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(57)【要約】
バックライト装置１２は、ＬＥＤ１７と、導光板１９と
、プリズムシート４２と、出光反射部４１と、プリズム
部４３と、第１方向について光入射面１９ｂに近い側で
は凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向に
ついての占有比率が相対的に高いものの光入射面１９ｂ
から遠い側では凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおけ
る第２方向についての占有比率が相対的に低くなるよう
構成された凹型レンチキュラーレンズ部４４と、第２方
向について凹型シリンドリカルレンズ４４ａに対して隣
り合う形で配されるとともに、第１方向について光入射
面１９ｂに近い側では第２方向についての占有比率が相
対的に低いものの光入射面１９ｂから遠い側では第２方
向についての占有比率が相対的に高くなる平坦状部４５
と、を備える。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対の端面の少なくともいずれか一
方が前記光源から発せられた光が入射される光入射面とされるとともに、一方の板面が光
を出射させる光出射面とされ、さらには他方の板面が反対板面とされる導光板と、
　前記導光板に対して出光側に配され、前記導光板の前記外周端面のうち対辺をなすとと
もに前記光入射面を含まない一対の端面に沿う第１方向に沿って延在する出光側単位集光
部を、前記導光板の前記外周端面のうち前記光入射面を含む前記一対の端面に沿う第２方
向に沿って複数並ぶ形で配してなる出光側異方性集光部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの一方側に配されるとともに前記導
光板内を伝播する光を反射して前記光出射面からの出光を促すための出光反射部であって
、前記第２方向に沿って延在する単位反射部を、前記第１方向に沿って間隔を空けて複数
並ぶ形で配してなる出光反射部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの一方側に配されるプリズム部であ
って、前記第１方向に沿って延在する単位プリズムを、前記第２方向に沿って複数並ぶ形
で配してなるプリズム部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの他方側に配されるレンチキュラー
レンズ部であって、前記第１方向に沿って延在するシリンドリカルレンズを前記第２方向
に沿って複数並ぶ形で配してなるとともに、前記第１方向について前記光入射面に近い側
では前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向についての占有比率が相対的に高い
ものの前記光入射面から遠い側では前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向につ
いての占有比率が相対的に低くなるよう構成されたレンチキュラーレンズ部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの他方側に配されるとともに、前記
第１方向及び前記第２方向に沿って平坦な平坦状部であって、前記第２方向について前記
シリンドリカルレンズに対して隣り合う形で配されるとともに、前記第１方向について前
記光入射面に近い側では前記第２方向についての占有比率が相対的に低いものの前記光入
射面から遠い側では前記第２方向についての占有比率が相対的に高くなる平坦状部と、を
備える照明装置。
【請求項２】
　前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記反対板面側に配されているの
に対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記光出射面側に配されている請
求項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が９０°～１００°の範囲とされる請求項
２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１００°とされる請求項２または請求項
３記載の照明装置。
【請求項５】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１２０°～１６０°の範囲とされる請求
項２記載の照明装置。
【請求項６】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１３３°～１４０°の範囲とされる請求
項２または請求項５記載の照明装置。
【請求項７】
　前記導光板の前記反対板面と対向する形で配されるとともに光を反射する反射面を有す
る反射部材を備えており、
　前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記光出射面側に配されているの
に対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記反対板面側に配されている請
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求項１記載の照明装置。
【請求項８】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１３５°～１５５°の範囲とされる請求
項７記載の照明装置。
【請求項９】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１５０°とされる請求項７または請求項
８記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１１０°とされる請求項７記載の照明装
置。
【請求項１１】
　前記レンチキュラーレンズ部は、前記シリンドリカルレンズが凹型をなすよう設けられ
ている請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記レンチキュラーレンズ部は、前記シリンドリカルレンズが凸型をなすよう設けられ
ている請求項１から請求項１０のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項１３】
　前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記反対板面側に配されているの
に対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記光出射面側に配されており、
　前記レンチキュラーレンズ部を構成する前記シリンドリカルレンズには、相対的に低い
第１シリンドリカルレンズと、相対的に高い第２シリンドリカルレンズとが含まれており
、
　前記第１シリンドリカルレンズと、前記出光側異方性集光部との間には、隙間が空けら
れている請求項１２記載の照明装置。
【請求項１４】
　前記レンチキュラーレンズ部及び前記平坦状部は、前記第１方向について前記光入射面
から遠ざかるのに従い、前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向についての占有
比率が連続的に漸次減少するのに対し、前記平坦状部における前記第２方向についての占
有比率が連続的に漸次増加するよう設けられている請求項１から請求項１３のいずれか１
項に記載の照明装置。
【請求項１５】
　請求項１から請求項１４のいずれか１項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を
利用して表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置及び表示装置
【背景技術】
【０００２】
　近年、テレビ受信装置をはじめとする画像表示装置の表示素子は、従来のブラウン管か
ら液晶パネルやプラズマディスプレイパネルなどの薄型の表示パネルに移行しつつあり、
画像表示装置の薄型化を可能としている。液晶表示装置は、これに用いる液晶パネルが自
発光しないため、別途に照明装置としてバックライト装置を必要としており、バックライ
ト装置はその機構によって直下型とエッジライト型とに大別されている。エッジライト型
のバックライト装置は、端部に配置した光源からの光を導光する導光板と、導光板からの
光に光学作用を付与して均一な面状の光として液晶パネルへと供給する光学部材と、を備
えており、その一例として下記特許文献１に記載されたものが知られている。この特許文
献１には、導光板の光出射面にレンズ状の突条を複数本並べて配置することで、導光板に
集光機能を持たせ、それによりプリズムシートを用いずに輝度の向上を図るようにしてい
る。



