧で構成した切頭円弧形状とすることが
できる。本実施形態では、図６（ｃ）に示す切頭円弧形状を採用している。　
　図６に示すような断面形状とすることにより、縦凸条５４の突出高さを低く抑えること
ができ、導光板３６全体の厚さを薄くすることが可能となる。
【００２５】
　図６に示すように、縦凸条５４の幅Ｗは、例えば、１００μｍに形成されている。また
、縦凸条５４の各側面（立上り面）と導光板３６の平坦面（第２主面３６ｂ）とのなす角
度（接触角）θは、４５～７０度に形成され、本実施形態では、例えば、６０度に形成さ
れている。図６（ｃ）に示すように、縦凸条５４の断面形状を、縦凸条５４の幅Ｗの１／
２よりも小さい径の円弧を凸条の幅方向に複数並べた形状とした場合、突出高さが低く、
かつ、接触角θの大きい縦凸条を容易に形成することが可能となる。
【００２６】
　図７は、縦凸条５４を形成するための金型の一部、および金型を切削するためのバイト
ヘッドを概略的に示している。上記のように構成された導光板３６は、金型を用いて透明
な合成樹脂を射出成型することにより形成される。この場合、図７に示すように、金型６
０の内面には、縦凸条５４を成形するための縦溝６２が形成される。この縦溝６２は、例
えば、ヘッドの半径Ｒが５０μｍのバイト６４により金型６０の内面を切削し、バイト６
４の先端部の円弧中心Ｃと金型６０の内面とを結ぶ線と、バイト６４の中心線Ｌとのなす
角度α（接触角θに相当する）が、例えば、６０度となる溝深さに切削することにより、
形成される。そして、バイト６４を縦溝６２の幅方向に順次ずらして複数回切削すること
により、複数の円弧を並べた形状の縦溝６２を形成することができる。
【００２７】
　切削深さを適宜調整することにより、角度α（接触角θ）を種々選択することができ、
角度αを９０度に設定することも可能である。なお、角度αが７０度を越えると、バイト
６４が折れ易くなるため、角度α（接触角θ）は、４５～７０度に設定することが望まし
い。このように、縦凸条５４を含む凹凸パターンを有する導光板３６は、既存の加工設備
により、製造コストを増加させることなく容易に形成することが可能である。
【００２８】
　以上のように構成された導光板３６を有するバックライトユニット３０によれば、導光
板３６の縦凸条５４の影響を強くして、光源であるＬＥＤ４４ｂから導光板３６内に入射
した光の広がりを絞り、縦凸条５４に沿って第１方向Ｘに伝播させ、第２方向Ｙへの拡散
を抑制することができる。すなわち、縦凸条５４の占有率を高くし、更に、各縦凸条５４
の接触角θを大きくすることにより、入射光に対する縦凸条５４の影響を強くすることが
できる。また、本実施形態では、導光板３６の第１主面３６ａにも多数の縦凸条５２ａを
有する凹凸パターンが設けられているため、入射光に対する縦凸条５２ａの影響をより強
くし、光の広がり抑制し絞ることができる。更に、本実施形態によれば、縦凸条５４の断
面形状を、この縦凸条５４の幅よりも小さい径の円弧を複数幅方向に並べた形状とするこ
とにより、接触角を大きくし、かつ、凸条の突出端を平らにすることができ、より効率よ
く光を絞ることができる。
【００２９】
　図８は、光の広がりを拡散比で示す図、図９は、拡散比の測定位置を示す導光板の平面
図である。図９に示すように、導光板において、光源（ＬＥＤ）側の短辺から他方の短辺
までの距離を画面１００％とした場合、光源（ＬＥＤ）からの距離が画面１０％、画面５
０％、および、他方の短辺近傍の画面９０％の位置で、それぞれ光の広がり幅を測定して
いる。図８において、横軸は断面方向（幅方向）の位置を示し、縦軸は輝度を示している
