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(57)【要約】
【課題】湾曲した状態で使用する場合にも輝度ムラが発
生するのを抑制することが可能な面状照明装置を提供す
る。
【解決手段】この面状照明装置１０は、導光板１１と、
レンズシート１２と、導光板１１およびレンズシート１
２を湾曲した状態で収納するフレーム１４とを備えてい
る。レンズシート１２には、導光板１１の光学パターン
Ｐ１に対応する偏向パターンＰ２が形成されている。導
光板１１およびレンズシート１２の湾曲方向の中央部に
は、凸部１１ｃおよび１２ｃがそれぞれ形成されている
。フレーム１４には、凸部１１ｃおよび１２ｃの少なく
とも一方と係合する凹部１４ｅが形成されている。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　可撓性を有する導光板と、
　可撓性を有するとともに、前記導光板上に配置される光学シートと、
　前記導光板および前記光学シートを湾曲した状態で収納するフレームとを備え、
　前記導光板には、入射した光を前記光学シート側に出射するための光学パターンが設け
られており、
　前記光学シートには、前記導光板の光学パターンに対応する偏向パターンが形成されて
おり、
　前記導光板および前記光学シートの湾曲方向の中央部には、前記湾曲方向と交差する方
向に突出する第１凸部および第２凸部がそれぞれ形成されており、
　前記フレームには、前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の少なくと
も一方と係合し、前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部を位置決めする
凹部が形成されていることを特徴とする面状照明装置。
【請求項２】
　前記偏向パターンは、前記光学シートが湾曲された状態で、前記光学シートの湾曲方向
の中央部において、前記光学シートの光出射面に略垂直な第１の方向に向かって光を出射
し、かつ、前記光学シートの湾曲方向の両側の部分において、前記光学シートの光出射面
に垂直でない前記第１の方向に向かって光を出射する機能を有することを特徴とする請求
項１に記載の面状照明装置。
【請求項３】
　前記光学シートの偏向パターンは、湾曲方向の中央部に対して略対称に形成されている
ことを特徴とする請求項１または２に記載の面状照明装置。
【請求項４】
　前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部は、先端に向かって幅が大きく
なるように形成されており、
　前記フレームの凹部は、前記導光板および前記光学シートに向かって開口幅が小さくな
るように形成されていることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の面状照明
装置。
【請求項５】
　前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部は、前記導光板および前記光学
シートの厚み方向に対して傾斜した第１傾斜面および第２傾斜面をそれぞれ有し、
　前記フレームの凹部は、前記導光板の第１傾斜面および前記光学シートの第２傾斜面の
少なくとも一方と係合する第３傾斜面を有することを特徴とする請求項１～４のいずれか
１項に記載の面状照明装置。
【請求項６】
　前記フレームの凹部は、前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の両方
と係合することを特徴とする請求項１～５のいずれか１項に記載の面状照明装置。
【請求項７】
　前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の一方は、前記導光板の第１凸
部および前記光学シートの第２凸部の他方を挟み込む一対の挟持部を含むことを特徴とす
る請求項１～３のいずれか１項に記載の面状照明装置。
【請求項８】
　前記一対の挟持部は、前記導光板および前記光学シートの厚み方向において、前記導光
板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の他方側に突出していることを特徴とする
請求項７に記載の面状照明装置。
【請求項９】
　前記一対の挟持部は、先端に向かって挟持幅が大きくなるように形成されており、
　前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の他方は、先端に向かって幅が
大きくなるように形成されていることを特徴とする請求項７または８に記載の面状照明装
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置。
【請求項１０】
　前記一対の挟持部は、前記導光板および前記光学シートの厚み方向に対して傾斜した第
４傾斜面を有し、
　前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の他方は、前記挟持部の第４傾
斜面と係合する第５傾斜面を有することを特徴とする請求項７～９のいずれか１項に記載
の面状照明装置。
【請求項１１】
　前記フレームの凹部は、前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の一方
の前記挟持部と係合し、前記導光板の第１凸部および前記光学シートの第２凸部の他方と
は係合しないことを特徴とする請求項７～１０のいずれか１項に記載の面状照明装置。
【請求項１２】
　前記導光板は、前記第１凸部のみにより前記フレームに位置決めされており、前記光学
シートは、前記第２凸部のみにより前記フレームに位置決めされていることを特徴とする
請求項１～１１のいずれか１項に記載の面状照明装置。
【請求項１３】
　前記導光板の背面側に配置され、前記導光板および前記フレームに接着される反射部材
をさらに備えることを特徴とする請求項１～１２のいずれか１項に記載の面状照明装置。
【請求項１４】
　前記光学シートは、レンズシートを含むことを特徴とする請求項１～１３のいずれか１
項に記載の面状照明装置。
【請求項１５】
　請求項１～１４のいずれか１項に記載の面状照明装置と、
　前記面状照明装置により照明される表示パネルとを備えることを特徴とする表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、面状照明装置および表示装置に関し、特に、可撓性を有する導光板および