(4) JP WO2016/017492 A1 2016.2.4

10

20

30

40

50

【先行技術文献】
【特許文献】
【０００３】
【特許文献１】特開２００５－７１６１０号公報
【０００４】
（発明が解決しようとする課題）
　上記した特許文献１では、導光板の光出射面に設けた突条によって出射光の正面輝度の
向上を図るようにしているものの、その反面、輝度ムラが発生し易くなるという問題があ
った。すなわち、上記した特許文献１では、複数の点状光源が導光板の光入射面の長手方
向に沿って間隔を空けて並んで配されていることから、導光板のうち光入射面の近くでは
、光出射面からの出射光に点状光源の並び方向について明部と暗部とが並ぶ形で輝度ムラ
が発現し易い傾向にある。これに対し、上記した突条によれば上記した明部の輝度がより
高められてしまうため、光入射面の近くにおいて輝度ムラがより発生し易いものとなって
いた。
【発明の概要】
【０００５】
　本発明は上記のような事情に基づいて完成されたものであって、輝度ムラの発生を抑制
することを目的とする。
【０００６】
（課題を解決するための手段）
　本発明の照明装置は、光源と、方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対
の端面の少なくともいずれか一方が前記光源から発せられた光が入射される光入射面とさ
れるとともに、一方の板面が光を出射させる光出射面とされ、さらには他方の板面が反対
板面とされる導光板と、前記導光板に対して出光側に配され、前記導光板の前記外周端面
のうち対辺をなすとともに前記光入射面を含まない一対の端面に沿う第１方向に沿って延
在する出光側単位集光部を、前記導光板の前記外周端面のうち前記光入射面を含む前記一
対の端面に沿う第２方向に沿って複数並ぶ形で配してなる出光側異方性集光部と、前記導
光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの一方側に配されるとともに前記導光板内を
伝播する光を反射して前記光出射面からの出光を促すための出光反射部であって、前記第
２方向に沿って延在する単位反射部を、前記第１方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で
配してなる出光反射部と、前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの一方側に
配されるプリズム部であって、前記第１方向に沿って延在する単位プリズムを、前記第２
方向に沿って複数並ぶ形で配してなるプリズム部と、前記導光板の前記光出射面と前記反
対板面とのうちの他方側に配されるレンチキュラーレンズ部であって、前記第１方向に沿
って延在するシリンドリカルレンズを前記第２方向に沿って複数並ぶ形で配してなるとと
もに、前記第１方向について前記光入射面に近い側では前記シリンドリカルレンズにおけ
る前記第２方向についての占有比率が相対的に高いものの前記光入射面から遠い側では前
記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向についての占有比率が相対的に低くなるよ
う構成されたレンチキュラーレンズ部と、前記導光板の前記光出射面と前記反対板面との
うちの他方側に配されるとともに、前記第１方向及び前記第２方向に沿って平坦な平坦状
部であって、前記第２方向について前記シリンドリカルレンズに対して隣り合う形で配さ
れるとともに、前記第１方向について前記光入射面に近い側では前記第２方向についての
占有比率が相対的に低いものの前記光入射面から遠い側では前記第２方向についての占有
比率が相対的に高くなる平坦状部と、を備える。
【０００７】
　このようにすれば、光源から発せられた光は、導光板の光入射面に入射し、導光板内を
伝播され、その過程で出光反射部により反射される。この出光反射部を構成する単位反射
部は、第２方向に沿って延在するとともに第１方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配
されているので、導光板内を第１方向に沿って進行する光を反射し、光出射面からの出射
を促すことができる。光出射面からの出射光の少なくとも一部に関しては、プリズム部と
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レンチキュラーレンズ部との少なくともいずれか一方によってそれぞれ異方性集光作用が
付与されている。すなわち、プリズム部及びレンチキュラーレンズ部は、それぞれ第１方
向に沿って延在する単位プリズム及びシリンドリカルレンズを第２方向に沿って複数並ぶ
形で配した構成であるから、光出射面からの出射光の少なくとも一部には、単位プリズム
とシリンドリカルレンズとの少なくともいずれか一方によって第２方向について選択的に
集光作用が付与されることになる。
【０００８】
　一方、出光反射部により反射されることなく導光板内を第１方向に沿って伝播する光に
関しては、プリズム部及びレンチキュラーレンズ部により全反射されることで、第２方向
について拡散しつつ導光板内を伝播するものとされる。特に、レンチキュラーレンズ部は
、シリンドリカルレンズにより構成されているので、このシリンドリカルレンズにより全
反射された光が第２方向についてより広範囲に拡散され易くなっている。
【０００９】
　導光板の光出射面から出射された光は、導光板に対して出光側に配された出光側異方性
集光部によって異方性集光作用が付与される。すなわち、出光側異方性集光部は、第１方
向に沿って延在する出光側単位集光部を第２方向に沿って複数並ぶ形で配した構成である
から、出光側単位集光部から出射する光には、出光側単位集光部の並び方向である第２方
向について選択的に集光作用が付与される。ここで、レンチキュラーレンズ部を構成する
シリンドリカルレンズは、出光反射部による反射光に対して上記のように異方性集光作用
を付与するものの、その異方性集光作用を付与された光は、出光側異方性集光部において
は第２方向について集光され難く、むしろ第２方向について拡散され易くなっている。一
方、第２方向についてシリンドリカルレンズに対して隣り合う形で配される平坦状部は、
出光反射部による反射光に対して特定の光学作用を付与することが殆どないものとされる
ので、平坦状部を介して出光側異方性集光部へと出射された光は、プリズム部により付与
された異方性集光作用が支配的に付与されたものとなり、それにより出光側異方性集光部
では第２方向について集光作用が付与され易くなっている。従って、レンチキュラーレン
ズ部のシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率が高く且つ平坦状部に
おける第２方向についての占有比率が低くなるほど、出光側異方性集光部の出射光におい
ては第２方向について輝度ムラが緩和され易くなるものの輝度が低下し易くなる傾向とさ
れるのに対し、平坦状部における第２方向についての占有比率が高くなり且つシリンドリ
カルレンズにおける第２方向についての占有比率が低くなるほど、出光側異方性集光部の
出射光においては第２方向について輝度ムラが緩和され難くなるものの輝度が向上し易く
なる傾向とされる。
【００１０】
　そして、上記したようにレンチキュラーレンズ部及び平坦状部は、第１方向について光
入射面に近い側ではシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率が相対的
に高く且つ平坦状部における第２方向についての占有比率が相対的に低くなるのに対し、
第１方向について光入射面から遠い側ではシリンドリカルレンズにおける第２方向につい
ての占有比率が相対的に低く且つ平坦状部における第２方向についての占有比率が相対的
に高くなるよう設けられているから、光源に起因する輝度ムラの発生が懸念される第１方
向について光入射面に近い側においては、相対的に高い占有比率とされたレンチキュラー
レンズ部のシリンドリカルレンズにより出光側異方性集光部の出射光に第２方向について
輝度ムラが生じ難くされるのに対し、本来的に光源に起因する輝度ムラが発生し難いもの
とされる第１方向について光入射面から遠い側においては、相対的に高い占有比率とされ
た平坦状部により出光側異方性集光部の出射光に係る輝度がより高いものとされる。以上
により、出光側異方性集光部の出射光に関して輝度ムラが緩和されるのに加えて輝度の向
上が図られる。
【００１１】
　本発明の実施態様として、次の構成が好ましい。
（１）前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記反対板面側に配されてい
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るのに対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記光出射面側に配されてい
る。このようにすれば、導光板の反対板面側に配された出光反射部を構成する単位反射部
により反射される光の少なくとも一部は、プリズム部により異方性集光作用を付与されつ
つ光出射面へと向かい、そこに配されたレンチキュラーレンズ部により異方性集光作用を
付与されつつ出射される。仮に出光反射部を光出射面側に配した場合に比べると、出光反
射部により反射された光が光出射面から出射するまでの光路が単純なものになるとともに
光の損失が生じ難くなるので、輝度低下が生じ難いものとされる。
【００１２】
（２）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が９０°～１００°の範囲とされる。
このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を一
定とした場合に比べると、光出射面からの出射光に係る輝度を十分に向上させることがで
きる。
【００１３】
（３）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１００°とされる。このようにすれ
ば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を一定とした場合に
比べると、光出射面からの出射光に係る輝度を最も向上させることができる。
【００１４】
（４）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１２０°～１６０°の範囲とされる
。このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を
一定とした場合に比べると、光出射面からの出射光に係る輝度を十分に向上させることが
できる。
【００１５】
（５）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１３３°～１４０°の範囲とされる
。このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を
一定とした場合に比べると、光出射面からの出射光に係る輝度をより向上させることがで
きる。
【００１６】
（６）前記導光板の前記反対板面と対向する形で配されるとともに光を反射する反射面を
有する反射部材を備えており、前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記
光出射面側に配されているのに対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記
反対板面側に配されている。このようにすれば、導光板の光出射面側に配された出光反射
部を構成する単位反射部により反射された光の少なくとも一部は、一旦反対板面へと向か
い、そこでレンチキュラーレンズ部により異方性集光作用を付与されつつ出射されてから
反射部材により反射されることで、再び反対板面に入射しつつ光出射面へと向かい、そこ
でプリズム部により異方性集光作用を付与されつつ出射される。このように出光反射部に
より反射された光が光出射面から出射するまでの光路が複雑なものとなり、特に反対板面
側から反射部材へと出射する際と、反射部材側から反対板面へと入射する際と、の少なく
とも２回、光が屈折作用を受けることになる。出光反射部による反射光のうちプリズム部
により異方性集光作用を付与されない光に関しては、上記した２回の屈折作用により第２
方向について拡散し易くなるので、第２方向について光が良好に混合され、もって光出射
面からの出射光に第２方向について輝度ムラがより生じ難いものとなる。
【００１７】
（７）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１３５°～１５５°の範囲とされる
。このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を
一定とした場合に比べると、光出射面からの出射光に係る輝度を十分に向上させることが
できる。
【００１８】
（８）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１５０°とされる。このようにすれ
ば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を一定とした場合に
比べると、光出射面からの出射光に係る輝度を最も向上させることができる。
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【００１９】
（９）前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１１０°とされる。このようにすれ
ば、仮にシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を一定とした場合に
比べると、光出射面からの出射光に係る輝度を十分に向上させることができる。
【００２０】
（１０）前記レンチキュラーレンズ部は、前記シリンドリカルレンズが凹型をなすよう設
けられている。このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズを凸型をなすようにした場
合に比べると、導光板内を伝播する光がシリンドリカルレンズにおける曲面状をなす界面
に対して臨界角を超える入射角でもって入射する確率が高いものとなるので、光が同界面
から出射し難くなる。これにより、導光板内を伝播する光がシリンドリカルレンズにより
全反射され易くなるとともに第２方向について拡散され易くなり、もって第２方向につい
て輝度ムラがより生じ難いものとなる。
【００２１】
（１１）前記レンチキュラーレンズ部は、前記シリンドリカルレンズが凸型をなすよう設
けられている。このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズを凹型をなすようにした場
合に比べると、導光板内を伝播する光がシリンドリカルレンズにおける曲面状をなす界面
に対して臨界角を超えない入射角でもって入射する確率が高いものとなるので、光が同界
面から出射し易くなる。
【００２２】
（１２）前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記反対板面側に配されて
いるのに対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記光出射面側に配されて
おり、前記レンチキュラーレンズ部を構成する前記シリンドリカルレンズには、相対的に
低い第１シリンドリカルレンズと、相対的に高い第２シリンドリカルレンズとが含まれて
おり、前記第１シリンドリカルレンズと、前記出光側異方性集光部との間には、隙間が空
けられている。このようにすれば、複数のシリンドリカルレンズに含まれる第１シリンド
リカルレンズと、出光側異方性集光部との間に隙間が空けられることで、レンチキュラー
レンズ部に対して出光側異方性集光部が密着し難いものとされる。これにより、当該照明
装置の出射光に輝度ムラの発生を抑制することができる。
【００２３】
（１３）前記レンチキュラーレンズ部及び前記平坦状部は、前記第１方向について前記光
入射面から遠ざかるのに従い、前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向について
の占有比率が連続的に漸次減少するのに対し、前記平坦状部における前記第２方向につい
ての占有比率が連続的に漸次増加するよう設けられている。このようにすれば、仮にレン
チキュラーレンズ部のシリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率と、平
坦状部における第２方向についての占有比率とを段階的に変化させた場合に比べると、輝
度ムラの発生をより好適に抑制することができ、また輝度の向上にもより好適となる。
【００２４】
（１４）前記出光反射部は、前記単位反射部が前記第２方向について間隔を空けて断続的
に並ぶ複数の分割単位反射部から構成されている。まず、単位反射部は、その表面積の大
きさに反射光量が比例する傾向にあることから、必要な反射光量を得るには表面積の大き
さをそれに応じた値としなければならない。ここで、仮に単位反射部を第２方向について
導光板の全長にわたって延在する形で形成した場合には、単位反射部の表面積を上記値と
するには、単位反射部における導光板の板面の法線方向についての寸法を一定以上に大き
くすることができない。これに比べて、単位反射部を、第２方向について間隔を空けて断
続的に並ぶ複数の分割単位反射部から構成すれば、単位反射部の表面積を上記値とするに
際して、単位反射部における導光板の板面の法線方向についての寸法を相対的に大きくす
ることができる。従って、例えば導光板を樹脂成形により製造し、その光出射面と反対板
面とのうちの一方側に出光反射部を一体成形した場合には、光出射面と反対板面とのうち
の一方側において単位反射部をなす分割単位反射部が設計通りの形状でもって形成され易
くなる。これにより、出光反射部の光学性能を適切に発揮させることができる。
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【００２５】
　なお、仮に単位反射部を第２方向について導光板の全長にわたって延在する形で形成し
た場合には、第１方向について並ぶ単位反射部の数を削減することで、各単位反射部の表
面積を足した総面積を調整することが可能ではあるものの、そうすると第１方向について
並ぶ単位反射部の配列間隔が大きくなるため、輝度ムラが生じることが懸念される。その
点、単位反射部を、第２方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部か
ら構成すれば、第１方向について並ぶ単位反射部の数及び配列間隔を変更する必要がない
から、当該照明装置の出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。
【００２６】
（１５）前記出光反射部は、前記単位反射部が、前記プリズム部を構成する前記単位プリ
ズムのうちの頂部側を部分的に切り欠くことで前記第２方向に沿って開口する形態となる
よう形成されている。仮に単位反射部が第２方向に沿って開口せずに第１方向に沿う側面
を有する形態とされた場合には、その第１方向に沿う側面によって光が屈折または反射さ
れることで、プリズム部による集光性能が劣化することが懸念される。その点、単位反射
部が、単位プリズムのうちの頂部側を部分的に切り欠くことで第２方向に沿って開口する
形態となるよう出光反射部が形成されているので、プリズム部による集光性能が良好に発
揮され、それにより当該照明装置の出射光に係る輝度をより高めることができる。
【００２７】
　次に、上記課題を解決するために、本発明の表示装置は、上記記載の照明装置と、前記
照明装置からの光を利用して表示を行う表示パネルとを備える。
【００２８】
　このような構成の表示装置によれば、照明装置の出射光に輝度ムラが生じ難く且つ高輝
度とされているから、表示品位に優れた表示を実現することができる。
【００２９】
（発明の効果）
　本発明によれば、輝度ムラの発生を抑制することができる。
【図面の簡単な説明】
【００３０】
【図１】本発明の実施形態１に係る液晶表示装置の概略構成を示す分解斜視図
【図２】液晶表示装置を構成するバックライト装置の概略構成を示す分解斜視図
【図３】液晶表示装置における長辺方向（第１方向、Ｘ軸方向）に沿った断面構成を示す
断面図
【図４】液晶表示装置における短辺方向（第２方向、Ｙ軸方向）に沿った断面構成を示す
断面図
【図５】図３のＬＥＤ付近を拡大した断面図
【図６】導光板の平面図
【図７】導光板のうち、光入射面側の端部付近と、反対端面側の端部付近とを拡大した平
面図
【図８】導光板の底面図
【図９】図６のＡ－Ａ線断面図
【図１０】図６のＢ－Ｂ線断面図
【図１１】図６のＣ－Ｃ線断面図
【図１２】図６のＤ－Ｄ線断面図
【図１３】プリズムシートに対する光の入射角と、プリズムシートからの光の出射角との
関係を表すグラフ
【図１５】比較実験１において、導光板の単位プリズムの頂角と、プリズムシートの出射
光の相対輝度と、の関係を表すグラフ
【図１６】比較実験２において、比較例１，２に係る各導光板の出射光をプリズムシート
に透過させて得た出射光における第２方向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図１４】比較実験３において、比較例１，２及び実施例１に係る各導光板を光出射面側
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から撮影した写真と、輝度ムラの判定結果とを示す表
【図１７】比較実験４において、比較例２及び実施例１に係る各導光板における第１方向
についての光入射面寄りの位置での出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光にお
ける第２方向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図１８】比較実験４において、比較例２及び実施例１に係る各導光板における第１方向
についての中央位置での出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光における第２方
向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図１９】比較実験４において、比較例２及び実施例１に係る各導光板における第１方向
についての反対端面寄りの位置での出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光にお
ける第２方向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図２０】比較実験５において、比較例３及び実施例１に係る各導光板の出光反射部をな
す単位反射部の高さ寸法を示すグラフ
【図２１】比較実験５において、比較例３及び実施例１に係る各導光板の第１位置から第
５位置までにおける単位反射部の高さ寸法と、単位反射部の形状再現性とを示す表
【図２２】本発明の実施形態２に係る導光板の底面図
【図２３】図２２のＡ－Ａ線断面図
【図２４】図２２のＢ－Ｂ線断面図
【図２５】図２２のＣ－Ｃ線断面図
【図２６】図２２のＤ－Ｄ線断面図
【図２７】比較実験６において、比較例４，５に係る各導光板の出射光をプリズムシート
に透過させて得た出射光における第２方向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図２８】比較実験７において、単位プリズムの頂角と、プリズムシートの出射光の相対
輝度と、の関係を表すグラフ
【図２９】比較実験８において、比較例５及び実施例２に係る各導光板における第１方向
についての光入射面寄りの位置での出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光にお
ける第２方向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図３０】比較実験８において、比較例５及び実施例２に係る各導光板における第１方向
についての中央位置での出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光における第２方
向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図３１】比較実験８において、比較例５及び実施例２に係る各導光板における第１方向
についての反対端面寄りの位置での出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光にお
ける第２方向についての輝度角度分布を表すグラフ
【図３２】本発明の実施形態３に係る導光板を第１方向について光入射面寄りの位置にて
第２方向に沿って切断した断面構成を示す断面図
【図３３】導光板を第１方向について中央位置にて第２方向に沿って切断した断面構成を
示す断面図
【図３４】導光板を第１方向について反対端面寄りの位置にて第２方向に沿って切断した
断面構成を示す断面図
【図３５】本発明の実施形態４に係る導光板、反射シート、及びプリズムシートを第２方
向に沿って切断した断面構成を示す断面図
【図３６】本発明の実施形態５に係る導光板を第１方向について光入射面寄りの位置にて
第２方向に沿って切断した断面構成を示す断面図
【図３７】導光板を第１方向について中央位置にて第２方向に沿って切断した断面構成を
示す断面図
【図３８】導光板を第１方向について反対端面寄りの位置にて第２方向に沿って切断した
断面構成を示す断面図
【図３９】本発明の実施形態６に係る導光板の平面図
【図４０】本発明の実施形態７に係る導光板の平面図
【図４１】本発明の実施形態８に係る導光板の平面図
【図４２】本発明の実施形態９に係る導光板の平面図
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【図４３】本発明の実施形態１０に係る導光板の平面図
【図４４】本発明の実施形態１１に係る導光板の平面図
【図４５】本発明の実施形態１２に係る導光板の平面図
【図４６】本発明の実施形態１３に係る導光板及びＬＥＤ基板の平面図
【発明を実施するための形態】
【００３１】
　＜実施形態１＞
　本発明の実施形態１を図１から図２１によって説明する。本実施形態では、液晶表示装
置１０について例示する。なお、各図面の一部にはＸ軸、Ｙ軸及びＺ軸を示しており、各
軸方向が各図面で示した方向となるように描かれている。また、上下方向については、図
３から図５を基準とし、且つ同図上側を表側とするとともに同図下側を裏側とする。
【００３２】
　液晶表示装置１０は、図１に示すように、全体として平面に視て長方形状をなしており
、基幹部品である液晶表示ユニットＬＤＵにタッチパネル１４、カバーパネル（保護パネ
ル、カバーガラス）１５、及びケーシング１６などの部品を組み付けてなるものとされる
。液晶表示ユニットＬＤＵは、表側に画像を表示する表示面ＤＳを有する液晶パネル（表
示パネル）１１と、液晶パネル１１の裏側に配されて液晶パネル１１に向けて光を照射す
るバックライト装置（照明装置）１２と、液晶パネル１１を表側、つまりバックライト装
置１２側とは反対側（表示面ＤＳ側）から押さえるフレーム（筐体部材）１３とを有して
なる。タッチパネル１４及びカバーパネル１５は、共に液晶表示ユニットＬＤＵを構成す
るフレーム１３内に表側から収容されるとともに、外周部分（外周端部を含む）がフレー
ム１３によって裏側から受けられている。タッチパネル１４は、液晶パネル１１に対して
表側に所定の間隔を空けた位置に配されるとともに、裏側（内側）の板面が表示面ＤＳと
対向状をなす対向面とされている。カバーパネル１５は、タッチパネル１４に対して表側
に重なる形で配されるとともに、裏側（内側）の板面がタッチパネル１４の表側の板面と
対向状をなす対向面とされている。なお、タッチパネル１４とカバーパネル１５との間に
は、反射防止フィルムＡＲが介設されている（図５を参照）。ケーシング１６は、液晶表
示ユニットＬＤＵを裏側から覆う形でフレーム１３に組み付けられている。液晶表示装置
１０の構成部品のうち、フレーム１３の一部（後述する環状部１３ｂ）、カバーパネル１
５及びケーシング１６が液晶表示装置１０の外観を構成している。本実施形態に係る液晶
表示装置１０は、例えばスマートフォンなどの電子機器に用いられるものであり、その画
面サイズは、例えば５インチ程度とされている。
【００３３】
　まず、液晶表示ユニットＬＤＵを構成する液晶パネル１１について詳しく説明する。液
晶パネル１１は、図３及び図４に示すように、平面に視て長方形状をなすとともにほぼ透
明で優れた透光性を有するガラス製の一対の基板１１ａ，１１ｂと、両基板１１ａ，１１
ｂ間に介在し、電界印加に伴って光学特性が変化する物質である液晶分子を含む液晶層（
図示せず）とを備え、両基板１１ａ，１１ｂが液晶層の厚さ分のギャップを維持した状態
で図示しないシール材によって貼り合わせられている。この液晶パネル１１は、画像が表
示される表示領域（後述する板面遮光層３２により囲まれた中央部分）と、表示領域を取
り囲む額縁状をなすとともに画像が表示されない非表示領域（後述する板面遮光層３２と
重畳する外周部分）とを有している。なお、液晶パネル１１における長辺方向がＸ軸方向
と一致し、短辺方向がＹ軸方向と一致し、さらに厚さ方向がＺ軸方向と一致している。
【００３４】
　両基板１１ａ，１１ｂのうち表側（正面側）がＣＦ基板１１ａとされ、裏側（背面側）
がアレイ基板１１ｂとされる。アレイ基板１１ｂにおける内面側（液晶層側、ＣＦ基板１
１ａとの対向面側）には、スイッチング素子であるＴＦＴ（Thin Film Transistor）及び
画素電極が多数個並んで設けられるとともに、これらＴＦＴ及び画素電極の周りには、格
子状をなすゲート配線及びソース配線が取り囲むようにして配設されている。各配線には
、図示しない制御回路から所定の画像信号が供給されるようになっている。ゲート配線及
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びソース配線により囲まれた方形の領域に配された画素電極は、ＩＴＯ（Indium Tin Oxi
de：酸化インジウム錫）或いはＺｎＯ（Zinc Oxide：酸化亜鉛）といった透明電極からな
る。
【００３５】
　一方、ＣＦ基板１１ａには、各画素に対応した位置に多数個のカラーフィルタが並んで
設けられている。カラーフィルタは、Ｒ，Ｇ，Ｂの三色が交互に並ぶ配置とされる。各カ
ラーフィルタ間には、混色を防ぐための遮光層（ブラックマトリクス）が形成されている
。カラーフィルタ及び遮光層の表面には、アレイ基板１１ｂ側の画素電極と対向する対向
電極が設けられている。このＣＦ基板１１ａは、アレイ基板１１ｂよりも一回り小さい大
きさとされる。また、両基板１１ａ，１１ｂの内面側には、液晶層に含まれる液晶分子を
配向させるための配向膜がそれぞれ形成されている。なお、両基板１１ａ，１１ｂの外面
側には、それぞれ偏光板１１ｃ，１１ｄが貼り付けられている（図５を参照）。
【００３６】
　続いて、液晶表示ユニットＬＤＵを構成するバックライト装置１２について詳しく説明
する。バックライト装置１２は、図１に示すように、全体として液晶パネル１１と同様に
平面に視て長方形の略ブロック状をなしている。バックライト装置１２は、図２から図４
に示すように、光源であるＬＥＤ（Light Emitting Diode：発光ダイオード）１７と、Ｌ
ＥＤ１７が実装されたＬＥＤ基板（光源基板）１８と、ＬＥＤ１７からの光を導光する導
光板１９と、導光板１９からの光を反射する反射シート（反射部材）４０と、導光板１９
上に積層配置される光学シート（出光側異方性集光部、光学部材）２０と、導光板１９を
表側から押さえる遮光フレーム２１と、ＬＥＤ基板１８、導光板１９、光学シート２０及
び遮光フレーム２１を収容するシャーシ２２と、シャーシ２２の外面に接する形で取り付
けられる放熱部材２３と、を備える。このバックライト装置１２は、その外周部分のうち
短辺側の一端部にＬＥＤ１７（ＬＥＤ基板１８）が偏在する形で配された、片側入光方式
のエッジライト型（サイドライト型）とされる。
【００３７】
　ＬＥＤ１７は、図２，図３及び図５に示すように、ＬＥＤ基板１８に固着される基板部
上にＬＥＤチップを樹脂材により封止した構成とされる。基板部に実装されるＬＥＤチッ
プは、主発光波長が１種類とされ、具体的には、青色を単色発光するものが用いられてい
る。その一方、ＬＥＤチップを封止する樹脂材には、ＬＥＤチップから発せられた青色の
光により励起されて所定の色を発光する蛍光体が分散配合されており、全体として概ね白
色光を発するものとされる。なお、蛍光体としては、例えば黄色光を発光する黄色蛍光体
、緑色光を発光する緑色蛍光体、及び赤色光を発光する赤色蛍光体の中から適宜組み合わ
せて用いたり、またはいずれか１つを単独で用いることができる。このＬＥＤ１７は、Ｌ
ＥＤ基板１８に対する実装面とは反対側の面が発光面１７ａとなる、いわゆる頂面発光型
とされている。
【００３８】
　ＬＥＤ基板１８は、図２，図３及び図５に示すように、Ｙ軸方向（導光板１９及びシャ
ーシ２２の短辺方向）に沿って延在する、長手の板状をなしており、その板面をＹ軸方向
及びＺ軸方向に並行させた姿勢、すなわち液晶パネル１１及び導光板１９の板面と直交さ
せた姿勢でシャーシ２２内に収容されている。つまり、このＬＥＤ基板１８は、板面にお
ける長辺方向がＹ軸方向と、短辺方向がＺ軸方向とそれぞれ一致し、さらには板面と直交
する板厚方向がＸ軸方向と一致した姿勢とされる。ＬＥＤ基板１８は、その内側を向いた
板面（実装面１８ａ）が導光板１９における一方の短辺側の端面（光入射面１９ｂ、光源
対向端面）に対してＸ軸方向について所定の間隔を空けつつ対向状に配されている。従っ
て、ＬＥＤ１７及びＬＥＤ基板１８と導光板１９との並び方向は、Ｘ軸方向とほぼ一致し
ている。このＬＥＤ基板１８は、その長さ寸法が導光板１９の短辺寸法とほぼ同じ程度か
それよりも大きなものとされており、後述するシャーシ２２における短辺側の一端部に取
り付けられている。
【００３９】
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　ＬＥＤ基板１８のうち内側、つまり導光板１９側を向いた板面（導光板１９との対向面
）には、図５に示すように、上記した構成のＬＥＤ１７が表面実装されており、ここが実
装面１８ａとされる。ＬＥＤ１７は、ＬＥＤ基板１８の実装面１８ａにおいて、その長さ
方向（Ｙ軸方向）に沿って複数が所定の間隔を空けつつ一列に（直線的に）並んで配置さ
れている。つまり、ＬＥＤ１７は、バックライト装置１２における短辺側の一端部におい
て短辺方向に沿って複数ずつ間欠的に並んで配置されていると言える。隣り合うＬＥＤ１
７間の配列間隔（配列ピッチ）は、ほぼ等しいものとされる。また、ＬＥＤ基板１８の実
装面１８ａには、Ｙ軸方向に沿って延在するとともにＬＥＤ１７群を横切って隣り合うＬ
ＥＤ１７同士を直列接続する、金属膜（銅箔など）からなる配線パターン（図示せず）が
形成されており、この配線パターンの両端部に形成された端子部が外部のＬＥＤ駆動回路
に接続されることで、駆動電力を各ＬＥＤ１７に供給することが可能とされる。また、Ｌ
ＥＤ基板１８の基材は、シャーシ２２と同様に金属製とされ、その表面に絶縁層を介して
既述した配線パターン（図示せず）が形成されている。なお、ＬＥＤ基板１８の基材に用
いる材料としては、セラミックなどの絶縁材料を用いることも可能である。
【００４０】
　導光板１９は、屈折率が空気よりも十分に高く且つほぼ透明で透光性に優れた合成樹脂
材料（例えばＰＭＭＡなどのアクリル樹脂など）からなる。導光板１９は、図２及び図６
に示すように、液晶パネル１１と同様に平面に視て概ね長方形状をなす平板状とされてお
り、その板面が液晶パネル１１の板面（表示面ＤＳ）に並行している。導光板１９は、そ
の板面における長辺方向がＸ軸方向と、短辺方向がＹ軸方向とそれぞれ一致し、且つ板面
と直交する板厚方向がＺ軸方向と一致している。導光板１９は、図３及び図４に示すよう
に、シャーシ２２内において液晶パネル１１及び光学シート２０の直下位置に配されてお
り、その外周端面のうちの一方の短辺側の端面がシャーシ２２における短辺側の一端部に
配されたＬＥＤ基板１８の各ＬＥＤ１７とそれぞれ対向状をなしている。従って、ＬＥＤ
１７（ＬＥＤ基板１８）と導光板１９との並び方向がＸ軸方向と一致するのに対して、光
学シート２０（液晶パネル１１）と導光板１９との並び方向（重なり方向）がＺ軸方向と
一致しており、両並び方向が互いに直交するものとされる。そして、導光板１９は、ＬＥ
Ｄ１７からＸ軸方向（ＬＥＤ１７と導光板１９との並び方向）に沿って導光板１９へ向け
て発せられた光を短辺側の端面から導入するとともに、その光を内部で伝播させつつ光学
シート２０側（表側、光出射側）へ向くよう立ち上げて板面から出射させる機能を有する
。
【００４１】
　平板状をなす導光板１９の板面のうち、表側（出光側）を向いた板面（液晶パネル１１
や光学シート２０との対向面）は、図３及び図４に示すように、内部の光を光学シート２
０及び液晶パネル１１側に向けて出射させる光出射面１９ａとなっている。導光板１９に
おける板面に対して隣り合う外周端面のうち、Ｙ軸方向（ＬＥＤ１７の並び方向、ＬＥＤ
基板１８の長辺方向）に沿って長手状をなす一対の短辺側の端面のうちの一方（図３に示
す左側）の端面は、図５に示すように、ＬＥＤ１７（ＬＥＤ基板１８）と所定の空間を空
けて対向状をなしており、これがＬＥＤ１７から発せられた光が入射される光入射面１９
ｂ、言い換えるとＬＥＤ１７と対向するＬＥＤ対向端面（光源対向端面）となっている。
光入射面１９ｂは、Ｙ軸方向及びＺ軸方向に沿って並行する面とされ、光出射面１９ａに
対して略直交する面とされる。また、ＬＥＤ１７と光入射面１９ｂ（導光板１９）との並
び方向は、Ｘ軸方向と一致しており、光出射面１９ａに並行している。導光板１９の外周
端面における一対の短辺側の端面のうち、上記した光入射面１９ｂとは反対側の他方の端
面（光入射面１９ｂと対辺をなす端面）は、反対端面（非入光反対面）１９ｄとされるの
に対し、光入射面１９ｂ及び反対端面１９ｄの双方に対して隣り合う一対の長辺側の端面
（対辺をなすとともに光入射面１９ｂを含まない一対の端面）は、それぞれ側端面１９ｅ
とされる。一対の側端面１９ｅは、Ｘ軸方向（ＬＥＤ１７と導光板１９との並び方向）及
びＺ軸方向に沿って並行する面とされる。導光板１９の外周端面のうち、光入射面１９ｂ
を除いた３つの端面、つまり反対端面１９ｄ及び一対の側端面１９ｅは、図３及び図４に
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示すように、それぞれＬＥＤ１７とは対向しないＬＥＤ非対向端面（光源非対向端面）と
される。導光板１９の外周端面である光入射面１９ｂに対してＬＥＤ１７から導光板１９
内に入射された光は、次述する反射シート４０にて反射されたり、光出射面１９ａ、反対
板面１９ｃ、及び他の外周端面（反対端面１９ｄ及び各側端面１９ｅ）にて全反射される
ことで導光板１９内を効率的に伝播されるようになっている。導光板１９の材料をＰＭＭ
Ａなどのアクリル樹脂とした場合には、屈折率が１．４９程度なので、臨界角は例えば４
２°程度となる。なお、以下では、導光板１９の外周端面のうち、対辺をなすとともに光
入射面１９ｂを含まない一対の端面（長辺側の端面、側端面１９ｅ）に沿う方向（Ｘ軸方
向）を「第１方向」とし、対辺をなすとともに光入射面１９ｂを含む一対の端面（短辺側
の端面、光入射面１９ｂ及び反対端面１９ｄ）に沿う方向（Ｙ軸方向）を「第２方向」と
し、さらには導光板１９の板面の法線方向（第１方向及び第２方向の双方に対して直交す
る方向）を「第３方向」とする。
【００４２】
　導光板１９の板面のうち、裏側（光出射側とは反対側）を向いた板面（反射シート４０
やシャーシ２２の底板２２ａとの対向面）、言い換えると光出射面１９ａとは反対側の板
面は、図３及び図４に示すように、反対板面１９ｃとされる。この反対板面１９ｃには、
導光板１９からの光を反射して表側、つまり光出射面１９ａ側へ立ち上げることが可能な
反射シート４０がそのほぼ全域を覆う形で設けられている。言い換えると、反射シート４
０は、シャーシ２２の底板２２ａと導光板１９との間に挟まれた形で配されている。反射
シート４０は、導光板１９における反対板面１９ｃと対向するとともに光を反射させる反
射面（反射鏡面）４０ａを有している。反射シート４０は、反射面４０ａが銀色を呈する
とともに光を鏡面反射させることができるものとされており、例えば合成樹脂製のフィル
ム基材の表面に、金属薄膜（例えば銀薄膜）を蒸着させてなるものとされる。この反射シ
ート４０のうち、導光板１９における光入射面１９ｂ側の端部は、図５に示すように、光
入射面１９ｂよりも外側、つまりＬＥＤ１７側に向けて延出されており、この延出部分に
よってＬＥＤ１７からの光を反射することで、光入射面１９ｂへの光の入射効率を向上さ
せることができる。
【００４３】
　導光板１９における反対板面１９ｃには、図３及び図７に示すように、導光板１９内を
伝播する光を反射して光出射面１９ａからの出射を促すための出光反射部４１が設けられ
ている。出光反射部４１は、導光板１９に一体に設けられており、そのためには、例えば
導光板１９を射出成形によって製造し、その成形金型のうち反対板面１９ｃを成形するた
めの成形面に予め出光反射部４１を転写するための転写形状を形成しておけばよい。出光
反射部４１は、図９に示すように、第２方向（Ｙ軸方向）に沿って延在するとともに断面
形状が略三角形（略Ｖ字型）をなす溝状の単位反射部（単位出光反射部）４１ａを、第１
方向（Ｘ軸方向）に沿って間隔を空けて複数並んで配置（間欠配置）してなるものとされ
る。単位反射部４１ａは、第１方向についてＬＥＤ１７側（光入射面１９ｂ側）に配され
る主反射面４１ａ１と、第１方向についてＬＥＤ１７側とは反対側（反対端面１９ｄ側）
に配される再入射面４１ａ２と、有している。主反射面４１ａ１は、第１方向についてＬ
ＥＤ１７側とは反対側（反対端面１９ｄ側）に向かうに従って次第に光出射面１９ａに近
づく（反対板面１９ｃから遠ざかる）よう上り勾配となる傾斜面とされる。再入射面４１
ａ２は、第１方向についてＬＥＤ１７側とは反対側に向かうに従って次第に光出射面１９
ａから遠ざかる（反対板面１９ｃに近づく）よう下り勾配となる傾斜面とされる。主反射
面４１ａ１は、光出射面１９ａや反対板面１９ｃに対してなす傾斜角度θｓ１が、例えば
４０°～５０°の範囲とされるのが好ましく、図９には４５°程度としたものを図示して
いる。再入射面４１ａ２は、光出射面１９ａや反対板面１９ｃに対してなす傾斜角度θｓ
２が、例えば７０°～８５°の範囲とされるのが好ましく、図９には８０°程度としたも
のを図示している。つまり、主反射面４１ａ１の上記傾斜角度θｓ１は、再入射面４１ａ
２の上記傾斜角度θｓ２よりも小さいものとされる。そして、この単位反射部４１ａは、
第１方向について光入射面１９ｂ側に配された主反射面４１ａ１にて光を反射させること
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で、光出射面１９ａに対する入射角が臨界角を超えない光を生じさせて光出射面１９ａか
らの出射を促すことが可能とされている。これに対し、単位反射部４１ａに有される再入
射面４１ａ２は、主反射面４１ａ１に対する入射角が臨界角を超えない光が主反射面４１
ａ１を透過したとき、当該透過光を導光板１９内に再入射させることが可能とされる。第
１方向に沿って並んだ複数の単位反射部４１ａは、第１方向について光入射面１９ｂ（Ｌ
ＥＤ１７）から遠ざかるほどその高さ寸法（第３方向についての寸法）が次第に大きくな
るとともに主反射面４１ａ１及び再入射面４１ａ２の面積（表面積）が次第に大きくなる
よう配置されている。これにより、光出射面１９ａからの出射光が光出射面１９ａの面内
において均一な分布となるよう制御されている。なお、単位反射部４１ａは、第１方向に
ついての配列間隔（配列ピッチ）が、ＬＥＤ１７からの距離に拘わらずほぼ一定となるよ
う配されている。
【００４４】
　光学シート２０は、図２から図４に示すように、液晶パネル１１及びシャーシ２２と同
様に平面に視て長方形状をなしている。光学シート２０は、導光板１９の光出射面１９ａ
に対して表側（出光側）に重なる形で配されている。つまり、光学シート２０は、液晶パ
ネル１１と導光板１９との間に介在して配されることで、導光板１９からの出射光を透過
するとともにその透過光に所定の光学作用を付与しつつ液晶パネル１１に向けて出射させ
る。なお、光学シート２０に関しては後に詳しく説明する。
【００４５】
　遮光フレーム２１は、図３及び図４に示すように、導光板１９の外周部分（外周端部）
に倣う形で延在する略枠状（額縁状）に形成されており、導光板１９の外周部分をほぼ全
周にわたって表側から押さえることが可能とされる。この遮光フレーム２１は、合成樹脂
製とされるとともに、表面が例えば黒色を呈する形態とされることで、遮光性を有するも
のとされる。遮光フレーム２１は、その内端部２１ａが導光板１９の外周部分及びＬＥＤ
１７と、液晶パネル１１及び光学シート２０の各外周部分（外周端部）との間に全周にわ
たって介在する形で配されており、これらが光学的に独立するように仕切っている。これ
により、ＬＥＤ１７から発せられて導光板１９の光入射面１９ｂに入光しない光や反対端
面１９ｄ及び側端面１９ｅから漏れ出した光が、液晶パネル１１及び光学シート２０の各
外周部分（特に端面）に直接入光するのを遮光することができるものとされる。また、遮
光フレーム２１のうち、ＬＥＤ１７及びＬＥＤ基板１８とは平面に視て重畳しない３つの
各辺部（一対の長辺部とＬＥＤ基板１８側とは反対側の短辺部）については、シャーシ２
２の底板２２ａから立ち上がる部分と、フレーム１３を裏側から支持する部分とを有して
いるのに対し、ＬＥＤ１７及びＬＥＤ基板１８と平面に視て重畳する短辺部については、
導光板１９の端部及びＬＥＤ基板１８（ＬＥＤ１７）を表側から覆うとともに一対の長辺
部間を架橋する形で形成されている。また、この遮光フレーム２１は、次述するシャーシ
２２に対して図示しないネジ部材などの固定手段によって固定されている。
【００４６】
　シャーシ２２は、例えばアルミニウム板や電気亜鉛めっき綱板（ＳＥＣＣ）などの熱伝
導率に優れた金属板からなり、図３及び図４に示すように、液晶パネル１１と同様に平面
に視て長方形状をなす底板２２ａと、底板２２ａにおける各辺（一対の長辺及び一対の短
辺）の外端からそれぞれ表側に向けて立ち上がる側板２２ｂとからなる。シャーシ２２（
底板２２ａ）は、その長辺方向がＸ軸方向と一致し、短辺方向がＹ軸方向と一致している
。底板２２ａは、その大部分が導光板１９を裏側（光出射面１９ａ側とは反対側）から支
持する導光板支持部２２ａ１とされるのに対し、ＬＥＤ基板１８側の端部が段付き状に裏
側に膨出する基板収容部２２ａ２とされる。この基板収容部２２ａ２は、図５に示すよう
に、断面形状が略Ｌ字型をなしており、導光板支持部２２ａ１の端部から屈曲されて裏側
に向けて立ち上がる立ち上がり部３８と、立ち上がり部３８の立ち上がり先端部から屈曲
されて導光板支持部２２ａ１側とは反対側に向けて突出する収容底部３９とからなる。こ
の立ち上がり部３８における導光板支持部２２ａ１の端部からの屈曲位置は、導光板１９
の光入射面１９ｂよりもＬＥＤ１７側とは反対側（導光板支持部２２ａ１の中央寄り）に