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。また、図８において、特性線Ａは、画面１０％位置での輝度分布の測定値を示し、特性
線Ｂは画面９０％位置での輝度分布の測定値を示し、特性線Ｃは画面６０％位置での輝度
分布の測定値を示している。更に、図８において、ａは、画面１０％位置でのピーク輝度
の輝度半値幅を示し、ｂは、画面９０％位置でのピーク輝度の輝度半値幅を示している。
　
　これらの輝度半値幅を比較した値を拡散比（広がり具合）とする。すなわち、ＬＥＤか
ら導光板に入射した光の拡散比（広がり具合）は、画面１０％位置での輝度半地幅ａと、
画面９０％位置での輝度半値幅ｂとの比（ａ／ｂ）としている。拡散比（ａ／ｂ）が１に
近いほど良い。すなわち、拡散比が１に近いほど、入射光の拡散が抑制され、有効に絞ら
れていることを示している。本実施形態によれば、上述した構成の導光板３６は、入射光
の拡散比を２程度と低く設定することができる。
【００３０】
　以上のように構成された液晶表示装置によれば、複数のＬＥＤを部分点灯した場合、点
灯しているＬＥＤから導光板３６に入射した光の広がりを抑制し、光が入射した領域内に
絞り込むことができる。これにより、周囲の領域への光拡散を抑制し、液晶表示パネル１
２の所望の領域のみに光を照射することができる。従って、ローカルディミング制御を適
用し、表示画像のコントラストを高めることが可能な液晶表示装置が得られる。
　なお、第１の実施形態において、複数の縦凸条５４を含む第１凹凸パターン７０ａを導
光板３６の第２主面（反射面）３６ｂに設ける構成としているが、これに限らず、上記第
１凹凸パターン７０ａは、導光板３６の第１主面（出射面）３６ａに設けてもよい。この
場合、導光板３６の第２主面３６ｂに、図４に示すような複数の横凸条および複数の縦凸
条を含む第２凹凸パターン７０ｂを設けてもよい。　
　また、縦凸条５４の断面形状は、複数の円弧、ここでは、４つの円弧を並べた形状とし
ているが、これに限らず、２つ、３つ、あるいは５つ以上の円弧を並べた形状としてもよ
い。円弧の数が多いほど、縦凸条の突出端を平坦にすることができる。
【００３１】
　次に、変形例に係る液晶表示装置の導光板について説明する。なお、以下に説明する変
形例において、前述した第１の実施形態と同一の部分には、同一の参照符号を付してその
詳細な説明を省略あるいは簡略化し、第１の実施形態と異なる部分を中心に詳しく説明す
る。　
（第１変形例）
　図１０は、前述した第１の実施形態に係る液晶表示装置の導光板を模式的に示す平面図
、図１１は、上記導光板における入射光の伝搬状態を示す図である。図１２は、第１変形
例に係る液晶表示装置の導光板を模式的に示す平面図、図１３は、第１変形例に係る導光
板における入射光の伝搬状態を示す図である。　
　図１０に示すように、前述した第１の実施形態では、導光板３６の縦凸条５４は、入射
端側から反対側の端まで、ほぼ一定の幅Ｗ、および一定の突出高さ（溝の深さ）に形成さ
れている。この場合、図１１に示すように、光源（ＬＥＤ）４４ｂから導光板３６に入射
した光は、縦凸条５４の入光側では絞られているが、光源４４ｂから離れた側ではやや光
が広がり、光の広がりに僅かな差が生じる。
【００３２】
　第１変形例によれば、図１２に示すように、導光板３６の各縦凸条５４は、入射側端（
光源４４ｂ側の端）から反対側の端まで、徐々あるいは連続的に幅が広くなるように、す
なわち、徐々あるいは連続的に突出高さが高くなるように（徐々に溝深さが深くなるよう
に）に形成している。この場合、入光側の縦凸条５４の影響力が弱くなり、光源４４ｂか
ら遠い側の縦凸条５４の影響力が強くなる。これにより、図１３に示すように、導光板３