(15) JP WO2016/017492 A1 2016.2.4

10

20

30

40

50

位置している。収容底部３９における突出先端部からは、長辺側の側板２２ｂが表側に立
ち上がるよう屈曲形成されている。そして、この基板収容部２２ａ２に連なる短辺側の側
板２２ｂには、ＬＥＤ基板１８が取り付けられており、この側板２２ｂが基板取付部３７
を構成している。基板取付部３７は、導光板１９の光入射面１９ｂと対向状をなす対向面
を有しており、この対向面にＬＥＤ基板１８が取り付けられている。ＬＥＤ基板１８は、
ＬＥＤ１７が実装された実装面１８ａとは反対側の板面が、基板取付部３７における内側
の板面に対して両面テープなどの基板固着部材２５を介して接する形で固着されている。
取り付けられたＬＥＤ基板１８は、基板収容部２２ａ２をなす収容底部３９の内側の板面
との間に僅かながらも隙間を有している。また、シャーシ２２の底板２２ａにおける裏側
の板面には、液晶パネル１１の駆動を制御するための液晶パネル駆動回路基板（図示せず
）、ＬＥＤ１７に駆動電力を供給するＬＥＤ駆動回路基板（図示せず）、タッチパネル１
４の駆動を制御するためのタッチパネル駆動回路基板（図示せず）などが取り付けられて
いる。
【００４７】
　放熱部材２３は、アルミニウム板などの熱伝導性に優れた金属板からなり、図３に示す
ように、シャーシ２２における短辺側の一端部、詳しくはＬＥＤ基板１８を収容する基板
収容部２２ａ２に沿って延在する形態とされる。放熱部材２３は、図５に示すように、断
面形状が略Ｌ字型をなしており、基板収容部２２ａ２の外面に並行し且つその外面に接す
る第１放熱部２３ａと、基板収容部２２ａ２に連なる側板２２ｂ（基板取付部３７）の外
面に並行する第２放熱部２３ｂとからなる。第１放熱部２３ａは、Ｙ軸方向に沿って延在
する細長い平板状をなしており、Ｘ軸方向及びＹ軸方向に並行する表側を向いた板面が、
基板収容部２２ａ２における収容底部３９の外面のほぼ全長にわたって当接されている。
第１放熱部２３ａは、収容底部３９に対してネジ部材ＳＭによってネジ止めされており、
ネジ部材ＳＭを挿通するネジ挿通孔２３ａ１を有している。また、収容底部３９には、ネ
ジ部材ＳＭが螺合されるネジ孔２８が形成されている。これにより、ＬＥＤ１７から発せ
られた熱は、ＬＥＤ基板１８、基板取付部３７及び基板収容部２２ａ２を介して第１放熱
部２３ａへと伝達されるようになっている。なお、ネジ部材ＳＭは、第１放熱部２３ａに
対してその延在方向に沿って複数が間欠的に並ぶ形で取り付けられている。第２放熱部２
３ｂは、Ｙ軸方向に沿って延在する細長い平板状をなしており、Ｙ軸方向及びＺ軸方向に
並行する内側を向いた板面が、基板取付部３７における外側の板面との間に所定の隙間を
空けつつ対向状に配されている。
【００４８】
　続いて、液晶表示ユニットＬＤＵを構成するフレーム１３について説明する。フレーム
１３は、アルミニウムなどの熱伝導率に優れた金属材料からなるものとされており、図１
に示すように、全体としては、液晶パネル１１、タッチパネル１４及びカバーパネル１５
の各外周部分（外周端部）に倣う形で延在する平面に視て長方形の略枠状（額縁状）をな
している。フレーム１３の製造方法としては、例えばプレス加工などが採られている。フ
レーム１３は、図３及び図４に示すように、液晶パネル１１の外周部分を表側から押さえ
るとともに、バックライト装置１２を構成するシャーシ２２との間で、互いに積層された
液晶パネル１１、光学シート２０及び導光板１９を挟み込む形で保持している。その一方
で、フレーム１３は、タッチパネル１４及びカバーパネル１５の各外周部分を裏側から受
けており、液晶パネル１１とタッチパネル１４との外周部分間に介在する形で配されてい
る。これにより、液晶パネル１１とタッチパネル１４との間には、所定の隙間が確保され
るので、例えばカバーパネル１５に外力が作用したとき、カバーパネル１５に追従してタ
ッチパネル１４が液晶パネル１１側に撓むよう変形した場合でも、撓んだタッチパネル１
４が液晶パネル１１に干渉し難くなっている。
【００４９】
　フレーム１３は、図３及び図４に示すように、液晶パネル１１、タッチパネル１４及び
カバーパネル１５の各外周部分に倣う枠状部（フレーム基部、額縁状部）１３ａと、枠状
部１３ａの外周端部に連なるとともにタッチパネル１４、カバーパネル１５及びケーシン
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グ１６をそれぞれ外周側から取り囲む環状部（筒状部）１３ｂと、枠状部１３ａから裏側
に向けて突出してシャーシ２２及び放熱部材２３に取り付けられる取付板部１３ｃとを有
してなる。枠状部１３ａは、液晶パネル１１、タッチパネル１４、及びカバーパネル１５
の各板面に並行する板面を有する略板状をなすとともに、平面に視て長方形の枠状に形成
されている。枠状部１３ａは、内周部分１３ａ１よりも外周部分１３ａ２の方が相対的に
板厚が厚くなっており、両者の境界位置に段差（ギャップ）ＧＰが形成されている。枠状
部１３ａのうち、内周部分１３ａ１が液晶パネル１１の外周部分とタッチパネル１４の外
周部分との間に介在するのに対し、外周部分１３ａ２がカバーパネル１５の外周部分を裏
側から受けている。このように、枠状部１３ａは、その表側の板面がほぼ全域にわたって
カバーパネル１５によって覆われることになるため、表側の板面が殆ど外部に露出するこ
とがないものとされる。これにより、フレーム１３がＬＥＤ１７からの熱などにより温度
上昇していても、液晶表示装置１０の使用者がフレーム１３における露出部位に直接接触
し難くなるので、安全面で優れる。枠状部１３ａの内周部分１３ａ１における裏側の板面
には、図５に示すように、液晶パネル１１の外周部分を緩衝しつつ表側から押さえるため
の緩衝材２９が固着されているのに対し、内周部分１３ａ１における表側の板面には、タ
ッチパネル１４の外周部分を緩衝しつつ固着するための第１固着部材３０が固着されてい
る。これら緩衝材２９及び第１固着部材３０は、内周部分１３ａ１において平面に視て互
いに重畳する位置に配されている。一方、枠状部１３ａの外周部分１３ａ２における表側
の板面には、カバーパネル１５の外周部分を緩衝しつつ固着するための第２固着部材３１
が固着されている。これら緩衝材２９及び各固着部材３０，３１は、枠状部１３ａのうち
四隅の角部を除いた各辺部に沿ってそれぞれ延在する形で配されている。また、各固着部
材３０，３１は、例えば基材がクッション性を有する両面テープからなる。
【００５０】
　環状部１３ｂは、図３及び図４に示すように、全体として平面に視て長方形の短角筒状
をなしており、枠状部１３ａの外周部分１３ａ２の外周縁から表側に向けて突出する第１
環状部３４と、枠状部１３ａの外周部分１３ａ２の外周縁から裏側に向けて突出する第２
環状部３５とを有してなる。言い換えると、短角筒状をなす環状部１３ｂは、その軸線方
向（Ｚ軸方向）についての略中央部における内周面に枠状部１３ａの外周縁が全周にわた
って連ねられている。第１環状部３４は、枠状部１３ａに対して表側に配されるタッチパ
ネル１４及びカバーパネル１５の各外周端面を全周にわたって取り囲む形で配されている
。第１環状部３４は、その内周面がタッチパネル１４及びカバーパネル１５の各外周端面
と対向状をなしているのに対し、外周面が当該液晶表示装置１０の外部に露出していて液
晶表示装置１０における側面側の外観を構成している。一方、第２環状部３５は、枠状部
１３ａに対して裏側に配されるケーシング１６における表側の端部（取付部１６ｃ）を外
周側から取り囲んでいる。第２環状部３５は、その内周面が後述するケーシング１６の取
付部１６ｃと対向状をなしているのに対し、外周面が当該液晶表示装置１０の外部に露出
していて液晶表示装置１０における側面側の外観を構成している。第２環状部３５におけ
る突出先端部には、断面鉤型をなすフレーム側係止爪部３５ａが形成されており、このフ
レーム側係止爪部３５ａに対してケーシング１６が係止されることで、ケーシング１６を
取付状態に保持することが可能とされる。
【００５１】
　取付板部１３ｃは、図３及び図４に示すように、枠状部１３ａのうち外周部分１３ａ２
から裏側に向けて突出するとともに、枠状部１３ａの各辺部に沿って延在する板状をなし
ており、その板面が枠状部１３ａの板面とほぼ直交している。取付板部１３ｃは、枠状部
１３ａの各辺部毎に個別に配されている。枠状部１３ａのうちＬＥＤ基板１８側の短辺部
に配された取付板部１３ｃは、その内側を向いた板面が放熱部材２３の第２放熱部２３ｂ
における外側の板面が接する形で取り付けられている。この取付板部１３ｃは、第２放熱
部２３ｂに対してネジ部材ＳＭによってネジ止めされており、ネジ部材ＳＭを挿通するネ
ジ挿通孔１３ｃ１を有している。また、第２放熱部２３ｂには、ネジ部材ＳＭが螺合され
るネジ孔３６が形成されている。これにより、第１放熱部２３ａから第２放熱部２３ｂへ
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と伝達されたＬＥＤ１７からの熱は、取付板部１３ｃへと伝達されてからフレーム１３の
全体へと伝達されることで、効率的に放熱されるようになっている。また、この取付板部
１３ｃは、放熱部材２３を介してシャーシ２２に対して間接的に固定されていると言える
。一方、枠状部１３ａのうちＬＥＤ基板１８側とは反対側の短辺部及び一対の長辺部にそ
れぞれ配された各取付板部１３ｃは、その内側を向いた板面がシャーシ２２の各側板２２
ｂにおける外側の板面に接する形でネジ部材ＳＭによってそれぞれネジ止めされている。
これらの取付板部１３ｃには、ネジ部材ＳＭを挿通するネジ挿通孔１３ｃ１が形成されて
いるのに対し、各側板２２ｂには、ネジ部材ＳＭが螺合されるネジ孔３６が形成されてい
る。なお、各ネジ部材ＳＭは、各取付板部１３ｃに対してそれぞれの延在方向に沿って複
数ずつが間欠的に並ぶ形で取り付けられている。
【００５２】
　次に、上記したフレーム１３に組み付けられるタッチパネル１４について説明する。タ
ッチパネル１４は、図１，図３及び図４に示すように、使用者が液晶パネル１１の表示面
ＤＳの面内における位置情報を入力するための位置入力装置であり、長方形状をなすとと
もにほぼ透明で優れた透光性を有するガラス製の基板上に所定のタッチパネルパターン（
図示せず）が形成されてなる。詳しくは、タッチパネル１４は、液晶パネル１１と同様に
平面に視て長方形状をなすガラス製の基板を有しており、その表側を向いた板面にいわゆ
る投影型静電容量方式のタッチパネルパターンを構成するタッチパネル用透明電極部（図
示せず）が形成されており、基板の面内においてタッチパネル用透明電極部が多数個行列
状に並んで配置されている。タッチパネル１４における短辺側の一端部には、タッチパネ
ルパターンを構成するタッチパネル用透明電極部から引き出された配線の端部に接続され
た端子部（図示せず）が形成されており、この端子部に対して図示しないフレキシブル基
板が接続されることで、タッチパネル駆動回路基板からタッチパネルパターンをなすタッ
チパネル用透明電極部に電位が供給されるようになっている。タッチパネル１４は、図５
に示すように、その外周部分における内側の板面が、既述した第１固着部材３０によって
フレーム１３の枠状部１３ａにおける内周部分１３ａ１に対して対向した状態で固着され
ている。
【００５３】
　続いて、上記したフレーム１３に組み付けられるカバーパネル１５について説明する。
カバーパネル１５は、図１，図３及び図４に示すように、タッチパネル１４を表側からそ
の全域にわたって覆う形で配されており、それによりタッチパネル１４及び液晶パネル１
１の保護が図られている。カバーパネル１５は、フレーム１３における枠状部１３ａを表
側から全域にわたって覆うとともに、液晶表示装置１０における正面側の外観を構成して
いる。カバーパネル１５は、平面に視て長方形状をなすとともにほぼ透明で優れた透光性
を有するガラス製で板状の基材からなり、好ましくは強化ガラスからなる。カバーパネル
１５に用いられる強化ガラスとしては、例えば板状のガラス基材の表面に化学強化処理が
施されることで、表面に化学強化層を備えた化学強化ガラスを用いることが好ましい。こ
の化学強化処理は、例えばガラス材料に含まれるアルカリ金属イオンを、それよりもイオ
ン半径が大きいアルカリ金属イオンとイオン交換により置換することで、板状のガラス基
材の強化を図る処理をいい、その結果形成される化学強化層は圧縮応力が残留した圧縮応
力層（イオン交換層）とされる。これにより、カバーパネル１５は、機械的強度及び耐衝
撃性能が高いものとされているから、その裏側に配されるタッチパネル１４及び液晶パネ
ル１１が破損したり、傷付くのをより確実に防止することができる。
【００５４】
　カバーパネル１５は、図３及び図４に示すように、液晶パネル１１及びタッチパネル１
４と同様に平面に視て長方形状をなしており、その平面に視た大きさは液晶パネル１１及
びタッチパネル１４よりも一回り大きなものとされる。従って、カバーパネル１５は、液
晶パネル１１及びタッチパネル１４における各外周縁から全周にわたって庇状に外側に張
り出す張出部分１５ＥＰを有している。この張出部分１５ＥＰは、液晶パネル１１及びタ
ッチパネル１４を取り囲む長方形の略枠状（略額縁状）をなしており、その内側の板面が
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、図５に示すように、既述した第２固着部材３１によってフレーム１３の枠状部１３ａに
おける外周部分１３ａ２に対して対向した状態で固着されている。一方、カバーパネル１
５のうちタッチパネル１４と対向状をなす中央部分は、反射防止フィルムＡＲを介してタ
ッチパネル１４に対して表側に積層されている。
【００５５】
　カバーパネル１５のうち上記した張出部分１５ＥＰを含む外周部分における内側（裏側
）の板面（タッチパネル１４側を向いた板面）には、図３及び図４に示すように、光を遮
る板面遮光層（遮光層、板面遮光部）３２が形成されている。板面遮光層３２は、例えば
黒色を呈する塗料などの遮光性材料からなるものとされ、その遮光性材料を、カバーパネ
ル１５における内側の板面に印刷することで同板面に一体的に設けられている。なお、板
面遮光層３２を設けるに際しては、例えばスクリーン印刷、インクジェット印刷などの印
刷手段を採用することができる。板面遮光層３２は、カバーパネル１５のうち張出部分１
５ＥＰの全域に加えて、張出部分１５ＥＰよりも内側にあって、タッチパネル１４及び液
晶パネル１１の各外周部分と平面に視てそれぞれ重畳する部分にわたる範囲に形成されて
いる。従って、板面遮光層３２は、液晶パネル１１の表示領域を取り囲む形で配されるこ
とになるので、表示領域外の光を遮ることができ、もって表示領域に表示される画像に係
る表示品位を高いものとすることができる。
【００５６】
　続いて、上記したフレーム１３に組み付けられるケーシング１６について説明する。ケ
ーシング１６は、合成樹脂材料または金属材料からなるものであって、図１，図３及び図
４に示すように、表側に向けて開口した略椀型（略ボウル型）をなしており、フレーム１
３の枠状部１３ａ、取付板部１３ｃ、シャーシ２２、及び放熱部材２３などの部材を裏側
から覆うとともに、液晶表示装置１０における背面側の外観を構成している。ケーシング
１６は、概ね平坦な底部１６ａと、底部１６ａの外周縁から表側へ向けて立ち上がるとと
もに断面湾曲形状をなす曲部１６ｂと、曲部１６ｂの外周縁から表側へ向けてほぼ真っ直
ぐに立ち上がる取付部１６ｃとからなる。取付部１６ｃには、断面鉤型をなすケーシング
側係止爪部１６ｄが形成されており、このケーシング側係止爪部１６ｄがフレーム１３の
フレーム側係止爪部３５ａに対して係止されることで、ケーシング１６をフレーム１３に
対して取付状態に保持することが可能とされる。
【００５７】
　上記のような構成とされるバックライト装置１２に備えられる導光板１９には、図３に
示すように、導光板１９内を伝播する光を反射して光出射面１９ａからの出光を促すため
の出光反射部４１が設けられている。この出光反射部４１により反射された光は、第１方
向についてのみ選択的に集光作用が付与されるとともに、光出射面１９ａに対する入射角
が臨界角以下となり易くなることで出光が促されるようになっている。この出光反射部４
１に関する詳しい構成などについては後に詳しく説明する。
【００５８】
　さて、本実施形態に係るバックライト装置１２は、その出射光を第２方向（Ｙ軸方向）
について集光させるための構成を備えており、以下においてその理由及び構成について説
明する。導光板１９内を伝播する光は、図３及び図５に示すように、その途中で出光反射
部４１を構成する単位反射部４１ａにより反射されることで、光出射面１９ａに対する入
射角が臨界角以下となって出射されるようになっており、第１方向（Ｘ軸方向）に関して
は単位反射部４１ａによって反射されることで正面方向、つまり光出射面１９ａからその
法線方向に沿って表側に向かうよう集光が図られている。ところが、出光反射部４１は、
第１方向については反射光に集光作用を付与するものの、第２方向については反射光に集
光作用を殆ど付与しないため、光出射面１９ａからの出射光に係る輝度に異方性が生じる
おそれがある。そこで、本実施形態では次に示す構成によって第２方向についての集光を
図るようにしている。すなわち、光学シート２０は、図２に示すように、透過光に第２方
向について選択的に集光作用を付与する集光異方性を有する１枚のプリズムシート（出光
側異方性集光部）４２から構成されるのに対し、導光板１９の反対板面１９ｃには、出光
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反射部４１により反射された光に第２方向について選択的に集光作用を付与する集光異方
性を有するプリズム部（反対板面側プリズム部）４３が設けられている。
【００５９】
　その一方、ＬＥＤ１７は、第２方向、つまり導光板１９の光入射面１９ｂにおける長手
方向について複数が間隔を空けて並んで配されているため、各ＬＥＤ１７から光入射面１
９ｂに入射された光は、第１方向について光入射面１９ｂの近い側においては混合が不十
分となりがちで、光出射面１９ａの出射光には第２方向について輝度ムラが生じ易いもの
とされる。そこで、本実施形態では次に示す構成によって出射光に生じ得る第２方向につ
いての輝度ムラの緩和を図るようにしている。すなわち、導光板１９の反対板面１９ｃに
は、図２に示すように、導光板１９内を伝播する光を第２方向について拡散させるよう全
反射するプリズム部４３が設けられているのに対し、導光板１９の光出射面１９ａには、
導光板１９内を伝播する光を第２方向について拡散させるよう全反射する凹型レンチキュ
ラーレンズ部（レンチキュラーレンズ部、光出射面側レンチキュラーレンズ部）４４が設
けられている。続いて、プリズムシート４２、プリズム部４３及び凹型レンチキュラーレ
ンズ部４４について詳しく説明する。
【００６０】
　プリズムシート４２は、図２及び図１０に示すように、シート状をなすシート基材４２
ｂと、シート基材４２ｂのうち導光板１９からの出射光が入射される入光側板面４２ｂ１
とは反対側（出光側）の出光側板面４２ｂ２に形成されるとともに集光異方性を有する出
光側単位プリズム（出光側単位集光部）４２ａとから構成される。シート基材４２ｂは、
ほぼ透明な合成樹脂製とされ、具体的には例えばＰＥＴなどの熱可塑性樹脂材料からなり
、その屈折率は例えば１．６６７程度とされる。出光側単位プリズム４２ａは、シート基
材４２ｂにおける表側（出光側）の板面である出光側板面４２ｂ２に一体的に設けられて
いる。出光側単位プリズム４２ａは、光硬化性樹脂材料の一種であるほぼ透明な紫外線硬
化性樹脂材料からなり、プリズムシート４２の製造に際しては、例えば未硬化の紫外線硬
化性樹脂材料を成形用の型内に充填するとともに、その型の開口端にシート基材４２ｂを
宛がうことで、未硬化の紫外線硬化性樹脂材料を出光側板面４２ｂ２に接する形で配し、
その状態でシート基材４２ｂを介して紫外線硬化性樹脂材料に対して紫外線を照射するこ
とで、紫外線硬化性樹脂材料を硬化させて出光側単位プリズム４２ａをシート基材４２ｂ
に対して一体的に設けることができる。出光側単位プリズム４２ａをなす紫外線硬化性樹
脂材料は、例えばＰＭＭＡなどのアクリル樹脂とされ、その屈折率が例えば１．５９程度
とされる。出光側単位プリズム４２ａは、シート基材４２ｂの出光側板面４２ｂ２から第
３方向（Ｚ軸方向）に沿って表側（出光側）に向けて突出する形で設けられている。この
出光側単位プリズム４２ａは、第２方向（Ｙ軸方向）に沿って切断した断面形状が略三角
形（略山形）をなすとともに第１方向（Ｘ軸方向）に沿って直線的に延在しており、出光
側板面４２ｂ２において第２方向に沿って多数本が並んで配置されている。出光側単位プ
リズム４２ａは、その幅寸法（第２方向についての寸法）が第１方向について全長にわた
って一定とされる。各出光側単位プリズム４２ａは、断面形状がほぼ二等辺三角形状をな
しており、一対の斜面４２ａ１を有するとともにその頂角θｖ１がほぼ直角（９０°）程
度とされる。第２方向に沿って並列した多数本の出光側単位プリズム４２ａは、頂角θｖ
１、底面４２ａ２の幅寸法及び高さ寸法が全てほぼ同一とされており、隣り合う出光側単
位プリズム４２ａ間の配列間隔もほぼ一定で等間隔に配列されている。
【００６１】
　このような構成のプリズムシート４２に導光板１９側から光が入射する際には、その光
は、図１０に示すように、導光板１９の光出射面１９ａとプリズムシート４２のシート基
材４２ｂとの間に有される空気層からシート基材４２ｂの入光側板面４２ｂ１に入射する
ため、その界面にて入射角に応じて屈折される。シート基材４２ｂを透過した光がシート
基材４２ｂの出光側板面４２ｂ２から出光側単位プリズム４２ａに入射する際にもやはり
界面にて入射角に応じて屈折される。そして、出光側単位プリズム４２ａを透過した光は
、出光側単位プリズム４２ａの斜面４２ａ１に達したとき、その入射角が臨界角を超えて
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いれば全反射されてシート基材４２ｂ側に戻される（再帰反射される）のに対し、入射角
が臨界角を超えていなければ界面にて屈折されつつ出射される。出光側単位プリズム４２
ａの斜面４２ａ１から出射される光のうち、隣り合う出光側単位プリズム４２ａに向かう
ものはその出光側単位プリズム４２ａ内に入射してシート基材４２ｂ側に戻される。これ
により、出光側単位プリズム４２ａからの出射光は、第２方向について進行方向が正面方
向に近くなるよう規制され、もって第２方向について選択的に集光作用が付与されるよう
になっている。
【００６２】
　次に、導光板１９の反対板面１９ｃ側に配されたプリズム部４３について説明する。プ
リズム部４３は、導光板１９に一体形成されている。プリズム部４３を導光板１９に一体
に設けるには、例えば導光板１９を射出成形によって製造し、その成形金型のうち反対板
面１９ｃを成形するための成形面に予めプリズム部４３を転写するための転写形状を形成
しておけばよい。プリズム部４３は、図２，図７及び図１０に示すように、反対板面１９
ｃに、第１方向（Ｘ軸方向）に沿って延在する単位プリズム（反対板面側単位プリズム）
４３ａを第２方向（Ｙ軸方向）に沿って多数並ぶ形で配してなる。単位プリズム４３ａは
、反対板面１９ｃから第３方向（Ｚ軸方向）に沿って表側（出光側）に向けて突出する形
で設けられている。単位プリズム４３ａは、第２方向に沿って切断した断面形状が略三角
形（略山形）をなすとともに第１方向に沿って直線的に延在している。単位プリズム４３
ａは、その幅寸法（第２方向についての寸法）が第１方向について全長にわたって一定と
される。各単位プリズム４３ａは、断面形状がほぼ二等辺三角形状をなしており、一対の
斜面４３ａ１を有するとともにその頂角θｖ２が鈍角（９０°を超える角度）、具体的に
は１００°～１５０°の範囲とされるのが好ましく、１４０°程度とされるのが最も好ま
しい。つまり、単位プリズム４３ａの頂角θｖ２は、出光側単位プリズム４２ａの頂角θ
ｖ１よりも相対的に大きなものとされる。第２方向に沿って並列した多数本の単位プリズ
ム４３ａは、頂角θｖ２、底面の幅寸法及び高さ寸法が全てほぼ同一とされており、隣り
合う単位プリズム４３ａ間の配列間隔もほぼ一定で等間隔に配列されている。
【００６３】
　このような構成のプリズム部４３は、図１０に示すように、導光板１９内を伝播して反
対板面１９ｃに達した光に次のようにして光学作用を付与している。すなわち、反対板面
１９ｃに達した光が、単位プリズム４３ａの斜面４３ａ１に対して臨界角以下の入射角で
入射した場合には、その光の少なくとも一部は斜面４３ａ１にて屈折されることで第２方
向について選択的に集光されつつ出射される。単位プリズム４３ａから出射された光は、
反射シート４０の反射面４０ａにて反射された後、再び反対板面１９ｃに達したところで
単位プリズム４３ａの斜面４３ａ１に入射し、そこで少なくとも一部の光が屈折されるこ
とで第２方向について選択的に集光される。このようにプリズム部４３により集光作用が
付与された光は、プリズムシート４２において第２方向について集光され易いものとなっ
ており、それによりプリズムシート４２の出射光に係る正面輝度がより向上されるように
なっている。なお、単位プリズム４３ａの斜面４３ａ１にて屈折される光の一部には、上
記のような異方性集光作用が付与されないものも存在しており、そのような光は第２方向
について拡散されるような光学作用が付与される場合がある。一方、反対板面１９ｃに達
した光が、単位プリズム４３ａの斜面４３ａ１に対して臨界角を超える入射角で入射した
場合には、斜面４３ａ１にて全反射される。単位プリズム４３ａの斜面４３ａ１にて全反
射された光は、第２方向について拡散するよう進行しつつ導光板１９内を伝播されるので
、その後出光反射部４１により反射されて光出射面１９ａから出射する光に、第２方向に
ついて輝度ムラが生じ難くなる。
【００６４】
　続いて、導光板１９の光出射面１９ａ側に配された凹型レンチキュラーレンズ部４４に
ついて説明する。凹型レンチキュラーレンズ部４４は、導光板１９に一体形成されている
。凹型レンチキュラーレンズ部４４を導光板１９に一体に設けるには、例えば導光板１９
を射出成形によって製造し、その成形金型のうち光出射面１９ａを成形するための成形面
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に予め凹型レンチキュラーレンズ部４４を転写するための転写形状を形成しておけばよい
。凹型レンチキュラーレンズ部４４は、図２，図６及び図１０に示すように、光出射面１
９ａに、第１方向（Ｘ軸方向）に沿って延在する凹型シリンドリカルレンズ（シリンドリ
カルレンズ、光出射面側シリンドリカルレンズ）４４ａを第２方向（Ｙ軸方向）に沿って
多数並ぶ形で配してなる。凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、光出射面１９ａを第３方
向（Ｚ軸方向）に沿って裏側に凹ませる形で設けられており、凹型レンズとされる。凹型
シリンドリカルレンズ４４ａは、第２方向に沿って切断した断面形状が半円形状をなし且
つ第１方向に沿って延在する溝状をなしており、その表面が凹型の円弧状面４４ａ１とさ
れる。凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、その円弧状面４４ａ１の基端部４４ａ２での
接線Ｔａが第２方向に対してなす角度θｔを「接線角」としたとき、その接線角θｔが例
えば７０°程度とされる。なお、凹型レンチキュラーレンズ部４４の詳しい構成について
後に改めて説明する。
【００６５】
　このような構成の凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、図１０に示すように、導光板１
９内を伝播して光出射面１９ａに達した光に次のように光学作用を付与するものとされる
。すなわち、光出射面１９ａに達した光が、凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける円
弧状面４４ａ１に対して臨界角を超える入射角で入射した場合には、円弧状面４４ａ１に
て全反射されることで、第２方向について拡散するよう進行しつつ導光板１９内を伝播さ
れる。ここで、凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、例えば凸型のシリンドリカルレンズ
に比べると、円弧状面４４ａ１に対する光の入射角が臨界角を超える確率が高いものとな
っているので、光を全反射し易いものとされており、もって光を第２方向についてより好
適に拡散させることができる。また、円弧状面４４ａ１の円弧状面４４ａ１にて全反射さ
れた光は、単位プリズム４３ａの斜面４３ａ１にて全反射された光に比べると、第２方向
についてより広範囲に拡散するものとされる。これにより、その後に出光反射部４１によ
り反射されて光出射面１９ａから出射する光に、第２方向について輝度ムラがより生じ難
くなる。一方、光出射面１９ａに達した光が、凹型シリンドリカルレンズ４４ａの円弧状
面４４ａ１に対して臨界角以下の入射角で入射した場合には、その光の少なくとも一部は
円弧状面４４ａ１にて屈折されることで第２方向について選択的に集光作用が付与されつ
つプリズムシート４２へ向けて出射される。なお、凹型シリンドリカルレンズ４４ａによ
って異方性集光作用が付与された光は、プリズムシート４２においては第２方向について
集光され難く、むしろ第２方向について拡散され易いものとなっているため、プリズムシ
ート４２の出射光に係る輝度ムラを改善させるものの、正面輝度の向上に寄与することが
ないものとされる。
【００６６】
　以上のように、ＬＥＤ１７から発せられて導光板１９の光入射面１９ｂに入射した光は
、図９及び図１０に示すように、第１方向について反対端面１９ｄ側に向かって進行する
形で導光板１９内を伝播する過程で、反対板面１９ｃに配されたプリズム部４３、及び光
出射面１９ａに配された凹型レンチキュラーレンズ部４４によって全反射されることで、
第２方向について広範囲に拡散される。これにより、導光板１９内を伝播する光は、ＬＥ
Ｄ１７の並び方向である第２方向について好適に混合されるので、その後に光出射面１９
ａから出射される出射光に第２方向について輝度ムラが生じ難いものとなる。一方、導光
板１９内を伝播する過程で出光反射部４１により反射された光に関しては、少なくともそ
の一部は、プリズム部４３と凹型レンチキュラーレンズ部４４とのいずれか一方または両
方によって第２方向について選択的に集光作用が付与された上で光出射面１９ａから出射
される。このとき、凹型レンチキュラーレンズ部４４によって異方性集光作用が付与され
た光に関しては、プリズムシート４２においては第２方向について集光され難くなる可能
性があるものの、凹型レンチキュラーレンズ部４４によって異方性集光作用が付与されず
にプリズム部４３によって異方性集光作用が付与された光に関しては、プリズムシート４
２においては第２方向について集光され易くなっているので、プリズムシート４２の出射
光に係る正面輝度が向上されるようになっている。
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【００６７】
　ところで、プリズムシート４２は、図１０に示すように、既述した通り、出光側単位プ
リズム４２ａの頂角θｖ１が、単位プリズム４３ａの頂角θｖ２よりも小さいので、プリ
ズム部４３に比べるとより多くの光を再帰反射させるとともに出射光の出射角度範囲をよ
り狭く規制しており、最も強い集光作用を有している。これに対し、プリズムシート４２
に供給される光には、導光板１９の反対板面１９ｃにおいてプリズム部４３により異方性
集光作用が付与されたものが含まれているから、プリズムシート４２をなす出光側単位プ
リズム４２ａにおいて再帰反射される割合が低くなっており、それにより出光側単位プリ
ズム４２ａから効率的に出射されるようになっている。これにより、光の利用効率がより
高いものとなっていて、バックライト装置１２の出射光に係る輝度の向上に好適となる。
【００６８】
　ここで、プリズムシート４２に対して供給される光が、どのように角度付けされていれ
ばプリズムシート４２の出射光における正面輝度の向上に寄与するのかに関して知見を得
るべく、以下のように検証を行った。すなわち、プリズムシート４２のシート基材４２ｂ
における入光側板面４２ｂ１に対して入射する光の入射角と、出光側単位プリズム４２ａ
の斜面４２ａ１から出射する光の出射角との関係についてスネルの法則に基づいて計算し
、その結果を図１３に示す。具体的な計算方法としては、まず入光側板面４２ｂ１に対す
る光の入射角から入光側板面４２ｂ１からの光の出射角が求められ、次に入光側板面４２
ｂ１からの光の出射角が、出光側板面４２ｂ２、及び出光側単位プリズム４２ａの底面４
２ａ２に対する光の入射角と等しくなることから、出光側板面４２ｂ２、及び出光側単位
プリズム４２ａの底面４２ａ２からの光の出射角が求められる（図１０を参照）。そして
、出光側板面４２ｂ２、及び出光側単位プリズム４２ａの底面４２ａ２からの光の出射角
は、出光側単位プリズム４２ａの斜面４２ａ１に対する光の入射角と等しくなることから
、出光側単位プリズム４２ａの斜面４２ａ１からの光の出射角が求められる（図１０を参
照）。なお、シート基材４２ｂ及び出光側単位プリズム４２ａの各屈折率、及び出光側単
位プリズム４２ａの頂角θｖ１は、既述した通りであり、また外部の空気層の屈折率につ
いては「１．０」として計算を行っている。図１３では、縦軸をシート基材４２ｂの入光
側板面４２ｂ１に対する光の入射角（単位は「°」）とし、横軸を出光側単位プリズム４
２ａの斜面４２ａ１からの光の出射角（単位は「°」）としており、出射角０°が正面方
向に平行な光の出射角である。図１３によれば、出光側単位プリズム４２ａの斜面４２ａ
１からの光の出射角を、例えば±１０°の範囲とするには、シート基材４２ｂの入光側板
面４２ｂ１に対する光の入射角を２３°～４０°の範囲とすればよいことが分かる。つま
り、プリズムシート４２に対して供給される光、つまり導光板１９の光出射面１９ａから
出射される光は、その出射角が２３°～４０°の範囲とされていれば、プリズムシート４
２の出光側単位プリズム４２ａからの出射光が、正面方向に対して±１０°の範囲となる
出射角でもって出射されるようになっており、出射光に係る正面輝度の向上を図る上で有
用とされる。本実施形態においては、導光板１９のプリズム部４３によって異方性集光作
用が付与された光には、光出射面１９ａから出射する際の出射角が２３°～４０°の範囲
となるものが多く含まれる傾向にあるものの、凹型レンチキュラーレンズ部４４によって
異方性集光作用が付与された光には、光出射面１９ａから出射する際の出射角が２３°～
４０°の範囲外となるものが多く含まれる傾向にあるものとされる。
【００６９】
　ところで、従来では導光板の光出射面に突条を設け、その突条によって出射光の正面輝
度の向上を図るようにしているものの、その反面、輝度ムラが発生し易くなるという問題
があった。すなわち、上記した従来では、複数の点状光源が導光板の光入射面の長手方向
に沿って間隔を空けて並んで配されていることから、導光板のうち光入射面の近くでは、
光出射面からの出射光に点状光源の並び方向について明部と暗部とが並ぶ形で輝度ムラが
発現し易い傾向にある。これに対し、上記した突条によれば上記した明部の輝度がより高
められてしまうため、光入射面の近くにおいて輝度ムラがより発生し易いものとなってい
た。ここで、例えば突条に代えてシリンドリカルレンズを設けるようにすれば、上記のよ
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うな輝度ムラに関しては緩和されるものの、シリンドリカルレンズではプリズムシートで
の集光に寄与しない光を多く生じさせるために正面輝度が低下するという問題が新たに生
じてしまうおそれがある。
【００７０】
　そこで、本実施形態に係る導光板１９は、図７，図１０から図１２に示すように、光出
射面１９ａに凹型レンチキュラーレンズ部４４に加えて平坦状部４５が設けられるととも
にこれらにおける第２方向についての占有比率が第１方向についての位置に応じて変化す
る構成とされているところに特徴を有している。詳しくは、凹型レンチキュラーレンズ部
４４は、第１方向について光入射面１９ｂに近い側（反対端面１９ｄから遠い側）では凹
型シリンドリカルレンズ４４ａにおける幅寸法（第２方向についての寸法）、つまり第２
方向についての占有比率が相対的に高いものの、光入射面１９ｂから遠い側（反対端面１
９ｄに近い側）では凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占有比
率が相対的に低くなるよう構成されている。平坦状部４５は、第１方向（Ｘ軸方向）及び
第２方向（Ｙ軸方向）に沿って平坦な形状とされており、導光板１９の光出射面１９ａの
うち凹型レンチキュラーレンズ部４４の非形成領域に配されている。平坦状部４５は、凹
型レンチキュラーレンズ部４４を構成する凹型シリンドリカルレンズ４４ａに対して第２
方向について隣り合う形で複数が配されている。つまり、導光板１９の光出射面１９ａに
は、凹型シリンドリカルレンズ４４ａと平坦状部４５とが第２方向について交互に並ぶ形
で配されている。そして、平坦状部４５は、第１方向について光入射面１９ｂに近い側（
反対端面１９ｄから遠い側）では幅寸法、つまり第２方向についての占有比率が相対的に
低いものの、光入射面１９ｂから遠い側（反対端面１９ｄに近い側）では第２方向につい
ての占有比率が相対的に高くなるものとされている。
【００７１】
　より詳しくは、凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、図７，図１０から図１２に示すよ
うに、その幅寸法、つまり光出射面１９ａにおける第２方向についての占有比率が、第１
方向についての光入射面１９ｂから遠ざかって反対端面１９ｄに近づくのに従って連続的
に漸次減少し、逆に第１方向について反対端面１９ｄから遠ざかって光入射面１９ｂに近
づくのに従って連続的に漸次増加している。凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、導光板
１９における第１方向についての光入射面１９ｂ側の端部（端位置）では上記占有比率が
最大で例えば７０％～９０％程度とされるのに対し、反対端面１９ｄ側の端部では上記占
有比率が最小で例えば１０％～３０％程度とされ、また第１方向についての中央部では上
記占有比率が例えば５０％程度とされる。さらには、凹型シリンドリカルレンズ４４ａは
、その高さ寸法（第３方向についての寸法）が第１方向についての位置に応じて変化する
よう形成されている。詳しくは、凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、その高さ寸法、つ
まり光出射面１９ａからの凹み深さが、第１方向についての光入射面１９ｂから遠ざかっ
て反対端面１９ｄに近づくのに従って連続的に漸次減少し、逆に第１方向について反対端
面１９ｄから遠ざかって光入射面１９ｂに近づくのに従って連続的に漸次増加している。
つまり、凹型シリンドリカルレンズ４４ａの高さ寸法は、第１方向についての位置に応じ
て幅寸法と同様に変化するものとされる。従って、凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、
その表面積（円弧状面４４ａ１の面積）に関しても、第１方向についての位置に応じて幅
寸法及び高さ寸法と同様に変化するものとされる。また、凹型シリンドリカルレンズ４４
ａは、第１方向について光入射面１９ｂから遠ざかって反対端面１９ｄに近づくと上り勾
配となり、逆に反対端面１９ｄから遠ざかって光入射面１９ｂに近づくと下り勾配となる
よう、光入射面１９ｂ側（ＬＥＤ１７側）に向かって前傾した傾斜状をなしている。一方
、平坦状部４５は、その幅寸法、つまり光出射面１９ａにおける第２方向についての占有
比率が、第１方向についての光入射面１９ｂに近づいて反対端面１９ｄから遠ざかるのに
従って連続的に漸次減少し、逆に第１方向について反対端面１９ｄに近づいて光入射面１
９ｂから遠ざかるのに従って連続的に漸次増加している。平坦状部４５は、導光板１９に
おける第１方向についての光入射面１９ｂ側の端部（端位置）では上記占有比率が最小で
例えば１０％～３０％程度とされるのに対し、反対端面１９ｄ側の端部では上記占有比率
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が最大で例えば７０％～９０％程度とされ、また第１方向についての中央部では上記占有
比率が例えば５０％程度とされる。このように光出射面１９ａにおける第１方向について
の中央部では、凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占有比率と
、平坦状部４５における同占有比率と、が互いにほぼ等しくなっている。
【００７２】
　既述した通り、凹型レンチキュラーレンズ部４４は、出光反射部４１による反射光に対
して異方性集光作用を付与するものの、その異方性集光作用を付与された光は、プリズム
シート４２においては第２方向について集光され難く、むしろ第２方向について拡散され
易くなっている。一方、第２方向について凹型シリンドリカルレンズ４４ａに対して隣り
合う形で配される平坦状部４５は、出光反射部４１による反射光に対して特定の光学作用
を付与することが殆どないものとされるので、平坦状部４５を介してプリズムシート４２
へと出射された光は、プリズム部４３により付与された異方性集光作用が支配的に付与さ
れたものとなり、それによりプリズムシート４２では第２方向について集光作用が付与さ
れ易くなっている。従って、凹型レンチキュラーレンズ部４４の凹型シリンドリカルレン
ズ４４ａにおける第２方向についての占有比率が高く且つ平坦状部４５における第２方向
についての占有比率が低くなるほど、プリズムシート４２の出射光においては第２方向に
ついて輝度ムラが緩和され易くなるものの輝度が低下し易くなる傾向とされるのに対し、
平坦状部４５における第２方向についての占有比率が高くなり且つ凹型シリンドリカルレ
ンズ４４ａにおける第２方向についての占有比率が低くなるほど、プリズムシート４２の
出射光においては第２方向について輝度ムラが緩和され難くなるものの輝度が向上し易く
なる傾向とされる。
【００７３】
　そして、上記したように凹型レンチキュラーレンズ部４４及び平坦状部４５は、第１方
向について光入射面１９ｂに近い側では凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方
向についての占有比率が相対的に高く且つ平坦状部４５における第２方向についての占有
比率が相対的に低くなるのに対し、第１方向について光入射面１９ｂから遠い側（反対端
面１９ｄに近い側）では凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占
有比率が相対的に低く且つ平坦状部４５における第２方向についての占有比率が相対的に
高くなるよう設けられているから、光入射面１９ｂに沿って複数が並ぶ配置とされたＬＥ
Ｄ１７に起因する輝度ムラの発生が懸念される第１方向について光入射面１９ｂに近い側
においては、相対的に高い占有比率とされた凹型レンチキュラーレンズ部４４の凹型シリ
ンドリカルレンズ４４ａによりプリズムシート４２の出射光に第２方向について輝度ムラ
が生じ難くされるのに対し、本来的にＬＥＤ１７に起因する輝度ムラが発生し難いものと
される第１方向について光入射面１９ｂから遠い側においては、相対的に高い占有比率と
された平坦状部４５によりプリズムシート４２の出射光に係る輝度がより高いものとされ
る。以上により、プリズムシート４２の出射光に関して輝度ムラが緩和されるのに加えて
輝度の向上が図られる。
【００７４】
　次に、光出射面の全域を平坦状部にした導光板において、反対板面側に配したプリズム
部を構成する単位プリズムの頂角を変化させた場合に輝度がどのように変化するかに関し
て知見を得るべく比較実験１を行った。この比較実験１では、光出射面の全域に平坦状部
を設けるとともに反対板面に出光反射部及びプリズム部を設けるようにした導光板を用い
、そのプリズム部を構成する単位プリズムの頂角を、９０°～１６０°の範囲で変化させ
たとき、当該頂角の変化に伴って、導光板の光出射面から出射した光を、当該導光板の出
光側に積層配置したプリズムシートに透過させて得られる出射光の輝度がどのように変化
するかを測定し、その結果を図１４に示す。この比較実験１で用いる導光板は、光出射面
の全域が平坦状部とされる点を除いては、本段落以前に説明したものと同一である。また
、比較実験１で用いるプリズムシートは、本段落以前に説明したものと同一である。図１
４において、横軸は、単位プリズムの頂角（単位は「°」）であり、縦軸は、プリズムシ
ートの出射光に係る相対輝度（単位は「％」）である。図１４の縦軸に示される出射光に
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係る相対輝度は、光出射面の全域に、幅寸法が全長にわたって一定とされた複数の凹型シ
リンドリカルレンズからなる凹型レンチキュラーレンズ部を設けるとともに、反対板面に
設けたプリズム部を構成する単位プリズムの頂角を１００°とした導光板（以下、比較例
２の導光板と言う）からの出射光をプリズムシートに透過させて得られる輝度値を基準（
１００％）とした相対値である。なお、比較実験１において用いた導光板において、特に
単位プリズムの頂角を１００°とした導光板を比較例１とする。
【００７５】
　比較実験１の実験結果について説明する。図１４からは、比較実験１にて用いた導光板
における単位プリズムの頂角が９０°～１００°の範囲とされるか、１２０°～１６０°
の範囲とされていれば、比較例２の導光板との比較において相対輝度が少なくとも５％以
上高くなることが分かる。中でも、単位プリズムの頂角が９０°～１００°の範囲とされ
るか、１３３°～１４０°の範囲とされていれば、比較例２の導光板との比較において相
対輝度が少なくとも１０％以上高くなる。そして、単位プリズムの頂角が１００°とされ
ていれば、最も高輝度となっていて比較例２の導光板との比較において相対輝度が１８％
程度高くなる。この比較実験１のように、導光板の光出射面の全域に平坦状部を配すると
、平坦状部では光に特定の光学作用を付与することがないため、導光板の出射光に付与さ
れる光学作用としてはプリズム部による異方性集光作用が支配的となっている。従って、
プリズム部を構成する単位プリズムの頂角は、９０°～１００°の範囲、または１２０°
～１６０°の範囲とされるのが好ましく、このうちの１２０°～１６０°の範囲において
は１３３°～１４０°の範囲とされるのがより好ましい。そして、プリズム部を構成する
単位プリズムの頂角は、１００°とされるのが最も好ましい。この傾向は、導光板１９の
光出射面１９ａに、第１方向についての位置に応じて幅寸法が変化する凹型レンチキュラ
ーレンズ部４４及び平坦状部４５を設けるようにした場合でも同様とされる。
【００７６】
　続いて、光出射面の全域を平坦状部にした導光板と、光出射面の全域をレンチキュラー
レンズ部にした導光板と、で輝度分布がどのように異なるかに関して知見を得るべく比較
実験２を行った。この比較実験２では、光出射面の全域に平坦状部を設けるとともに反対
板面に出光反射部及びプリズム部を設けるようにし且つ単位プリズムの頂角を１００°と
した導光板を用いた場合を比較例１とし、光出射面の全域に、幅寸法が第１方向について
全長にわたって一定とされた複数の凹型シリンドリカルレンズからなる凹型レンチキュラ
ーレンズ部を設けるとともに、反対板面に設けたプリズム部を構成する単位プリズムの頂
角を１００°とした導光板を用いた場合を比較例２とし、これら比較例１，２に係る各導
光板の出射光をプリズムシートに透過させて得られる出射光に関して、輝度分布を測定し
てその結果を図１５に示す。図１５では、縦軸をプリズムシートからの出射光の相対輝度
（無単位）とし、横軸を第２方向についての正面方向に対する角度（単位は「°」）とし
ている。図１５における縦軸の相対輝度は、比較例１，２に係る各導光板のそれぞれにお
いて、正面方向（角度が０°）についての輝度値を基準（１．０）とした相対値である。
なお、図１５では、実線で示されるグラフが比較例１を、破線で示されるグラフが比較例
２を、それぞれ表している。また、比較実験２で用いるプリズムシートは、本段落以前に
説明したものと同一である。
【００７７】
　比較実験２の実験結果について説明する。図１５によれば、比較例１は、比較例２に比
べて、プリズムシートの出射光に係る第２方向についての正面輝度がより高いものとされ
ている。詳しくは、比較例１に係る導光板からの出射光をプリズムシートに透過させて得
た出射光には、比較例２に係る導光板からの出射光をプリズムシートに透過させて得た出
射光に比べると、正面方向に対して進行方向が±５°の角度範囲となるものの光量が相対
的に多く含まれているのに対し、正面方向に対して進行方向が±５°～±４０°の角度範
囲となるものが相対的に少なく含まれていることが分かる。つまり、比較例１に係る導光
板からの出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光は、比較例２に比べて正面方向
への集光度合いが高いものとされている。これにより、比較実験１に係る図１４に示され
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る通り、光出射面の全域が平坦状部とされるとともに単位プリズムの頂角が１００°とさ
れた比較例１は、光出射面の全域が凹型レンチキュラーレンズ部とされるとともに単位プ
リズムの頂角が１００°とされた比較例２に比べて、１８％程度の相対輝度向上効果が得
られる。
【００７８】
　次に、光出射面の全域を平坦状部にした導光板と、光出射面の全域を凹型レンチキュラ
ーレンズ部とした導光板と、光出射面１９ａに凹型レンチキュラーレンズ部４４及び平坦
状部４５を混在させた導光板１９と、で光出射面からの出射光に輝度ムラが生じるか否か
に関して知見を得るべく比較実験３を行った。この比較実験３では、上記した比較実験２
にて説明した比較例１，２に係る導光板をそれぞれ用いるとともに、光出射面１９ａに第
１方向についての位置に応じて第２方向についての占有比率が変化する凹型レンチキュラ
ーレンズ部４４及び平坦状部４５を設けるとともに反対板面１９ｃに出光反射部４１及び
プリズム部４３を設けるようにした導光板１９を実施例１として用いるようにしている。
実施例１に係る導光板１９には、第１方向について光入射面１９ｂに近い側では凹型レン
チキュラーレンズ部４４を構成する凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向に
ついての占有比率が相対的に高く且つ平坦状部４５における第２方向についての占有比率
が相対的に低くなるのに対し、第１方向について光入射面１９ｂから遠い側では凹型シリ
ンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占有比率が相対的に低く且つ平坦状
部４５における第２方向についての占有比率が相対的に高くなるよう設けられており、そ
の詳しい構成は比較実験１以前の段落において説明したものと同一である。また、実施例
１に係る導光板１９の反対板面１９ｃに配されたプリズム部４３を構成する単位プリズム
４３ａの頂角θｖ２は、１００°とされる。そして、比較実験３では、比較例１，２及び
実施例１に係る各導光板を用いた各バックライト装置において、ＬＥＤからの光を導光板
の光入射面に入射させるとともに光出射面から光を出射させた状態で光出射面側から写真
を撮影してその写真に基づいて輝度ムラの有無を判定するようにしており、その実験結果