６に入射した光の広がり幅を、入射端側から他端側まで、ほぼ一定の幅とすることができ
る。縦凸条５４の幅の増加率、あるいは、突出高さの増加率は、光の広がり状態を見なが
ら、適宜設定することが可能である。
【００３３】
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　図１４は、第２変形例に係る液晶表示装置の導光板および光源を模式的に示す平面図で
ある。第２変形例によれば、導光板３６ｂは、一方の短辺側に入射面３６ｃを、他方の短
辺側に入射面３６ｄを有している。そして、入射面３６ｃに対向して複数の光源（ＬＥＤ
）４４ｂが設置され、また、入射面３６ｄに対向して複数の光源（ＬＥＤ）４４ｃが設置
されている。これにより、導光板３６の両短辺側から光を入射する構成としている。　
　また、導光板３６の各縦凸条５４は、長手方向の両端、すなわち、両入射側端から、長
手方向の中間位置に向かって、徐々に幅が広くなるように、すなわち、徐々に突出高さが
高くなるように（徐々に溝深さが深くなるように）に形成している。この場合、各入光端
側の縦凸条５４の影響力が弱くなり、中間部の縦凸条５４の影響力が強くなる。導光板３
６に入射した光の広がり幅を、各入射端側から中間部まで、ほぼ一定の幅とすることがで
きる。縦凸条５４の幅の増加率、あるいは、突出高さの増加率は、光の広がり状態を見な
がら、適宜設定することが可能である。　
　上記のように構成された第１変形例および第２変形例においても、前述した第１の実施
形態と同様の作用効果を得ることができ、ローカルディミング制御を適用し、表示画像の
コントラストを高めることが可能な液晶表示装置を提供することができる。
【００３４】
　本発明の実施形態および変形例を説明したが、これらの実施形態および変形例は、例と
して提示したものであり、発明の範囲を限定することは意図していない。新規な実施形態
は、その他の様々な形態で実施されることが可能であり、発明の要旨を逸脱しない範囲で
、種々の省略、置き換え、変更を行うことができる。実施形態やその変形例は、発明の範
囲や要旨に含まれるとともに、特許請求の範囲に記載された発明とその均等の範囲に含ま
れる。
【００３５】
　本発明の実施形態として上述した各構成を基にして、当業者が適宜設計変更して実施し
得る全ての構成も、本発明の要旨を包含する限り、本発明の範囲に属する。例えば、液晶
表示パネルおよび導光板の出射面は、平坦な平面に限らず、長手方向が凹となる曲面ある
いは長手方向が凸となる曲面としてもよい。液晶表示パネルおよび面状照明装置の構成部
材は、矩形状に限定されることなく、５角形以上の多角形、楕円形、トラック形状等の他
の形状としてもよい。また、構成部材の材料は、上述した例に限らず、種々選択可能であ
る。　
　上述した実施形態あるいは変形例によりもたらされる他の作用効果について本明細書の
記載から明らかなもの、又は当業者において適宜想到し得るものついては、当然に本発明
によりもたらされるものと解される。
【符号の説明】
【００３６】
　１０…液晶表示装置、１２…液晶表示パネル、　
　３０…照明装置（バックライトユニット）、３２…支持フレーム、３４…反射シート、
　
　３６…導光板、３６ａ…第１主面（出射面）、３６ｂ…第２主面（反射面）、　
　３６ｃ…端面（入射面）、４２…光源ユニット、４４ｂ…光源（ＬＥＤ）、　
　５２ａ…縦凸条（第１凸部）、５２ｂ…横凸条（第２凸部）、　
　５４…縦凸条（第１凸部）、５０…外ケース、５０ａ…カバーフレーム、　
　５０ｂ…ベースフレーム、６０…金型、６４…バイト
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