を図１６の表に示した。なお、ここで用いるバックライト装置は、比較例１，２及び実施
例１に係る各導光板を除いては比較実験１以前の段落にて説明したものと同一である。図
１６には、比較例１，２及び実施例１に係る各導光板の光出射面から光を出射させた状態
で光出射面側から撮影した写真と、その写真に基づく輝度ムラの判定結果と、が記載され
ている。なお、図１６に示す写真は、導光板の光出射面のうち、特に光入射面側の部分を
撮影したものであり、同図下側にＬＥＤが配される配置となっている。
【００７９】
　比較実験３の実験結果について説明する。図１６によれば、比較例１に係る導光板では
、輝度ムラが視認されるのに対し、比較例２及び実施例１に係る導光板では、輝度ムラが
殆ど視認されなくなっている。詳しくは、比較例１に係る導光板は、光出射面の全域が平
坦状部とされていて凹型レンチキュラーレンズ部が全く設けられていない構成であるため
、導光板内を伝播する光における第２方向についての拡散度合いが低くなっており、それ
に起因して光出射面からの出射光には、第２方向（ＬＥＤの並び方向）について明部と暗
部とが交互に並ぶ形で輝度ムラが生じている。これに比べると、比較例２及び実施例１に
係る導光板は、いずれも光出射面に凹型レンチキュラーレンズ部が設けられた構成である
から、この凹型レンチキュラーレンズ部によって導光板内を伝播する光が第２方向につい
て良好に拡散され、もって光出射面からの出射光に第２方向についての輝度ムラが生じ難
くなっている。ここで、比較例２と実施例１とを比較すると、輝度ムラの程度に殆ど差が
ないことが分かる。実施例１は、比較例２に比べると、光出射面１９ａにおける凹型レン
チキュラーレンズ部４４の占有面積については低くなっているものの、ＬＥＤ１７の配置
（光入射面１９ｂに沿って複数のＬＥＤ１７が間欠的に並ぶ配置）に起因する輝度ムラの
発生が懸念される光入射面１９ｂの近くでは凹型レンチキュラーレンズ部４４を構成する
凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける幅寸法、つまり第２方向についての占有比率が
十分に高くなっているので、第１方向について光入射面１９ｂの近くにおいて導光板１９
内を伝播する光を凹型レンチキュラーレンズ部４４によって第２方向に拡散する作用が十
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分に得られ、もって第２方向についての輝度ムラを比較例２と同等に緩和することができ
るのである。
【００８０】
　続いて、光出射面の全域に、幅寸法が全長にわたって一定とされた複数の凹型シリンド
リカルレンズからなる凹型レンチキュラーレンズ部を設けた場合と、光出射面１９ａに第
１方向についての位置に応じて第２方向についての占有比率が変化する凹型レンチキュラ
ーレンズ部４４及び平坦状部４５を設けた場合と、で輝度分布がどのように異なるかに関
して知見を得るため、比較実験４を行った。比較実験４では、上記した比較実験２にて説
明した比較例２に係る導光板と、上記した比較実験３にて説明した実施例１に係る導光板
１９と、をそれぞれ用いるようにし、これら比較例２及び実施例１に係る各導光板の出射
光をプリズムシートに透過させて得られる出射光に関して、輝度分布を測定してその結果
を図１７から図１９に示す。この輝度分布の測定は、比較例２及び実施例１に係る各導光
板のうち、第１方向について、光入射面寄りの位置と、中央位置と、反対端面寄りの位置
と、の３箇所にて行うものとし、光入射面寄りの位置での測定結果を図１７に、中央位置
での測定結果を図１８に、反対端面寄りの位置での測定結果を図１９に、それぞれ示して
いる。図１７から図１９では、縦軸をプリズムシートからの出射光の相対輝度（無単位）
とし、横軸を第２方向についての正面方向に対する角度（単位は「°」）としている。図
１７から図１９における縦軸の相対輝度は、比較例２及び実施例１に係る各導光板のそれ
ぞれにおいて、正面方向（角度が０°）についての輝度値を基準（１．０）とした相対値
である。なお、図１７から図１９では、破線で示されるグラフが比較例２を、実線で示さ
れるグラフが実施例１を、それぞれ表している。また、比較実験４で用いるプリズムシー
トは、本段落以前に説明したものと同一である。
【００８１】
　比較実験４の実験結果について説明する。図１７から図１９によれば、実施例１に係る
導光板１９は、比較例１に係る導光板に比べると、第１方向についてのいずれの位置にお
いても正面輝度が相対的に高いものとされていることが分かる。そして、図１７と図１８
とを比較すると、第１方向について光入射面寄りの位置よりも、第１方向について中央位
置での方が、実施例１に係る正面輝度がより高くなっているのが分かる。さらには、図１
８と図１９とを比較すると、第１方向について中央位置よりも、第１方向について反対端
面寄りの位置での方が、実施例１に係る正面輝度がより高くなっているのが分かる。つま
り、実施例１に係る導光板１９においては、光入射面１９ｂから遠ざかって反対端面１９
ｄの近づくほど、正面輝度が向上しており、これは凹型シリンドリカルレンズ４４ａの幅
寸法の変化に反比例する傾向であると言える。詳しくは、凹型シリンドリカルレンズ４４
ａの幅寸法（第２方向についての占有比率）は、第１方向について光入射面１９ｂ側の端
位置にて最大となり、反対端面１９ｄ側の端位置にて最小となっていることから、同幅寸
法が減少するほど導光板１９の出射光をプリズムシート４２に透過させて得た出射光に係
る正面輝度が向上する傾向とされている。そして、幅寸法が上記のように変化する凹型シ
リンドリカルレンズ４４ａは、第１方向についての光入射面１９ｂ側において幅寸法が大
きくされることで、第２方向についての輝度ムラの発生を好適に抑制することができると
ともに、そのような輝度ムラが本来的に生じ難い第１方向についての中央位置や反対端面
１９ｄ側においては幅寸法が小さくされることで、プリズムシート４２の出射光に係る正
面輝度を向上させることができるのである。そして、実施例１に係る導光板１９からの出
射光をプリズムシート４２に透過させて得た出射光に係る輝度値を測定したところ、比較
例２に係る導光板を用いた場合との比較において、９％程度向上することが分かった。
【００８２】
　ここで、導光板１９の反対板面１９ｃに配された出光反射部４１とプリズム部４３との
関係について詳しく説明する。出光反射部４１をなす単位反射部４１ａは、図７及び図１
０に示すように、プリズム部４３をなす単位プリズム４３ａのうちの頂部４３ａ２側を部
分的に切り欠いて形成されている。このため、単位プリズム４３ａのうちの頂部４３ａ２
側とは反対側の底部側部分には、単位反射部４１ａが切欠形成されず、単位反射部４１ａ
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の非形成部位とされている。この単位反射部４１ａにおける高さ寸法（第３方向について
寸法）は、単位プリズム４３ａにおける高さ寸法よりも小さなものとされている。このよ
うな構成により、単位反射部４１ａは、図７に示すように、第２方向に沿って延在してい
るものの、第２方向について導光板１９の全長にわたって連続した構成とはなっておらず
、複数回途中で途切れている。つまり、単位反射部４１ａは、第２方向について間隔を空
けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから構成されている、と言える。しかも
、単位反射部４１ａは、単位プリズム４３ａのうちの頂部４３ａ２側を部分的に切り欠く
ことで第２方向に沿って側方に開口する形態に形成されている。この単位反射部４１ａを
なす分割単位反射部４１ａＳの数は、プリズム部４３をなす単位プリズム４３ａの総数と
一致している。また、単位反射部４１ａは、第２方向についての中央位置が、単位プリズ
ム４３ａの頂部４３ａ２における第２方向についての配置とほぼ一致している。その上で
、第１方向について並んだ各単位反射部４１ａは、第１方向について光入射面１９ｂ（Ｌ
ＥＤ１７）から遠ざかるほど高さ寸法（深さ寸法）が次第に大きくなっているので（図３
を参照）、第１方向について光入射面１９ｂから遠ざかるほど幅寸法（第２方向について
の形成範囲）が次第に大きくなっている。従って、第１方向について光入射面１９ｂ側に
配された単位反射部４１ａは、図８に示すように、幅寸法が相対的に小さくなるとともに
その表面積が相対的に小さいのに対し、第１方向について反対端面１９ｄ側に配された単
位反射部４１ａは、幅寸法が相対的に大きくなるとともにその表面積が相対的に大きくな
っている。
【００８３】
　上記した単位反射部４１ａは、その表面積の大きさに反射光量が比例する傾向にあるこ
とから、必要な反射光量を得るには表面積の大きさをそれに応じた値としなければならな
い。これは、出光反射部４１に関しても同様であり、出光反射部４１による必要な反射光
量を得るには、出光反射部４１全体の表面積（各単位反射部４１ａの表面積を足した総面
積）の大きさもそれに応じた値とする必要がある。ここで、仮に単位反射部を第２方向に
ついて導光板１９の全長にわたって延在する形で形成した場合には、単位反射部の表面積
を上記値とするには、単位反射部における第３方向についての寸法を一定以上に大きくす
ることができない。これに比べて、単位反射部４１ａを、第２方向について間隔を空けて
断続的に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから構成すれば、単位反射部４１ａの表面積
を上記値とするに際して、単位反射部４１ａにおける第３方向についての寸法を相対的に
大きくすることができる。従って、導光板１９を樹脂成形により製造し、その反対板面１
９ｃに出光反射部４１を一体成形する際に、反対板面１９ｃにおいて単位反射部４１ａを
なす分割単位反射部４１ａＳが設計通りの形状でもって形成され易くなる。これにより、
出光反射部４１の光学性能を適切に発揮させることができる。なお、仮に単位反射部を第
２方向について導光板１９の全長にわたって延在する形で形成した場合には、第１方向に
ついて並ぶ単位反射部の数を削減することで、各単位反射部の表面積を足した総面積を調
整することが可能ではあるものの、そうすると第１方向について並ぶ単位反射部の配列間
隔が大きくなるため、輝度ムラが生じることが懸念される。その点、単位反射部４１ａを
、第２方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから構成す
れば、第１方向について並ぶ単位反射部４１ａの数及び配列間隔を変更する必要がないか
ら、バックライト装置１２の出射光に輝度ムラが生じ難いものとされる。しかも、単位反
射部４１ａは、単位プリズム４３ａのうちの頂部４３ａ２側を部分的に切り欠くことで第
２方向に沿って開口する形態となるよう形成されているので、プリズム部４３による集光
性能が良好に発揮される。詳しくは、仮に単位反射部が第２方向に沿って開口せずに第１
方向に沿う側面を有する形態とされた場合には、その第１方向に沿う側面によって光が屈
折または反射されることで、プリズム部による集光性能が劣化することが懸念される。そ
の点、単位反射部４１ａは、単位プリズム４３ａのうちの頂部４３ａ２側を部分的に切り
欠くことで第２方向に沿って開口する形態とされているので、プリズム部４３による集光
性能が良好に発揮され、それによりバックライト装置１２の出射光に係る輝度をより高め
ることができるのである。
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【００８４】
　次に、プリズム部４３の有無によって出光反射部４１をなす単位反射部４１ａの形状再
現性にどのような変化が生じるのかに関して知見を得るべく比較実験５を行った。この比
較実験５では、反対板面１９ｃに出光反射部４１及びプリズム部４３が設けられた導光板
１９を実施例１とし、反対板面に出光反射部が設けられているもののプリズム部が設けら
れていない導光板を比較例３としている。この比較実験５における実施例１に係る導光板
１９は、上記した比較実験３の実施例１に係る導光板１９と同一のものである。比較実験
５における比較例３に係る導光板は、プリズム部を有さない点を除いては、実施例１に係
る導光板１９と同様の構造を有する。このため、比較例３に係る導光板に設けられた単位
反射部は、第２方向（Ｙ軸方向）について導光板の全長にわたって連続的に（途中で途切
れることなく）延在する形で設けられるとともにその第１方向（Ｘ軸方向）についての設
置数が、実施例１に係る導光板１９に設けられた単位反射部４１ａの同設置数と同一とさ
れる。そして、この比較実験５では、比較例３に係る導光板と、実施例１に係る導光板１
９とに関して、第１方向についての位置に応じた出光反射部をなす単位反射部の高さ寸法
を測定し、その結果を図２０に示す。その上で、この比較実験５では、比較例３及び実施
例１に係る各導光板を第１方向について概ね六等分したときに生じる区分位置を、光入射
面に近い側から順に第１位置、第２位置、第３位置、第４位置、及び第５位置とし、各位
置における単位反射部４１ａの形状再現性の良否を判定し、その結果を図２１に示す。図
２０では、縦軸を単位反射部の高さ寸法（単位は「μｍ」）とし、横軸を各導光板におけ
る第１方向についての位置としている。図２０における横軸の第１方向についての位置は
、図２０における左端が各導光板の光入射面に係る位置を示し、同図右端が各導光板の反
対端面に係る位置を示している。図２１では、第１位置から第５位置における単位反射部
の高さ寸法と、単位反射部の形状再現性に係る判定結果とを示している。この単位反射部
の形状再現性は、光学シミュレーションで得られた導光板の出射光に係る配光分布（理論
値）と、実際に樹脂成形した導光板の出射光に係る配光分布（実測値）との間にどの程度
の乖離があるかに基づいて判定しており、上記乖離が許容し得る基準を超えていれば、「
形状再現性が悪い」と判定し、上記乖離が許容し得る基準を超えていなければ、「形状再
現性が良い」と判定している。
【００８５】
　比較実験５の実験結果について説明する。図２０から、実施例１に係る導光板１９と、
比較例３に係る導光板とは、共に光入射面側から反対端面側に近づくのに従って単位反射
部の高さ寸法が次第に大きくなるよう形成されていることが分かる。その一方で、図２０
からは、実施例１に係る導光板１９に設けられた単位反射部４１ａは、その高さ寸法が、
比較例３に係る導光板に設けられた単位反射部の高さ寸法よりも概して大きくなるよう形
成されていることが分かる。これは、比較例３に係る導光板に設けられた単位反射部が、
第２方向について導光板の全長にわたって連続的に延在する形態とされるのに対し、実施
例１に係る導光板１９に設けられた単位反射部４１ａが、第２方向について間隔を空けて
断続的に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳからなることに起因しており、以下にその理
由を詳しく説明する。まず、単位反射部の表面積と、単位反射部による反射光量とは互い
に比例する関係にあることから、必要な反射光量を得るには、単位反射部の表面積の大き
さを目的の反射光量に応じた値としなければならない。ここで、比較例３に係る導光板で
は、単位反射部が第２方向について導光板の全長にわたって連続的に延在しているため、
単位反射部の表面積を上記値とするには、単位反射部における高さ寸法をそれほど大きく
することはできない。これに比べて、実施例１に係る導光板では、単位反射部４１ａが第
２方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳからなる構成で
あるから、単位反射部４１ａの表面積を上記値とするにあたり、単位反射部４１ａにおけ
る高さ寸法を相対的に大きくすることができる。このような理由から、実施例１に係る導
光板１９に設けられた単位反射部４１ａは、その高さ寸法が、比較例３に係る導光板に設
けられた単位反射部の高さ寸法よりも概して大きくなるよう形成されているのである。
【００８６】
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　次に、図２１からは、単位反射部の高さ寸法が概ね３μｍを超える大きさになると、単
位反射部の形状再現性が良好になることが分かる。そして、比較例３に係る導光板では、
第１位置から第４位置において、いずれも単位反射部の形状再現性が不良とされ、第５位
置においては同形状再現性が良好とされる。これに対し、実施例１に係る導光板１９では
、第２位置から第５位置において、いずれも単位反射部４１ａの形状再現性が良好とされ
、第１位置においては同形状再現性がやや良好とされる。これは、実施例１に係る導光板
１９に設けられた複数の単位反射部４１ａは、その殆どが、単位反射部の形状再現性の良
否の基準値である３μｍを超える高さ寸法とされているのに対し、比較例２に係る導光板
に設けられた複数の単位反射部は、その殆どが上記基準値（３μｍ）を超えない高さ寸法
とされていることに起因している。以上のように、実施例１のように、導光板１９の反対
板面１９ｃに出光反射部４１に加えてプリズム部４３を設けるとともに、出光反射部４１
をなす単位反射部４１ａを複数の分割単位反射部４１ａＳにより構成することで、単位反
射部４１ａの高さ寸法を十分に大きくことができるので、導光板１９を樹脂成形により製
造する際に、その反対板面１９ｃにおいて単位反射部４１ａをなす分割単位反射部４１ａ
Ｓが設計通りの形状でもって形成され易くなっている。これにより、出光反射部４１の光
学性能を適切に発揮させることができる。なお、比較例３に係る導光板において、単位反
射部の高さ寸法を大きくするには、例えば第１方向について並ぶ単位反射部の数を削減す
ることで、各単位反射部の表面積を足した総面積が一定の値となるよう調整することが考
えられる。しかしながら、そうすると第１方向について並ぶ単位反射部の配列間隔が大き
くなるため、導光板の出射光に輝度ムラが生じることが懸念される。その点、実施例１に
係る導光板１９のように、単位反射部４１ａを、第２方向について間隔を空けて断続的に
並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから構成すれば、第１方向について並ぶ単位反射部４
１ａの数及び配列間隔を変更する必要がないから、導光板１９の出射光に輝度ムラが生じ
難いものとされる。
【００８７】
　以上説明したように本実施形態のバックライト装置（照明装置）１２は、ＬＥＤ（光源
）１７と、方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対の端面の少なくともい
ずれか一方がＬＥＤ１７から発せられた光が入射される光入射面１９ｂとされるとともに
、一方の板面が光を出射させる光出射面１９ａとされ、さらには他方の板面が反対板面１
９ｃとされる導光板１９と、導光板１９に対して出光側に配され、導光板１９の外周端面
のうち対辺をなすとともに光入射面１９ｂを含まない一対の端面に沿う第１方向に沿って
延在する出光側単位プリズム（出光側単位集光部）４２ａを、導光板１９の外周端面のう
ち光入射面１９ｂを含む一対の端面に沿う第２方向に沿って複数並ぶ形で配してなるプリ
ズムシート（出光側異方性集光部）４２と、導光板１９の光出射面１９ａと反対板面１９
ｃとのうちの一方側に配されるとともに導光板１９内を伝播する光を反射して光出射面１
９ａからの出光を促すための出光反射部４１であって、第２方向に沿って延在する単位反
射部４１ａを、第１方向に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配してなる出光反射部４１と
、導光板１９の光出射面１９ａと反対板面１９ｃとのうちの一方側に配されるプリズム部
４３であって、第１方向に沿って延在する単位プリズム４３ａを、第２方向に沿って複数
並ぶ形で配してなるプリズム部４３と、導光板１９の光出射面１９ａと反対板面１９ｃと
のうちの他方側に配される凹型レンチキュラーレンズ部（レンチキュラーレンズ部）４４
であって、第１方向に沿って延在する凹型シリンドリカルレンズ（シリンドリカルレンズ
）４４ａを第２方向に沿って複数並ぶ形で配してなるとともに、第１方向について光入射
面１９ｂに近い側では凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占有
比率が相対的に高いものの光入射面１９ｂから遠い側では凹型シリンドリカルレンズ４４
ａにおける第２方向についての占有比率が相対的に低くなるよう構成された凹型レンチキ
ュラーレンズ部４４と、導光板１９の光出射面１９ａと反対板面１９ｃとのうちの他方側
に配されるとともに、第１方向及び第２方向に沿って平坦な平坦状部４５であって、第２
方向について凹型シリンドリカルレンズ４４ａに対して隣り合う形で配されるとともに、
第１方向について光入射面１９ｂに近い側では第２方向についての占有比率が相対的に低
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いものの光入射面１９ｂから遠い側では第２方向についての占有比率が相対的に高くなる
平坦状部４５と、を備える。
【００８８】
　このようにすれば、ＬＥＤ１７から発せられた光は、導光板１９の光入射面１９ｂに入
射し、導光板１９内を伝播され、その過程で出光反射部４１により反射される。この出光
反射部４１を構成する単位反射部４１ａは、第２方向に沿って延在するとともに第１方向
に沿って間隔を空けて複数並ぶ形で配されているので、導光板１９内を第１方向に沿って
進行する光を反射し、光出射面１９ａからの出射を促すことができる。光出射面１９ａか
らの出射光の少なくとも一部に関しては、プリズム部４３と凹型レンチキュラーレンズ部
４４との少なくともいずれか一方によってそれぞれ異方性集光作用が付与されている。す
なわち、プリズム部４３及び凹型レンチキュラーレンズ部４４は、それぞれ第１方向に沿
って延在する単位プリズム４３ａ及び凹型シリンドリカルレンズ４４ａを第２方向に沿っ
て複数並ぶ形で配した構成であるから、光出射面１９ａからの出射光の少なくとも一部に
は、単位プリズム４３ａと凹型シリンドリカルレンズ４４ａとの少なくともいずれか一方
によって第２方向について選択的に集光作用が付与されることになる。
【００８９】
　一方、出光反射部４１により反射されることなく導光板１９内を第１方向に沿って伝播
する光に関しては、プリズム部４３及び凹型レンチキュラーレンズ部４４により全反射さ
れることで、第２方向について拡散しつつ導光板１９内を伝播するものとされる。特に、
凹型レンチキュラーレンズ部４４は、凹型シリンドリカルレンズ４４ａにより構成されて
いるので、この凹型シリンドリカルレンズ４４ａにより全反射された光が第２方向につい
てより広範囲に拡散され易くなっている。
【００９０】
　導光板１９の光出射面１９ａから出射された光は、導光板１９に対して出光側に配され
たプリズムシート４２によって異方性集光作用が付与される。すなわち、プリズムシート
４２は、第１方向に沿って延在する出光側単位プリズム４２ａを第２方向に沿って複数並
ぶ形で配した構成であるから、出光側単位プリズム４２ａから出射する光には、出光側単
位プリズム４２ａの並び方向である第２方向について選択的に集光作用が付与される。こ
こで、凹型レンチキュラーレンズ部４４を構成する凹型シリンドリカルレンズ４４ａは、
出光反射部４１による反射光に対して上記のように異方性集光作用を付与するものの、そ
の異方性集光作用を付与された光は、プリズムシート４２においては第２方向について集
光され難く、むしろ第２方向について拡散され易くなっている。一方、第２方向について
凹型シリンドリカルレンズ４４ａに対して隣り合う形で配される平坦状部４５は、出光反
射部４１による反射光に対して特定の光学作用を付与することが殆どないものとされるの
で、平坦状部４５を介してプリズムシート４２へと出射された光は、プリズム部４３によ
り付与された異方性集光作用が支配的に付与されたものとなり、それによりプリズムシー
ト４２では第２方向について集光作用が付与され易くなっている。従って、凹型レンチキ
ュラーレンズ部４４の凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占有
比率が高く且つ平坦状部４５における第２方向についての占有比率が低くなるほど、プリ
ズムシート４２の出射光においては第２方向について輝度ムラが緩和され易くなるものの
輝度が低下し易くなる傾向とされるのに対し、平坦状部４５における第２方向についての
占有比率が高くなり且つ凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占
有比率が低くなるほど、プリズムシート４２の出射光においては第２方向について輝度ム
ラが緩和され難くなるものの輝度が向上し易くなる傾向とされる。
【００９１】
　そして、上記したように凹型レンチキュラーレンズ部４４及び平坦状部４５は、第１方
向について光入射面１９ｂに近い側では凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方
向についての占有比率が相対的に高く且つ平坦状部４５における第２方向についての占有
比率が相対的に低くなるのに対し、第１方向について光入射面１９ｂから遠い側では凹型
シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向についての占有比率が相対的に低く且つ平
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坦状部４５における第２方向についての占有比率が相対的に高くなるよう設けられている
から、ＬＥＤ１７に起因する輝度ムラの発生が懸念される第１方向について光入射面１９
ｂに近い側においては、相対的に高い占有比率とされた凹型レンチキュラーレンズ部４４
の凹型シリンドリカルレンズ４４ａによりプリズムシート４２の出射光に第２方向につい
て輝度ムラが生じ難くされるのに対し、本来的にＬＥＤ１７に起因する輝度ムラが発生し
難いものとされる第１方向について光入射面１９ｂから遠い側においては、相対的に高い
占有比率とされた平坦状部４５によりプリズムシート４２の出射光に係る輝度がより高い
ものとされる。以上により、プリズムシート４２の出射光に関して輝度ムラが緩和される
のに加えて輝度の向上が図られる。
【００９２】
　また、出光反射部４１及びプリズム部４３は、導光板１９の反対板面１９ｃ側に配され
ているのに対し、凹型レンチキュラーレンズ部４４は、導光板１９の光出射面１９ａ側に
配されている。このようにすれば、導光板１９の反対板面１９ｃ側に配された出光反射部
４１を構成する単位反射部４１ａにより反射される光の少なくとも一部は、プリズム部４
３により異方性集光作用を付与されつつ光出射面１９ａへと向かい、そこに配された凹型
レンチキュラーレンズ部４４により異方性集光作用を付与されつつ出射される。仮に出光
反射部を光出射面１９ａ側に配した場合に比べると、出光反射部４１により反射された光
が光出射面１９ａから出射するまでの光路が単純なものになるとともに光の損失が生じ難
くなるので、輝度低下が生じ難いものとされる。
【００９３】
　また、プリズム部４３は、単位プリズム４３ａの頂角θｖ２が９０°～１００°の範囲
とされる。このようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向について
の占有比率を一定とした場合に比べると、光出射面１９ａからの出射光に係る輝度を十分
に向上させることができる。
【００９４】
　また、プリズム部４３は、単位プリズム４３ａの頂角θｖ２が１００°とされる。この
ようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率を一
定とした場合に比べると、光出射面１９ａからの出射光に係る輝度を最も向上させること
ができる。
【００９５】
　また、プリズム部４３は、単位プリズム４３ａの頂角θｖ２が１２０°～１６０°の範
囲とされる。このようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向につい
ての占有比率を一定とした場合に比べると、光出射面１９ａからの出射光に係る輝度を十
分に向上させることができる。
【００９６】
　また、プリズム部４３は、単位プリズム４３ａの頂角θｖ２が１３３°～１４０°の範
囲とされる。このようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向につい
ての占有比率を一定とした場合に比べると、光出射面１９ａからの出射光に係る輝度をよ
り向上させることができる。
【００９７】
　また、凹型レンチキュラーレンズ部４４は、凹型シリンドリカルレンズ４４ａが凹型を
なすよう設けられている。このようにすれば、仮にシリンドリカルレンズを凸型をなすよ
うにした場合に比べると、導光板１９内を伝播する光が凹型シリンドリカルレンズ４４ａ
における曲面状をなす界面に対して臨界角を超える入射角でもって入射する確率が高いも
のとなるので、光が同界面から出射し難くなる。これにより、導光板１９内を伝播する光
が凹型シリンドリカルレンズ４４ａにより全反射され易くなるとともに第２方向について
拡散され易くなり、もって第２方向について輝度ムラがより生じ難いものとなる。
【００９８】
　また、凹型レンチキュラーレンズ部４４及び平坦状部４５は、第１方向について光入射
面１９ｂから遠ざかるのに従い、凹型シリンドリカルレンズ４４ａにおける第２方向につ
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いての占有比率が連続的に漸次減少するのに対し、平坦状部４５における第２方向につい
ての占有比率が連続的に漸次増加するよう設けられている。このようにすれば、仮に凹型
レンチキュラーレンズ部の凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比
率と、平坦状部における第２方向についての占有比率とを段階的に変化させた場合に比べ
ると、輝度ムラの発生をより好適に抑制することができ、また輝度の向上にもより好適と
なる。
【００９９】
　また、出光反射部４１は、単位反射部４１ａが第２方向について間隔を空けて断続的に
並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから構成されている。まず、単位反射部４１ａは、そ
の表面積の大きさに反射光量が比例する傾向にあることから、必要な反射光量を得るには
表面積の大きさをそれに応じた値としなければならない。ここで、仮に単位反射部を第２
方向について導光板１９の全長にわたって延在する形で形成した場合には、単位反射部４
１ａの表面積を上記値とするには、単位反射部４１ａにおける導光板１９の板面の法線方
向についての寸法を一定以上に大きくすることができない。これに比べて、単位反射部４
１ａを、第２方向について間隔を空けて断続的に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから
構成すれば、単位反射部４１ａの表面積を上記値とするに際して、単位反射部４１ａにお
ける導光板１９の板面の法線方向についての寸法を相対的に大きくすることができる。従
って、例えば導光板１９を樹脂成形により製造し、その光出射面１９ａと反対板面１９ｃ
とのうちの一方側に出光反射部４１を一体成形した場合には、光出射面１９ａと反対板面
１９ｃとのうちの一方側において単位反射部４１ａをなす分割単位反射部４１ａＳが設計
通りの形状でもって形成され易くなる。これにより、出光反射部４１の光学性能を適切に
発揮させることができる。
【０１００】
　なお、仮に単位反射部を第２方向について導光板１９の全長にわたって延在する形で形
成した場合には、第１方向について並ぶ単位反射部４１ａの数を削減することで、各単位
反射部４１ａの表面積を足した総面積を調整することが可能ではあるものの、そうすると
第１方向について並ぶ単位反射部４１ａの配列間隔が大きくなるため、輝度ムラが生じる
ことが懸念される。その点、単位反射部４１ａを、第２方向について間隔を空けて断続的
に並ぶ複数の分割単位反射部４１ａＳから構成すれば、第１方向について並ぶ単位反射部
４１ａの数及び配列間隔を変更する必要がないから、当該バックライト装置１２の出射光
に輝度ムラが生じ難いものとされる。
【０１０１】
　また、出光反射部４１は、単位反射部４１ａが、プリズム部４３を構成する単位プリズ
ム４３ａのうちの頂部４３ａ２側を部分的に切り欠くことで第２方向に沿って開口する形
態となるよう形成されている。仮に単位反射部４１ａが第２方向に沿って開口せずに第１
方向に沿う側面を有する形態とされた場合には、その第１方向に沿う側面によって光が屈
折または反射されることで、プリズム部４３による集光性能が劣化することが懸念される
。その点、単位反射部４１ａが、単位プリズム４３ａのうちの頂部４３ａ２側を部分的に
切り欠くことで第２方向に沿って開口する形態となるよう出光反射部４１が形成されてい
るので、プリズム部４３による集光性能が良好に発揮され、それにより当該バックライト
装置１２の出射光に係る輝度をより高めることができる。
【０１０２】
　また、本実施形態に係る液晶表示装置（表示装置）１０は、上記したバックライト装置
１２と、バックライト装置１２からの光を利用して表示を行う液晶パネル（表示パネル）
１１とを備える。このような構成の液晶表示装置１０によれば、バックライト装置１２の
出射光に輝度ムラが生じ難く且つ高輝度とされているから、表示品位に優れた表示を実現
することができる。
【０１０３】
　＜実施形態２＞
　本発明の実施形態２を図２２から図３１によって説明する。この実施形態２では、出光
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反射部１４１及びプリズム部１４３と、凹型レンチキュラーレンズ部１４４及び平坦状部
１４５と、の配置を逆転させたものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構造、作
用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１０４】
　本実施形態に係る導光板１１９は、図２２から図２４に示すように、光出射面１１９ａ
側に出光反射部１４１及びプリズム部１４３を、反対板面１１９ｃ側に凹型レンチキュラ
ーレンズ部（反対板面側レンチキュラーレンズ部）１４４及び平坦状部１４５を、それぞ
れ配置してなるものとされており、上記した実施形態１に記載した導光板１９とは表裏の
板面１９ａ，１９ｃにおける各構造物の配置が逆転している。これら出光反射部１４１、
プリズム部１４３、凹型レンチキュラーレンズ部１４４、及び平坦状部１４５は、導光板
１１９における表裏の板面１１９ａ，１１９ｃの配置を除いては、上記した実施形態１に
記載したものと同様の構成とされている。重複する内容ではあるが、補足的に説明すると
、凹型レンチキュラーレンズ部１４４及び平坦状部１４５は、図２２，図２４から図２６
に示すように、第１方向についての位置に応じて反対板面１１９ｃにおける第２方向につ
いての占有比率が変化するものとされており、第１方向について光入射面１１９ｂに近い
側では凹型シリンドリカルレンズ（反対板面側シリンドリカルレンズ）１４４ａに係る上
記占有比率が相対的に高く且つ平坦状部１４５に係る上記占有比率が相対的に低くなるの
に対し、第１方向について光入射面１１９ｂから遠い側（反対端面１１９ｄに近い側）で
は凹型シリンドリカルレンズ１４４ａに係る上記占有比率が相対的に低く且つ平坦状部１
４５に係る上記占有比率が相対的に高くなるよう設けられている。
【０１０５】
　導光板１１９の反対板面１１９ｃに配された凹型レンチキュラーレンズ部１４４を構成
する複数の凹型シリンドリカルレンズ１４４ａと、反射シート１４０との間には、図２４
に示すように、所定の隙間Ｃ１が空けられるようになっている。この隙間Ｃ１は、導光板
１１９の反対板面１１９ｃと、反射シート１４０との間に介在するとともに、屈折率が約
１．０とされた空気層とされている。この隙間Ｃ１は、第２方向（Ｘ軸方向）の位置に応
じてその高さ寸法（第３方向についての寸法）が変化するものとされており、具体的には
、同高さ寸法が、第２方向について凹型シリンドリカルレンズ１４４ａの中央位置から両
端位置に近づくに従って減少するとともにその変化率が凹型シリンドリカルレンズ１４４
ａの曲率に依存するものとされる。さらには、隙間Ｃ１は、図２４から図２６に示すよう
に、第１方向（Ｙ軸方向）についての位置に応じてその高さ寸法が変化するものとされて
おり、具体的には同高さ寸法が第１方向について光入射面１１９ｂから遠ざかって反対端
面１１９ｄに近づくに従って減少するとともにその変化率が凹型シリンドリカルレンズ１
４４ａに係る高さ寸法の変化率と同一とされる。また、平坦状部１４５は、反射シート１
４０の反射面１４０ａに接した状態で配される。
【０１０６】
　本実施形態では、出光反射部１４１が導光板１１９の光出射面１１９ａ側に配されてい
るので、次の作用が得られる。すなわち、導光板１１９の光入射面１１９ｂに入射した光
が導光板１１９内を第１方向に沿って反対端面１１９ｄ側に向けて伝播する過程で光出射
面１１９ａに達すると、その一部がそこに配された出光反射部１４１により反射されて反
対板面１１９ｃ側に向かう。出光反射部１４１により反射されて反対板面１１９ｃに達し
た光は、そこで凹型シリンドリカルレンズ１４４ａの円弧状面１４４ａ１に対して臨界角
以下の入射角で入射した場合にはその光は円弧状面１４４ａ１にて屈折されつつ反射シー
ト１４０との間に有される隙間Ｃ１へと出射される。隙間Ｃ１に出射した光は、反射シー
ト１４０の反射面１４０ａにて反射された後、再び反対板面１１９ｃに達したところで凹
型シリンドリカルレンズ１４４ａの円弧状面１４４ａ１に入射し、そこで再び屈折された
後、光出射面１９ａへと向かってそこから出射される。このように隙間Ｃ１を介して反対
板面１１９ｃを出入りする光の一部については、その出入りの度に、凹型シリンドリカル
レンズ１４４ａによって異方性集光作用、つまり第２方向について選択的に集光作用が付
与されるものの、同異方性集光作用が付与されない光については、出入りの度に第２方向
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について拡散されるような光学作用が付与される。この凹型シリンドリカルレンズ１４４
ａによって異方性集光作用が付与されない光は、反対板面１１９ｃを出入りする際に付与
される２回の屈折により第２方向について広範囲に拡散されるので、第２方向について光
が良好に混合され、もって光出射面１１９ａからの出射光に第２方向について輝度ムラが
より生じ難いものとなる。また、凹型シリンドリカルレンズ１４４ａによって異方性集光
作用が付与された光は、プリズムシート１４２においては第２方向について集光され難く
、むしろ第２方向について拡散され易いものとなっているため、プリズムシート１４２の
出射光に係る輝度ムラを改善させるものの正面輝度の向上に寄与することがないものとさ
れる。
【０１０７】
　次に、本実施形態のように光出射面側に出光反射部及びプリズム部を、反対板面側に凹
型レンチキュラーレンズ部を、それぞれ配した導光板において、導光板の反対板面の全域
を、平坦状部とした場合と、凹型レンチキュラーレンズ部とした場合と、でプリズムシー
トの出射光に係る輝度分布がどのように異なるかに関して知見を得るべく比較実験６を行
った。この比較実験６では、反対板面の全域を平坦状部とした導光板を比較例４とし、反
対板面の全域を凹型レンチキュラーレンズ部とした導光板を比較例５とし、これら比較例
４，５に係る各導光板の出射光をプリズムシートに透過させて得られる出射光に関して、
輝度分布を測定してその結果を図２７に示す。比較例４に係る導光板は、既述した比較実
験２にて説明した比較例１に係る導光板の表裏の板面における各構造物の配置を逆転させ
た構成とされるとともに、プリズム部を構成する単位プリズムの頂角が１４０°とされて
いる。比較例５に係る導光板は、既述した比較実験２にて説明した比較例２に係る導光板
の表裏の板面における各構造物の配置を逆転させた構成とされるとともに、プリズム部を
構成する単位プリズムの頂角が１４０°とされている。また、プリズムシートの構成は、
上記した実施形態１に記載したものと同様とされる。図２７では、縦軸をプリズムシート
からの出射光の相対輝度（無単位）とし、横軸を第２方向についての正面方向に対する角
度（単位は「°」）としている。図２７における縦軸の相対輝度は、比較例４，５に係る
各導光板のそれぞれにおいて、正面方向（角度が０°）についての輝度値を基準（１．０
）とした相対値である。なお、図２７では、実線で示されるグラフが比較例４を、破線で
示されるグラフが比較例５を、それぞれ表している。
【０１０８】
　比較実験６の実験結果について説明する。図２７によれば、比較例４は、比較例５に比
べて、プリズムシートの出射光に係る第２方向についての正面輝度がより高いものとされ
ている。詳しくは、比較例４に係る導光板からの出射光をプリズムシートに透過させて得
た出射光には、比較例５に係る導光板からの出射光をプリズムシートに透過させて得た出
射光に比べると、正面方向に対して進行方向が±１０°の角度範囲となるものの光量が相
対的に多く含まれているのに対し、正面方向に対して進行方向が±２０°～±４０°の角
度範囲となるものが相対的に少なく含まれていることが分かる。つまり、比較例４に係る
導光板からの出射光をプリズムシートに透過させて得た出射光は、比較例５に比べて正面
方向への集光度合いが高いものとされている。これは、比較例５のように、反対板面の全
域に凹型レンチキュラーレンズ部を配すると、その凹型レンチキュラーレンズ部により異
方性集光作用が付与された光がプリズムシートにおいては第２方向について集光され難く
なるため、正面輝度が相対的に低くなると考えられる。これに対し、比較例４のように、
反対板面の全域に平坦状部を配すると、平坦状部では光に特定の光学作用を付与すること
がないため、導光板の出射光に付与される光学作用としてはプリズム部による異方性集光
作用が支配的となる。そして、当該出射光がプリズムシートにおいては第２方向について
集光され易くなるので、正面輝度が相対的に高くなると考えられる。
【０１０９】
　続いて、上記した比較実験６の比較例４のように、導光板の反対板面を全域にわたって
平坦状部とした上で、プリズム部を構成する単位プリズムの頂角を変化させた場合に輝度
がどのように変化するかに関して知見を得るべく比較実験７を行った。この比較実験７で
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は、比較実験６にて説明した比較例４に係る導光板を用いるとともに、そのプリズム部を
構成する単位プリズムの頂角を、９０°～１６０°の範囲で変化させたとき、当該頂角の
変化に伴って、導光板の光出射面から出射した光を、当該導光板の出光側に積層配置した
プリズムシートに透過させて得られる出射光の輝度がどのように変化するかを測定し、そ
の結果を図２８に示す。図２８において、横軸は、単位プリズムの頂角（単位は「°」）
であり、縦軸は、プリズムシートの出射光に係る相対輝度（単位は「％」）である。図２
８の縦軸に示される出射光に係る相対輝度は、比較実験６にて説明した比較例５に係る導
光板の出射光をプリズムシートに透過させて得られる出射光に係る輝度値を基準（１００
％）とした相対値である。
【０１１０】
　比較実験７の実験結果について説明する。図２８からは、単位プリズムの頂角が１０２
°～１１２°の範囲とされるか、１３２°～１５６°の範囲とされていれば、比較実験６
の比較例５よりも相対輝度が高くなることが分かる。中でも、単位プリズムの頂角が１１
０°とされるか、１３５°～１５５°の範囲とされていれば、比較例５との比較で相対輝
度が５％以上高くなっている。そして、単位プリズムの頂角が１５０°とされていれば、
最も高輝度となっていて比較例５との比較で相対輝度が１３％程度高くなっている。この
比較実験７のように、導光板の反対板面の全域に平坦状部を配すると、平坦状部では光に
特定の光学作用を付与することがないため、導光板の出射光に付与される光学作用として
はプリズム部による異方性集光作用が支配的となっている。従って、プリズム部を構成す
る単位プリズムの頂角は、１１０°または１３５°～１５５°の範囲とされるのが好まし
く、さらには１４０°～１５０°の範囲とされるのがより好ましい。この傾向は、導光板
１１９の反対板面１１９ａに、第１方向についての位置に応じて幅寸法が変化する凹型レ
ンチキュラーレンズ部１４４及び平坦状部１４５を設けるようにした場合でも同様とされ
る。
【０１１１】
　次に、凹型レンチキュラーレンズ部を構成する凹型シリンドリカルレンズの幅寸法を一
定とした場合と、同幅寸法を第１方向についての位置に応じて変化させた場合と、で輝度
分布がどのように異なるかに関して知見を得るため、比較実験８を行った。比較実験８で
は、反対板面に配した凹型シリンドリカルレンズの幅寸法が第１方向について全長にわた
って一定幅とされた導光板を比較例５とし、反対板面１１９ｃに配した凹型シリンドリカ
ルレンズ１４４ａの幅寸法が第１方向について光入射面１１９ｂから遠ざかるに従って連
続的に漸次減少する導光板１１９を実施例２とし、それぞれの輝度分布を測定してその結
果を図２９から図３１に示す。この輝度分布の測定は、比較例５及び実施例２に係る各導
光板のうち、第１方向について、光入射面寄りの位置と、中央位置と、反対端面寄りの位
置と、の３箇所にて行うものとし、光入射面寄りの位置での測定結果を図２９に、中央位
置での測定結果を図３０に、反対端面寄りの位置での測定結果を図３１に、それぞれ示し
ている。比較例５に係る導光板は、比較実験６にて説明した通りである。実施例２に係る
導光板１１９は、反対板面１１９ｃに第１方向についての位置に応じて第２方向について
の占有比率が変化する凹型レンチキュラーレンズ部１４４及び平坦状部１４５を設けると
ともに光出射面１１９ａに出光反射部１４１及びプリズム部１４３を設けるようにした構
成とされる。実施例２に係る導光板１１９には、第１方向について光入射面１１９ｂに近
い側では凹型レンチキュラーレンズ部１４４を構成する凹型シリンドリカルレンズ１４４
ａにおける第２方向についての占有比率が相対的に高く且つ平坦状部１４５における第２
方向についての占有比率が相対的に低くなるのに対し、第１方向について光入射面１１９
ｂから遠い側では凹型シリンドリカルレンズ１４４ａにおける第２方向についての占有比
率が相対的に低く且つ平坦状部１４５における第２方向についての占有比率が相対的に高
くなるよう設けられており、その詳しい構成は比較実験６以前の段落において説明したも
のと同一である。また、実施例２に係る導光板１１９の光出射面１１９ａに配されたプリ
ズム部１４３を構成する単位プリズム１４３ａの頂角は、１４０°とされる。図２９から
図３１では、縦軸をプリズムシートからの出射光の相対輝度（無単位）とし、横軸を第２
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方向についての正面方向に対する角度（単位は「°」）としている。図２９から図３１に
おける縦軸の相対輝度は、比較例５及び実施例２に係る各導光板のそれぞれにおいて、正
面方向（角度が０°）についての輝度値を基準（１．０）とした相対値である。なお、図
２９から図３１では、破線で示されるグラフが比較例５を、実線で示されるグラフが実施
例２を、それぞれ表している。
【０１１２】
　比較実験８の実験結果について説明する。図２９から図３１によれば、実施例２に係る
導光板１１９は、比較例５に係る導光板に比べると、第１方向についてのいずれの位置に
おいても正面輝度が相対的に高いものとされていることが分かる。そして、図２９と図３
０とを比較すると、第１方向について光入射面寄りの位置よりも、第１方向について中央
位置での方が、実施例２に係る正面輝度がより高くなっているのが分かる。さらには、図
３０と図３１とを比較すると、第１方向について中央位置よりも、第１方向について反対
端面寄りの位置での方が、実施例２に係る正面輝度がより高くなっているのが分かる。つ
まり、実施例２に係る導光板１１９においては、光入射面１１９ｂから遠ざかって反対端
面１１９ｄの近づくほど、正面輝度が向上しており、これは凹型シリンドリカルレンズ１
４４ａの幅寸法の変化に反比例する傾向であると言える。詳しくは、凹型シリンドリカル
レンズ１４４ａの幅寸法（第２方向についての占有比率）は、第１方向について光入射面
１１９ｂ側の端位置にて最大となり、反対端面１１９ｄ側の端位置にて最小となっている
ことから、同幅寸法が減少するほど導光板１１９の出射光をプリズムシート１４２に透過
させて得た出射光に係る正面輝度が向上する傾向とされている。そして、幅寸法が上記の
ように変化する凹型シリンドリカルレンズ１４４ａは、第１方向についての光入射面１１
９ｂ側において幅寸法が大きくされることで、第２方向についての輝度ムラの発生を好適
に抑制することができるとともに、そのような輝度ムラが本来的に生じ難い第１方向につ
いての中央位置や反対端面１１９ｄ側においては幅寸法が小さくされることで、プリズム
シート１４２の出射光に係る正面輝度を向上させることができるのである。そして、実施
例２に係る導光板１１９からの出射光をプリズムシート１４２に透過させて得た出射光に
係る輝度値を測定したところ、比較例５に係る導光板を用いた場合との比較において、８
％程度向上することが分かった。
【０１１３】
　以上説明したように本実施形態によれば、導光板１１９の反対板面１１９ｃと対向する
形で配されるとともに光を反射する反射面を有する反射部材を備えており、出光反射部１
４１及びプリズム部１４３は、導光板１１９の光出射面１１９ａ側に配されているのに対
し、凹型レンチキュラーレンズ部１４４は、導光板１１９の反対板面１１９ｃ側に配され
ている。このようにすれば、導光板１１９の光出射面１１９ａ側に配された出光反射部１
４１を構成する単位反射部１４１ａにより反射された光の少なくとも一部は、一旦反対板
面１１９ｃへと向かい、そこで凹型レンチキュラーレンズ部１４４により異方性集光作用
を付与されつつ出射されてから反射部材により反射されることで、再び反対板面１１９ｃ
に入射しつつ光出射面１１９ａへと向かい、そこでプリズム部１４３により異方性集光作
用を付与されつつ出射される。このように出光反射部１４１により反射された光が光出射
面１１９ａから出射するまでの光路が複雑なものとなり、特に反対板面１１９ｃ側から反
射部材へと出射する際と、反射部材側から反対板面１１９ｃへと入射する際と、の少なく
とも２回、光が屈折作用を受けることになる。出光反射部１４１による反射光のうちプリ
ズム部１４３により異方性集光作用を付与されない光に関しては、上記した２回の屈折作
用により第２方向について拡散し易くなるので、第２方向について光が良好に混合され、
もって光出射面１１９ａからの出射光に第２方向について輝度ムラがより生じ難いものと
なる。
【０１１４】
　また、プリズム部１４３は、単位プリズム１４３ａの頂角θｖ２が１３５°～１５５°
の範囲とされる。このようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向に
ついての占有比率を一定とした場合に比べると、光出射面１１９ａからの出射光に係る輝
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度を十分に向上させることができる。
【０１１５】
　また、プリズム部１４３は、単位プリズム１４３ａの頂角θｖ２が１５０°とされる。
このようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率
を一定とした場合に比べると、光出射面１１９ａからの出射光に係る輝度を最も向上させ
ることができる。
【０１１６】
　また、プリズム部１４３は、単位プリズム１４３ａの頂角θｖ２が１１０°とされる。
このようにすれば、仮に凹型シリンドリカルレンズにおける第２方向についての占有比率
を一定とした場合に比べると、光出射面１１９ａからの出射光に係る輝度を十分に向上さ
せることができる。
【０１１７】
　＜実施形態３＞
　本発明の実施形態３を図３２から図３４によって説明する。この実施形態３では、上記
した実施形態１に記載した凹型レンチキュラーレンズ部４４に代えて、凸型レンチキュラ
ーレンズ部４６を設けるようにしたものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構造
、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１１８】
　本実施形態に係る導光板２１９の光出射面２１９ａには、図３２に示すように、凸型レ
ンチキュラーレンズ部（レンチキュラーレンズ部、光出射面側レンチキュラーレンズ部）
４６が設けられている。凸型レンチキュラーレンズ部４６は、第１方向（Ｘ軸方向）に沿
って延在する凸型シリンドリカルレンズ（シリンドリカルレンズ、光出射面側シリンドリ
カルレンズ）４６ａを第２方向（Ｙ軸方向）に沿って多数並ぶ形で配してなる。凸型シリ
ンドリカルレンズ４６ａは、光出射面２１９ａから第３方向（Ｚ軸方向）に沿って表側（
出光側）に向けて突出する形で設けられており、凸型レンズとされる。凸型シリンドリカ
ルレンズ４６ａは、軸線方向が第１方向と一致した略半円柱状をなしており、その裏側を
向いた表面が円弧状をなす凸型の円弧状面４６ａ１とされる。凸型シリンドリカルレンズ
４６ａは、延在方向（第１方向）と直交する並列方向（第２方向）に沿って切断した断面
形状が略半円形状（蒲鉾型）をなしている。凸型シリンドリカルレンズ４６ａは、その幅
寸法（第２方向についての寸法）が第１方向について全長にわたって一定とされる。この
凸型シリンドリカルレンズ４６ａは、その円弧状面４６ａ１の基端部４６ａ２での接線Ｔ
ａが第２方向に対してなす角度θｔを「接線角」としたとき、その接線角θｔが例えば７
０°程度とされる。
【０１１９】
　このような構成の凸型シリンドリカルレンズ４６ａは、上記した実施形態１に記載した
凹型シリンドリカルレンズ４４ａ（図１０から図１２を参照）と概ね同様の光学作用を奏
するものとされる。すなわち、光出射面２１９ａに達した光が、凸型シリンドリカルレン
ズ４６ａにおける円弧状面４６ａ１に対して臨界角を超える入射角で入射した場合には、
円弧状面４６ａ１にて全反射されることで、第２方向について広範囲に拡散するよう進行
しつつ導光板２１９内を伝播される。これにより、第２方向について輝度ムラが生じ難い
ものとされる一方、光出射面２１９ａに達した光が、凸型シリンドリカルレンズ４６ａの
円弧状面４６ａ１に対して臨界角以下の入射角で入射した場合には、その光は円弧状面４
６ａ１にて屈折されつつプリズムシートへ向けて出射される。
【０１２０】
　凸型レンチキュラーレンズ部４６を構成する凸型シリンドリカルレンズ４６ａは、図３
２から図３４に示すように、その幅寸法（第２方向についての寸法）が第１方向について
の位置に応じて変化するよう形成されている。詳しくは、凸型シリンドリカルレンズ４６
ａは、その幅寸法、つまり光出射面２１９ａにおける第２方向についての占有比率が、第
１方向についての光入射面から遠ざかって反対端面に近づくのに従って連続的に漸次減少
し、逆に第１方向について反対端面から遠ざかって光入射面に近づくのに従って連続的に
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漸次増加している。凸型シリンドリカルレンズ４６ａは、導光板２１９における第１方向
についての光入射面側の端部（端位置）では上記占有比率が最大で例えば７０％～９０％
程度とされるのに対し、反対端面側の端部では上記占有比率が最小で例えば１０％～３０
％程度とされ、また第１方向についての中央部では上記占有比率が例えば５０％程度とさ
れる。さらには、凸型シリンドリカルレンズ４６ａは、その高さ寸法（第３方向について
の寸法）が第１方向についての位置に応じて変化するよう形成されている。詳しくは、凸
型シリンドリカルレンズ４６ａは、その高さ寸法、つまり光出射面２１９ａからの突出高
さが、第１方向についての光入射面から遠ざかって反対端面に近づくのに従って連続的に
漸次減少し、逆に第１方向について反対端面から遠ざかって光入射面に近づくのに従って
連続的に漸次増加している。つまり、凸型シリンドリカルレンズ４６ａの高さ寸法は、第
１方向についての位置に応じて幅寸法と同様に変化するものとされる。従って、凸型シリ
ンドリカルレンズ４６ａは、その表面積（円弧状面４６ａ１の面積）に関しても、第１方
向についての位置に応じて幅寸法及び高さ寸法と同様に変化するものとされる。
【０１２１】
　導光板２１９の光出射面２１９ａのうち、凸型レンチキュラーレンズ部４６（凸型シリ
ンドリカルレンズ４６ａ）の非形成領域には、第１方向（Ｘ軸方向）及び第２方向（Ｙ軸
方向）に沿って平坦な形状の平坦状部２４５が形成されている。平坦状部２４５は、凸型
シリンドリカルレンズ４６ａに対して第２方向について隣り合う形で複数が配されている
。つまり、導光板２１９の光出射面２１９ａには、凸型シリンドリカルレンズ４６ａと平
坦状部２４５とが第２方向について交互に並ぶ形で配されている。平坦状部２４５は、そ
の幅寸法（第２方向についての寸法）が第１方向についての位置に応じて変化するよう形
成されている。詳しくは、平坦状部２４５は、その幅寸法、つまり光出射面２１９ａにお
ける第２方向についての占有比率が、第１方向についての光入射面に近づいて反対端面か
ら遠ざかるのに従って連続的に漸次減少し、逆に第１方向について反対端面に近づいて光
入射面から遠ざかるのに従って連続的に漸次増加している。平坦状部２４５は、導光板２
１９における第１方向についての光入射面側の端部（端位置）では上記占有比率が最小で
例えば１０％～３０％程度とされるのに対し、反対端面側の端部では上記占有比率が最大
で例えば７０％～９０％程度とされ、また第１方向についての中央部では上記占有比率が
例えば５０％程度とされる。
【０１２２】
　このように、凸型レンチキュラーレンズ部４６及び平坦状部２４５は、導光板２１９ｃ
の光出射面２１９ａにおける第２方向についての占有比率に関して、第１方向について光
入射面に近い側では凸型シリンドリカルレンズ４６ａに係る占有比率が相対的に高く且つ
平坦状部２４５に係る占有比率が相対的に低くなるのに対し、第１方向について光入射面
から遠い側では凸型シリンドリカルレンズ４６ａに係る占有比率が相対的に低く且つ平坦
状部２４５に係る占有比率が相対的に高くなるよう設けられているから、図示しないＬＥ
Ｄに起因する輝度ムラの発生が懸念される第１方向について光入射面に近い側においては
、相対的に高い占有比率とされた凸型シリンドリカルレンズ４６ａにより図示しないプリ
ズムシートの出射光に第２方向について輝度ムラが生じ難くされるのに対し、本来的にＬ
ＥＤに起因する輝度ムラが発生し難いものとされる第１方向について光入射面から遠い側
においては、相対的に高い占有比率とされた平坦状部２４５によりプリズムシートの出射
光に係る輝度がより高いものとされる。以上により、プリズムシートの出射光に関して輝
度ムラが緩和されるとともに輝度の向上が図られる。
【０１２３】
　以上説明したように本実施形態によれば、凸型レンチキュラーレンズ部４６は、凸型シ
リンドリカルレンズ４６ａが凸型をなすよう設けられている。このようにすれば、仮にシ
リンドリカルレンズを凹型をなすようにした場合に比べると、導光板２１９内を伝播する
光が凸型シリンドリカルレンズ４６ａにおける曲面状をなす界面に対して臨界角を超えな
い入射角でもって入射する確率が高いものとなるので、光が同界面から出射し易くなる。
【０１２４】
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　＜実施形態４＞
　本発明の実施形態４を図３５によって説明する。この実施形態４では、上記した実施形
態３から凸型レンチキュラーレンズ部３４６の構成を変更したものを示す。なお、上記し
た実施形態３と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１２５】
　本実施形態に係る凸型レンチキュラーレンズ部３４６の凸型シリンドリカルレンズ３４
６ａは、図３５に示すように、高さ寸法が相対的に小さな第１凸型シリンドリカルレンズ
（第１シリンドリカルレンズ）３４６ａＡと、高さ寸法が相対的に大きな第２凸型シリン
ドリカルレンズ（第２シリンドリカルレンズ）３４６ａＢと、から構成されている。これ
ら第１凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡ及び第２凸型シリンドリカルレンズ３４６ａ
Ｂは、その幅寸法の変化率、高さ寸法の変化率、及び接線角などが上記した実施形態３に
記載した凸型シリンドリカルレンズ４６ａと同一とされる。つまり、第１凸型シリンドリ
カルレンズ３４６ａＡは、その断面形状が第２凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＢの断
面形状と相似形をなしている。
【０１２６】
　第２凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＢは、その底面の幅寸法及び高さ寸法が、第１
凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡに比べて大きなものとされており、具体的には第１
凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡの底面の幅寸法及び高さ寸法のそれぞれ約２倍程度
とされる。従って、第２凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＢは、その頂部３４６ａＢ１
が、第１凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡの頂部３４６ａＡ１よりも相対的に高い位
置（プリズムシート３４２に近い位置）に配されるとともに、プリズムシート３４２の裏
側（導光板３１９側）の板面に接する形で配されている。これに対し、第１凸型シリンド
リカルレンズ３４６ａＡは、その頂部３４６ａＡ１が第２凸型シリンドリカルレンズ３４
６ａＢの頂部３４６ａＢ１よりも相対的に低い位置（プリズムシート３４２から遠い位置
）に配されるとともに、プリズムシート３４２の裏側の板面との間に隙間Ｃ２が空けられ
た形で配されている。つまり、第１凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡは、プリズムシ
ート３４２の裏側の板面に対して非接触状態に保たれている。これにより、導光板３１９
とプリズムシート３４２との接触面積が上記した実施形態３に比べて減少するとともに、
導光板３１９とプリズムシート３４２との間に生じる隙間Ｃ２に空気層が存在することで
、導光板３１９とプリズムシート３４２とが密着し難くなる。第２方向について隣り合う
第１凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡと第２凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＢと
の間には、平坦状部３４５が挟み込まれる形で配されている。
【０１２７】
　以上説明したように本実施形態によれば、出光反射部３４１及びプリズム部３４３は、
導光板３１９の反対板面３１９ｃ側に配されているのに対し、凸型レンチキュラーレンズ
部３４６は、導光板３１９の光出射面３１９ａ側に配されており、凸型レンチキュラーレ
ンズ部３４６を構成する凸型シリンドリカルレンズ３４６ａには、相対的に低い第１凸型
シリンドリカルレンズ（第１シリンドリカルレンズ）３４６ａＡと、相対的に高い第２凸
型シリンドリカルレンズ（第２シリンドリカルレンズ）３４６ａＢとが含まれており、第
１凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡと、プリズムシート３４２との間には、隙間Ｃ２
が空けられている。このようにすれば、複数の凸型シリンドリカルレンズ３４６ａに含ま
れる第１凸型シリンドリカルレンズ３４６ａＡと、プリズムシート３４２との間に隙間Ｃ
２が空けられることで、凸型レンチキュラーレンズ部３４６に対してプリズムシート３４
２が密着し難いものとされる。これにより、当該バックライト装置３１２の出射光に輝度
ムラの発生を抑制することができる。
【０１２８】
　＜実施形態５＞
　本発明の実施形態５を図３６から図３８によって説明する。この実施形態５では、上記
した実施形態２に記載した凹型レンチキュラーレンズ部１４４に代えて、上記した実施形
態３と同様の凸型レンチキュラーレンズ部４４６を設けるようにしたものを示す。なお、
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上記した実施形態２，３と同様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１２９】
　本実施形態に係る導光板４１９は、図３６から図３８に示すように、反対板面４１９ｃ
側に出光反射部４４１及びプリズム部４４３を、光出射面４１９ａ側に凸型レンチキュラ
ーレンズ部４４６及び平坦状部４４５を、それぞれ配置してなるものとされており、上記
した実施形態３に記載した導光板２１９とは表裏の板面２１９ａ，２１９ｃにおける各構
造物の配置が逆転している。これら出光反射部４４１、プリズム部４４３、凸型レンチキ
ュラーレンズ部４４６、及び平坦状部４４５は、導光板４１９における表裏の板面４１９
ａ，４１９ｃの配置を除いては、上記した実施形態３に記載したものと同様の構成とされ
ている。このように、導光板４１９の反対板面４１９ｃは、凸型レンチキュラーレンズ部
４４６が設けられることで凹凸形状となっており、それにより第２方向に沿って並ぶ複数
の凸型シリンドリカルレンズ４４６ａと、図示しない反射シートとの間には、所定の隙間
が空けられるようになっている。
【０１３０】
　＜実施形態６＞
　本発明の実施形態６を図３９によって説明する。この実施形態６では、上記した実施形
態１から凹型レンチキュラーレンズ部５４４及び平坦状部５４５に係る第２方向について
の占有比率を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構造、作用及び効
果について重複する説明は省略する。
【０１３１】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部５４４は、図３９に示すように、光出射
面５１９ａにおける凹型シリンドリカルレンズ５４４ａに係る第２方向についての占有比
率が反対端面５１９ｄ側の端部ではほぼ０％となるよう構成されている。平坦状部５４５
は、光出射面５１９ａにおける第２方向についての占有比率が反対端面５１９ｄ側の端部
ではほぼ１００％となるものとされる。このような構成は、導光板５１９の反対端面５１
９ｄ側においてより輝度不足が懸念される場合に特に有用とされる。
【０１３２】
　＜実施形態７＞
　本発明の実施形態７を図４０によって説明する。この実施形態７では、上記した実施形
態６から凹型レンチキュラーレンズ部６４４及び平坦状部６４５に係る第２方向について
の占有比率を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１，６と同様の構造、作用及
び効果について重複する説明は省略する。
【０１３３】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部６４４は、図４０に示すように、光出射
面６１９ａにおける凹型シリンドリカルレンズ６４４ａに係る第２方向についての占有比
率が反対端面６１９ｄ側の端部ではほぼ０％となるものの、光入射面６１９ｂ側の端部で
はほぼ１００％となるよう構成されている。平坦状部６４５は、光出射面６１９ａにおけ
る第２方向についての占有比率が反対端面６１９ｄ側の端部ではほぼ０％となるものの、
光入射面６１９ｂ側の端部ではほぼ０％となるものとされる。このような構成は、導光板
６１９の導光板６１９の反対端面６１９ｄ側においてより輝度不足が懸念されるとともに
、光入射面６１９ｂ側においてより輝度ムラの発生が懸念される場合に特に有用とされる
。
【０１３４】
　＜実施形態８＞
　本発明の実施形態８を図４１によって説明する。この実施形態８では、上記した実施形
態７から凹型レンチキュラーレンズ部７４４及び平坦状部７４５に係る第２方向について
の占有比率を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１，７と同様の構造、作用及
び効果について重複する説明は省略する。
【０１３５】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部７４４は、図４１に示すように、光出射
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面７１９ａにおける凹型シリンドリカルレンズ７４４ａに係る第２方向についての占有比
率が、第１方向について光入射面７１９ｂから遠ざかるに従って連続的に漸次減少し、反
対端面７１９ｄ側の端部に至る手前の段階で０％に達するよう設けられている。従って、
凹型レンチキュラーレンズ部７４４は、第１方向についての形成範囲が導光板７１９の全
長には至らないものとされ、具体的には光入射面７１９ｂ側の端部から反対端面７１９ｄ
に至る手前の位置までとなるよう設けられている。これに対し、平坦状部７４５は、光出
射面７１９ａにおける第２方向についての占有比率が、第１方向について光入射面７１９
ｂから遠ざかるに従って連続的に漸次増加し、反対端面７１９ｄ側の端部に至る手前の段
階で１００％に達するよう設けられている。このような構成は、導光板７１９の反対端面
７１９ｄ側において一層の輝度不足が懸念される場合に特に有用とされる。
【０１３６】
　＜実施形態９＞
　本発明の実施形態９を図４２によって説明する。この実施形態９では、上記した実施形
態１から凹型レンチキュラーレンズ部８４４及び平坦状部８４５に係る第２方向について
の占有比率の変化の仕方を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構造
、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１３７】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部８４４（凹型シリンドリカルレンズ８４
４ａ）及び平坦状部８４５は、図４２に示すように、それぞれの幅を規定する両側縁ＳＥ
が、平面に視て略円弧状をなすよう設けられている。詳しくは、凹型レンチキュラーレン
ズ部８４４及び平坦状部８４５の上記両側縁ＳＥは、各側縁ＳＥにおける第１方向につい
て両端位置同士を結んで得られた仮想線Ｌ（図４２では二点鎖線により図示する）に対し
て凹状シリンドリカルレンズ８４４ａ側を通るよう形成されている。このような構成であ
っても、上記した実施形態１と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立する
ことができる。
【０１３８】
　＜実施形態１０＞
　本発明の実施形態１０を図４３によって説明する。この実施形態１０では、上記した実
施形態１から凹型レンチキュラーレンズ部９４４及び平坦状部９４５に係る第２方向につ
いての占有比率の変化の仕方を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の
構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１３９】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部９４４（凹型シリンドリカルレンズ９４
４ａ）及び平坦状部９４５は、図４３に示すように、それぞれの幅を規定する両側縁ＳＥ
が、平面に視て略円弧状をなすよう設けられている。詳しくは、凹型レンチキュラーレン
ズ部９４４及び平坦状部９４５の上記両側縁ＳＥは、各側縁ＳＥにおける第１方向につい
て両端位置同士を結んで得られた仮想線Ｌ（図４３では二点鎖線により図示する）に対し
て平坦状部９４５を通るよう形成されている。このような構成であっても、上記した実施
形態１と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
【０１４０】
　＜実施形態１１＞
　本発明の実施形態１１を図４４によって説明する。この実施形態１１では、上記した実
施形態１から凹型レンチキュラーレンズ部１０４４及び平坦状部１０４５に係る第２方向
についての占有比率の変化の仕方を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１と同
様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１４１】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部１０４４（凹型シリンドリカルレンズ１
０４４ａ）及び平坦状部１０４５は、図４４に示すように、それぞれの幅を規定する両側
縁ＳＥが、平面に視て２段階の傾斜状をなしている。詳しくは、凹型レンチキュラーレン
ズ部１０４４及び平坦状部１０４５は、光出射面１０１９ａにおける第２方向についての
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占有比率に関して、第１方向の位置に応じて変化する変化率が途中で変更されている。こ
れにより、凹型レンチキュラーレンズ部１０４４及び平坦状部１０４５における上記両側
縁ＳＥは、第１方向に対する傾斜角度が相対的に大きな第１傾斜側縁ＳＥ１と、第１方向
に対する傾斜角度が相対的に小さな第２傾斜側縁ＳＥ２とから構成される。第１傾斜側縁
ＳＥ１と第２傾斜側縁ＳＥ２との境界位置は、第１方向について導光板１０１９の中央位
置とほぼ一致している。このような構成であっても、上記した実施形態１と同様に、輝度
の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
【０１４２】
　＜実施形態１２＞
　本発明の実施形態１２を図４５によって説明する。この実施形態１２では、上記した実
施形態１から凹型レンチキュラーレンズ部１１４４及び平坦状部１１４５に係る第２方向
についての占有比率の変化の仕方を変更したものを示す。なお、上記した実施形態１と同
様の構造、作用及び効果について重複する説明は省略する。
【０１４３】
　本実施形態に係る凹型レンチキュラーレンズ部１１４４及び平坦状部１１４５は、図４
５に示すように、それぞれの幅を規定する両側縁ＳＥが、平面に視て多段階の階段状をな
している。凹型レンチキュラーレンズ部１１４４は、導光板１１１９の光出射面１１１９
ａにおける凹状シリンドリカルレンズ１１４４ａに係る第２方向についての占有比率が、
第１方向について光入射面１１１９ｂから遠ざかって反対端面１１１９ｄに近づくのに従
って段階的に逐次減少するよう設けられている。平坦状部１１４５は、上記占有比率が、
第１方向について光入射面１１１９ｂから遠ざかって反対端面１１１９ｄに近づくのに従
って段階的に逐次増加するよう設けられている。従って、凹型レンチキュラーレンズ部１
１４４及び平坦状部１１４５における上記両側縁ＳＥは、第１方向に並行する部分と、第
２方向に並行する部分とが交互に繋がった構成とされる。本実施形態では、凹型レンチキ
ュラーレンズ部１１４４及び平坦状部１１４５は、それぞれの幅寸法が５段階でもって増
減するよう設けられている。このような構成であっても、上記した実施形態１と同様に、
輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
【０１４４】
　＜実施形態１３＞
　本発明の実施形態１３を図４６によって説明する。この実施形態１３では、上記した実
施形態１から導光板１２１９を挟み込む形でＬＥＤ１２１７を有するＬＥＤ基板１２１８
を２組配置したものを示す。ものを示す。なお、上記した実施形態１と同様の構造、作用
及び効果について重複する説明は省略する。
【０１４５】
　本実施形態に係るＬＥＤ１２１７を有するＬＥＤ基板１２１８は、図４６に示すように
、導光板１２１９を第１方向（Ｘ軸方向）について両側から挟み込む形で２組配置されて
いる。このような配置構成では、導光板１２１９の外周端面のうち、一対の短辺側の端面
がそれぞれＬＥＤ１２１７からの光が入射される光入射面１２１９ｂとされるのに対し、
一対の長辺側の端面１２１９ｅがそれぞれＬＥＤ１２１７からの光が直接入光されない設
定とされた非入光側面とされる。なお、図４６では、ＬＥＤ１２１７及びＬＥＤ基板１２
１８を二点鎖線により図示している。
【０１４６】
　ＬＥＤ基板１２１８を上記のような配置とするのに伴い、導光板１２１９の光出射面１
２１９ａに設けられた凹型レンチキュラーレンズ部１２４４及び平坦状部１２４５は、次
のような構成とされる。すなわち、凹型レンチキュラーレンズ部１２４４は、第１方向に
ついて各光入射面１２１９ｂ側では、光出射面１２１９ａにおける第２方向についての凹
型シリンドリカルレンズ１２４４ａの占有比率が相対的に高くなるのに対し、第１方向に
ついて中央側では、凹型シリンドリカルレンズ１２４４ａの上記占有比率が相対的に低く
なるよう設けられている。これに対し、平坦状部１２４５は、第１方向について各光入射
面１２１９ｂ側では、上記占有比率が相対的に低くなるのに対し、第１方向について中央



(44) JP WO2016/017492 A1 2016.2.4

10

20

30

40

50

側では、上記占有比率が相対的に高くなるよう設けられている。
【０１４７】
　詳しくは、凹型レンチキュラーレンズ部１２４４は、第１方向についての各光入射面１
２１９ｂから遠ざかって第１方向についての中央部（各光入射面１２１９ｂから最も遠い
部分）に近づくのに従って、光出射面１２１９ａにおける凹型シリンドリカルレンズ１２
４４ａに係る第２方向についての占有比率（幅寸法）が連続的に漸次減少しており、逆に
第１方向について中央部から遠ざかって各光入射面１２１９ｂに近づくのに従って上記占
有比率が連続的に漸次増加している。凹型シリンドリカルレンズ１２４４ａは、導光板１
２１９における第１方向についての各光入射面１２１９ｂ側の端部（端位置）では上記占
有比率が最大で例えば７０％～９０％程度とされるのに対し、第１方向についての中央部
では上記占有比率が最大で例えば１０％～３０％程度とされる。これに対し、平坦状部１
２４５は、第１方向について各光入射面１２１９ｂから遠ざかって第１方向についての中
央部に近づくのに従って上記占有比率が連続的に漸次増加しており、逆に第１方向につい
て中央部から遠ざかって各光入射面１２１９ｂに近づくのに従って上記占有比率が連続的
に漸次減少している。平坦状部１２４５は、導光板１２１９における第１方向についての
各光入射面１２１９ｂ側の端部では上記占有比率が最大で例えば１０％～３０％程度とさ
れるのに対し、第１方向についての中央部では上記占有比率が最大で例えば７０％～９０
％程度とされる。凹型レンチキュラーレンズ部１２４４及び平坦状部１２４５における上
記占有比率の変化率は、互いに同一とされる。このような構成であっても、上記した実施
形態１と同様に、輝度の向上と輝度ムラの抑制とを好適に両立することができる。
【０１４８】
　＜他の実施形態＞
　本発明は上記記述及び図面によって説明した実施形態に限定されるものではなく、例え
ば次のような実施形態も本発明の技術的範囲に含まれる。
【０１４９】
　（１）上記した各実施形態以外にも、導光板の反対板面または光出射面における第２方
向についての凹型シリンドリカルレンズまたは凸型シリンドリカルレンズの占有比率の具
体的な値は、適宜に変更可能である。例えば、上記占有比率を、第１方向について光入射
面側の端部において９０％～１００％の範囲または５０％～７０％の範囲とし、第１方向
について反対端面側の端部において０％～１０％の範囲または３０％～５０％の範囲とす
ることが可能である。また、導光板の反対板面における第１方向についての中央部での第
２方向についての占有比率に関して、凹型シリンドリカルレンズまたは凸型シリンドリカ
ルレンズの上記占有比率と、平坦状部の上記占有比率と、が互いに異なる大きさであって
も構わない。
【０１５０】
　（２）上記した各実施形態以外にも、導光板の反対板面または光出射面における第２方
向についての平坦状部の占有比率の具体的な値は、適宜に変更可能である。例えば、上記
占有比率を、第１方向について光入射面側の端部において０％～１０％の範囲または３０
％～５０％の範囲とし、第１方向について反対端面側の端部において９０％～１００％の
範囲または５０％～７０％の範囲とすることが可能である。
【０１５１】
　（３）上記した各実施形態以外にも、導光板の光出射面または反対板面における第１方
向についての中央部での第２方向についての占有比率に関して、凹型シリンドリカルレン
ズまたは凸型シリンドリカルレンズの上記占有比率と、平坦状部の上記占有比率と、が互
いに異なる大きさであっても構わない。その場合、上記占有比率が互いに等しくなる位置
が第１方向についての中央部に対して光入射面側と反対端面側とのいずれか一方にずれる
ことになる。
【０１５２】
　（４）上記した各実施形態では、平坦状部と、凹型シリンドリカルレンズまたは凸型シ
リンドリカルレンズとが第２方向について交互に繰り返し並ぶ形で配されたものを示した
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が、第２方向について複数の凹型シリンドリカルレンズまたは凸型シリンドリカルレンズ
が続けて並ぶ配置とするとともに、第２方向について隣り合う複数の凹型シリンドリカル
レンズ群または凸型シリンドリカルレンズ群の間に平坦状部が挟まれる配置とすることも
可能である。
【０１５３】
　（５）上記した各実施形態では、導光板の反対板面または光出射面に平坦状部を設けた
場合を示したが、各実施形態に記載した構成において、導光板の反対板面及び光出射面に
それぞれ平坦状部を設けることも可能である。その場合、プリズム部を構成とともに第２
方向に沿って並ぶ複数の単位プリズムの間に平坦状部を介在する形で配置すればよい。
【０１５４】
　（６）上記した各実施形態では、プリズム部を構成する単位プリズムの断面形状が二等
辺三角形とされたものを示したが、単位プリズムの断面形状は、例えば全ての辺の長さが
異なる不等辺三角形や直角三角形などとすることが可能である。
【０１５５】
　（７）上記した各実施形態以外にも、プリズム部を構成する単位プリズムの頂角、高さ
寸法、幅寸法、第２方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である
。同様に、プリズムシートを構成する出光側単位プリズムにおける頂角、高さ寸法、幅寸
法、第２方向についての配列間隔などの具体的な値は、適宜に変更可能である。
【０１５６】
　（８）上記した各実施形態以外にも、凸型レンチキュラーレンズ部または凹型レンチキ
ュラーレンズ部を構成する凸型シリンドリカルレンズまたは凹型シリンドリカルレンズに
おける接線角、高さ寸法、幅寸法、第２方向についての配列間隔などの具体的な値は、適
宜に変更可能である。
【０１５７】
　（９）上記した各実施形態では、出光反射部及びプリズム部が導光板の反対板面または
光出射面に一体に設けられた構成のものを示したが、出光反射部及びプリズム部を導光板
とは別部品として設けるようにし、その別部品とした出光反射部及びプリズム部を導光板
の反対板面または光出射面に重なる形で配置する構成を採ることも可能である。その場合
、別部品とした出光反射部及びプリズム部をなす材料の屈折率を、導光板をなす材料の屈
折率と同一とするのが好ましい。さらには、別部品とした出光反射部及びプリズム部をな
す材料を、導光板をなす材料と同一とするのが好ましい。
【０１５８】
　（１０）上記した各実施形態では、凸型レンチキュラーレンズ部または凹型レンチキュ
ラーレンズ部、及び平坦状部が導光板の光出射面または反対板面に一体に設けられた構成
のものを示したが、凸型レンチキュラーレンズ部または凹型レンチキュラーレンズ部、及
び平坦状部を導光板とは別部品として設けるようにし、その別部品とした凸型レンチキュ
ラーレンズ部または凹型レンチキュラーレンズ部、及び平坦状部を導光板の光出射面また
は反対板面に重なる形で配置する構成を採ることも可能である。その場合、別部品とした
凸型レンチキュラーレンズ部または凹型レンチキュラーレンズ部、及び平坦状部をなす材
料の屈折率を、導光板をなす材料の屈折率と同一とするのが好ましい。さらには、別部品
とした凸型レンチキュラーレンズ部または凹型レンチキュラーレンズ部、及び平坦状部を
なす材料を、導光板をなす材料と同一とするのが好ましい。
【０１５９】
　（１１）上記した実施形態６から実施形態１３のいずれかに記載した構成を、実施形態
２から実施形態５のいずれかに記載した構成に組み合わせることも可能である。
【０１６０】
　（１２）上記した各実施形態では、反射シートが光を鏡面反射するタイプとされた場合
を示したが、反射シートが光を拡散反射するタイプとされていても構わない。
【０１６１】
　（１３）上記した各実施形態では、光学シートが１枚のプリズムシートのみからなる構
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成のものを示したが、他の種類の光学シート（例えば拡散シートや反射型偏光シートなど
）を追加することも可能である。また、プリズムシートを複数枚とすることも可能である
。
【０１６２】
　（１４）上記した各実施形態では、導光板の光入射面に沿ってＬＥＤ基板が１枚配され
る構成のものを示したが、導光板の光入射面に沿ってＬＥＤ基板が２枚以上並ぶ配置構成
としたものも本発明に含まれる。
【０１６３】
　（１５）上記した実施形態４では、第１凸型シリンドリカルレンズと、第２凸型シリン
ドリカルレンズとにおける断面形状が相似形とされたものを示したが、第１凸型シリンド
リカルレンズと、第２凸型シリンドリカルレンズとにおける断面形状が非相似形とされた
ものも本発明に含まれる。具体的には、第１凸型シリンドリカルレンズの接線角や曲率と
、第２凸型シリンドリカルレンズの接線角や曲率とが異なる設定であっても構わない。
【０１６４】
　（１６）上記した実施形態４では、凸型レンチキュラーレンズ部が、高さ寸法が異なる
２種類の凸型シリンドリカルレンズからなるものを示したが、互いに高さ寸法が異なる３
種類以上の凸型シリンドリカルレンズにより凸型レンチキュラーレンズ部を構成すること
も可能である。
【０１６５】
　（１７）上記した実施形態４の変形例として、第２凸型シリンドリカルレンズの頂部を
丸めた形状とすることも可能である。このようにすれば、プリズムシートにおける裏側の
板面に擦れ傷などが付きにくくなる効果が得られる。
【０１６６】
　（１８）上記した実施形態１１では、凹型シリンドリカルレンズ及び平坦状部における
幅を規定する両側縁が平面に視て２段階の傾斜状をなすものを例示したが、上記両側縁が
平面に視て３段階以上の多段階でもって傾斜状をなす構成とすることも可能である。
【０１６７】
　（１９）上記した実施形態１２では、凹型シリンドリカルレンズ及び平坦状部の幅寸法
が第１方向についての位置に応じて５段階でもって増減するものを例示したが、上記幅寸
法が第１方向についての位置に応じて４段階以下、または６段階以上でもって増減する構
成としてもよい。
【０１６８】
　（２０）上記した各実施形態（実施形態１３を除く）では、導光板における短辺側の一
端面を光入射面とし、その光入射面に対してＬＥＤ基板を対向状に配したものを示したが
、導光板における長辺側の一端面を光入射面とし、その光入射面に対してＬＥＤ基板を対
向状に配したものも本発明に含まれる。その場合、出光側単位プリズム、単位プリズム、
及び凸型シリンドリカルレンズ（凹型シリンドリカルレンズ）における延在方向を、導光
板の短辺方向に一致させ、出光側単位プリズム、単位プリズム、及び凸型シリンドリカル
レンズ（凹型シリンドリカルレンズ）における幅方向（並び方向）を、導光板の長辺方向
に一致させればよい。
【０１６９】
　（２１）上記した実施形態１３の変形例として、導光板における長辺側の一対の端面を
それぞれ光入射面とし、各光入射面に対して一対のＬＥＤ基板をそれぞれ対向状に配した
ものも本発明に含まれる。
【０１７０】
　（２２）上記した各実施形態では、導光板が長方形状とされた場合を示したが、導光板
が正方形であってもよい。また、導光板は、完全なる方形である必要はなく、外周端部の
一部が切り欠かれた構成であっても構わない。
【０１７１】
　（２３）上記した各実施形態では、頂面発光型のＬＥＤを用いた場合を示したが、ＬＥ
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Ｄ基板に対する実装面に対して隣り合う側面が発光面とされる側面発光型のＬＥＤを用い
たものにも本発明は適用可能である。
【０１７２】
　（２４）上記した各実施形態では、タッチパネルのタッチパネルパターンとして投影型
静電容量方式のものを例示したが、それ以外にも、表面型静電容量方式、抵抗膜方式、電
磁誘導方式などのタッチパネルパターンを採用したものにも本発明は適用可能である。
【０１７３】
　（２５）上記した各実施形態に記載したタッチパネルに代えて、例えば、液晶パネルの
表示面に表示される画像を視差により分離することで、立体画像（３Ｄ画像、三次元画像
）として観察者に観察させるための視差バリアパターンを有する視差バリアパネル（スイ
ッチ液晶パネル）を用いることも可能である。また、上記した視差バリアパネルとタッチ
パネルとを併用することも可能である。
【０１７４】
　（２６）上記した（２５）に記載した視差バリアパネルにタッチパネルパターンを形成
し、視差バリアパネルにタッチパネル機能を併有させることも可能である。
【０１７５】
　（２７）上記した各実施形態では、液晶表示装置に用いる液晶パネルの画面サイズを５
インチ程度とした場合を例示したが、液晶パネルの具体的な画面サイズは５インチ以外に
も適宜に変更可能である。
【０１７６】
　（２８）上記した各実施形態では、液晶パネルが有するカラーフィルタの着色部をＲ，
Ｇ，Ｂの３色としたものを例示したが、着色部を４色以上とすることも可能である。
【０１７７】
　（２９）上記した各実施形態では、光源としてＬＥＤを用いたものを示したが、有機Ｅ
Ｌなどの他の光源を用いることも可能である。
【０１７８】
　（３０）上記した各実施形態では、フレームが金属製とされたものを示したが、フレー
ムを合成樹脂製とすることも可能である。
【０１７９】
　（３１）上記した各実施形態では、カバーパネルとして化学強化処理を施した強化ガラ
スを用いた場合を示したが、風冷強化処理（物理強化処理）を施した強化ガラスを用いる
ことも勿論可能である。
【０１８０】
　（３２）上記した各実施形態では、カバーパネルとして強化ガラスを用いたものを示し
たが、強化ガラスではない通常のガラス材（非強化ガラス）や合成樹脂材を用いることも
勿論可能である。
【０１８１】
　（３３）上記した各実施形態では、液晶表示装置にカバーパネルを用いた場合を示した
が、カバーパネルを省略することも可能である。同様にタッチパネルを省略することも可
能である。また、それ以外にも、液晶表示装置の各構成部品に関しては、必要に応じて適
宜に省略することが可能である。
【０１８２】
　（３４）上記した各実施形態では、液晶表示装置のスイッチング素子としてＴＦＴを用
いたが、ＴＦＴ以外のスイッチング素子（例えば薄膜ダイオード（ＴＦＤ））を用いた液
晶表示装置にも適用可能であり、カラー表示する液晶表示装置以外にも、白黒表示する液
晶表示装置にも適用可能である。
【符号の説明】
【０１８３】
　１０…液晶表示装置（表示装置）、１１…液晶パネル（表示パネル）、１２，３１２…
バックライト装置（照明装置）、１７，１２１７…ＬＥＤ（光源）、１９，１１９，２１
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９，３１９，４１９，５１９，６１９，７１９，１０１９，１１１９，１２１９…導光板
、１９ａ，１１９ａ，２１９ａ，３１９ａ，４１９ａ，５１９ａ，６１９ａ，７１９ａ，
１０１９ａ，１１１９ａ，１２１９ａ…光出射面、１９ｂ，１１９ｂ，６１９ｂ，７１９
ｂ，１１１９ｂ，１２１９ｂ…光入射面、１９ｃ，１１９ｃ，３１９ｃ，４１９ｃ…反対
板面、４０，１４０，３４０…反射シート（反射部材）、４０ａ，１４０ａ，３４０ａ…
反射面、４１，１４１，３４１，４４１…出光反射部、４１ａ…単位反射部、４２，１４
２，３４２…プリズムシート（出光側異方性集光部）、４２ａ…出光側単位プリズム（出
光側単位集光部）、４３，１４３，３４３，４４３…プリズム部、４３ａ…単位プリズム
、４４，１４４，５４４，６４４，７４４，８４４，９４４，１０４４，１１４４，１２
４４…凹型レンチキュラーレンズ部（レンチキュラーレンズ部）、４４ａ，１４４ａ，５
４４ａ，６４４ａ，７４４ａ，８４４ａ，９４４ａ，１０４４ａ，１１４４ａ，１２４４
ａ…凹型シリンドリカルレンズ（シリンドリカルレンズ）、４５，１４５，２４５，３４
５，４４５，５４５，６４５，７４５，８４５，９４５，１０４５，１１４５，１２４５
…平坦状部、４６，３４６，４４６…凸型レンチキュラーレンズ部（レンチキュラーレン
ズ部）、４６ａ，３４６ａ，４４６ａ…凸型シリンドリカルレンズ（シリンドリカルレン
ズ）、３４６ａＡ…第１凸型シリンドリカルレンズ（第１シリンドリカルレンズ）、３４
６ａＢ…第２凸型シリンドリカルレンズ（第２シリンドリカルレンズ）、θｖ２…頂角、
Ｃ１…隙間、Ｃ２…隙間
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【手続補正書】
【提出日】平成29年1月24日(2017.1.24)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】全文
【補正方法】変更
【補正の内容】
【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、
　方形の板状をなし、その外周端面のうち対辺をなす一対の端面の少なくともいずれか一
方が前記光源から発せられた光が入射される光入射面とされるとともに、一方の板面が光
を出射させる光出射面とされ、さらには他方の板面が反対板面とされる導光板と、
　前記導光板に対して出光側に配され、前記導光板の前記外周端面のうち対辺をなすとと
もに前記光入射面を含まない一対の端面に沿う第１方向に沿って延在する出光側単位集光
部を、前記導光板の前記外周端面のうち前記光入射面を含む前記一対の端面に沿う第２方
向に沿って複数並ぶ形で配してなる出光側異方性集光部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの一方側に配されるとともに前記導
光板内を伝播する光を反射して前記光出射面からの出光を促すための出光反射部であって
、前記第２方向に沿って延在する単位反射部を、前記第１方向に沿って間隔を空けて複数
並ぶ形で配してなる出光反射部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの一方側に配されるプリズム部であ
って、前記第１方向に沿って延在する単位プリズムを、前記第２方向に沿って複数並ぶ形
で配してなるプリズム部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの他方側に配されるレンチキュラー
レンズ部であって、前記第１方向に沿って延在するシリンドリカルレンズを前記第２方向
に沿って複数並ぶ形で配してなるとともに、前記第１方向について前記光入射面に近い側
では前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向についての占有比率が相対的に高い
ものの前記光入射面から遠い側では前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向につ
いての占有比率が相対的に低くなるよう構成されたレンチキュラーレンズ部と、
　前記導光板の前記光出射面と前記反対板面とのうちの他方側に配されるとともに、前記
第１方向及び前記第２方向に沿って平坦な平坦状部であって、前記第２方向について前記
シリンドリカルレンズに対して隣り合う形で配されるとともに、前記第１方向について前
記光入射面に近い側では前記第２方向についての占有比率が相対的に低いものの前記光入
射面から遠い側では前記第２方向についての占有比率が相対的に高くなる平坦状部と、を
備え、
　前記導光板の前記反対板面と対向する形で配されるとともに光を反射する反射面を有す
る反射部材を備えており、
　前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記光出射面側に配されているの
に対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記反対板面側に配されている照
明装置。
【請求項２】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１３５°～１５５°の範囲とされる請求
項１記載の照明装置。
【請求項３】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１５０°とされる請求項１または請求項
２記載の照明装置。
【請求項４】
　前記プリズム部は、前記単位プリズムの頂角が１１０°とされる請求項１記載の照明装
置。
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【請求項５】
　前記レンチキュラーレンズ部は、前記シリンドリカルレンズが凹型をなすよう設けられ
ている請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記レンチキュラーレンズ部は、前記シリンドリカルレンズが凸型をなすよう設けられ
ている請求項１から請求項４のいずれか１項に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記出光反射部及び前記プリズム部は、前記導光板の前記反対板面側に配されているの
に対し、前記レンチキュラーレンズ部は、前記導光板の前記光出射面側に配されており、
　前記レンチキュラーレンズ部を構成する前記シリンドリカルレンズには、相対的に低い
第１シリンドリカルレンズと、相対的に高い第２シリンドリカルレンズとが含まれており
、
　前記第１シリンドリカルレンズと、前記出光側異方性集光部との間には、隙間が空けら
れている請求項６記載の照明装置。
【請求項８】
　前記レンチキュラーレンズ部及び前記平坦状部は、前記第１方向について前記光入射面
から遠ざかるのに従い、前記シリンドリカルレンズにおける前記第２方向についての占有
比率が連続的に漸次減少するのに対し、前記平坦状部における前記第２方向についての占
有比率が連続的に漸次増加するよう設けられている請求項１から請求項７のいずれか１項
に記載の照明装置。
【請求項９】
　請求項１から請求項８のいずれか１項に記載の照明装置と、前記照明装置からの光を利
用して表示を行う表示パネルとを備える表示装置。
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