光学シートを備えた面状照明装置および表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、可撓性を有する導光板および光学シートを備え、液晶表示装置のバックライトと
して機能する面状照明装置が知られている（例えば、特許文献１参照）。
【０００３】
　上記特許文献１には、可撓性を有する導光板と、可撓性を有する光学シートと、導光板
および光学シートを湾曲した状態で収納するフレームとを備えた曲面型面状光源装置（面
状照明装置）が開示されている。
【０００４】
　この曲面型面状光源装置では、導光板および光学シートは長方形状に形成されており、
フレームは平面的に見て長方形状の開口部を有する枠状に形成されている。そして、導光
板および光学シートは、フレームの開口部に収納されている。
【０００５】
　しかしながら、上記特許文献１には、導光板および光学シートをフレームに対して位置
決めする構造は開示されていない。このため、導光板および光学シートがフレームに対し
て位置ずれするのを抑制することが困難であるとともに、導光板が光学シートに対して位
置ずれするのを抑制することが困難である。
【０００６】
　また、従来、導光板および光学シートのフレームに対する位置決め構造を有する面状照
明装置が知られている（例えば、特許文献２参照）。
【０００７】
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　上記特許文献２には、導光板と、光学フィルム（光学シート）と、導光板および光学フ
ィルムを収納するハウジングフレーム（フレーム）とを備えた面状照明装置が開示されて
いる。この面状照明装置は、平坦面型の照明装置であり、ハウジングフレームには、平坦
面状の導光板および光学フィルムが収納される。
【０００８】
　また、この面状照明装置では、ハウジングフレームには、導光板を位置決めするための
凹状の支持部と、光学フィルムを位置決めするための凹部とが設けられている。また、導
光板には、ハウジングフレームの支持部に対応する位置に係合部が設けられており、光学
フィルムには、ハウジングフレームの凹部に対応する位置に凸部が設けられている。
【特許文献１】特開２００８－１９８４８１号公報
【特許文献２】特開２００６－１４００９１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００９】
　ところで、平坦面状で使用するように設計された従来の光学シートを湾曲させた状態で
使用すると、湾曲方向の中央部と両側の部分とでは輝度ムラが発生する。
【００１０】
　具体的には、図２１に示すように、従来の光学シート１０００では、光学シート１００
０の各部分において、光出射面１０００ａに略垂直な方向に向かって光が出射する。これ
により、光学シート１０００の湾曲方向の中央部では、正面方向に向かって光が出射し、
光学シート１０００の湾曲方向の両側の部分では、湾曲させた角度だけ正面方向に対して
傾斜した方向に向かって光が出射する。このため、光学シート（面状照明装置）を正面か
ら見ると、湾曲方向の両側の部分の輝度が、中央部の輝度に比べて低下し、輝度ムラが発
生する。
【００１１】
　このような輝度ムラが発生するのを抑制するためには、光学シートの各部分に、曲率を
考慮した偏向パターンを設ける必要がある。そして、光学シートの偏向パターンと、導光
板に設けられている光学パターンとが位置ずれしないように、導光板を光学シートに対し
て精度良く位置決めする必要がある。
【００１２】
　しかしながら、上記特許文献１の曲面型面状発光装置（面状照明装置）に、上記特許文
献２の位置決め構造を適用した場合、導光板は、フレームに位置決めされた係合部を中心
として湾曲し、光学シートは、フレームに位置決めされた凸部を中心として湾曲する。こ
のため、導光板に設けられている光学パターンと光学シートの偏向パターンとの間で位置
ずれが発生し、輝度ムラが発生するという問題点がある。
【００１３】
　この発明は、上記のような課題を解決するためになされたものであり、この発明の目的
は、湾曲した状態で使用する場合にも輝度ムラが発生するのを抑制することが可能な面状
照明装置および表示装置を提供することである。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上記目的を達成するために、この発明の第１の局面による面状照明装置は、可撓性を有
する導光板と、可撓性を有するとともに、導光板上に配置される光学シートと、導光板お
よび光学シートを湾曲した状態で収納するフレームとを備え、導光板には、入射した光を
光学シート側に出射するための光学パターンが設けられており、光学シートには、導光板
の光学パターンに対応する偏向パターンが形成されており、導光板および光学シートの湾
曲方向の中央部には、湾曲方向と交差する方向に突出する第１凸部および第２凸部がそれ
ぞれ形成されており、フレームには、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の少
なくとも一方と係合し、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部を位置決めする凹
部が形成されている。
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【００１５】
　この第１の局面による面状照明装置では、上記のように、光学シートに、導光板の光学
パターンに対応するように偏向パターンを形成し、導光板および光学シートの湾曲方向の
中央部に、第１凸部および第２凸部をそれぞれ形成することによって、導光板および光学
シートを、フレームに対して同じ位置（湾曲方向の中央部）で位置決めすることができる
。これにより、導光板および光学シートを湾曲させた場合に、導光板および光学シートを
、同じ位置（湾曲方向の中央部）を中心として湾曲させることができる。その結果、導光
板の光学パターンと光学シートの偏向パターンとの間で位置ずれが発生するのを抑制する
ことができるので、輝度ムラが発生するのを抑制することができる。
【００１６】
　また、第１の局面による面状照明装置では、上記のように、導光板および光学シートの
湾曲方向の中央部に、第１凸部および第２凸部をそれぞれ形成することによって、導光板
の位置決めされる部分（第１凸部）から湾曲方向の両端部までの距離が大きくなるのを抑
制することができるとともに、光学シートの位置決めされる部分（第２凸部）から湾曲方
向の両端部までの距離が大きくなるのを抑制することができる。これにより、導光板およ
び光学シートが湾曲された状態で、導光板の光学パターンと光学シートの偏向パターンと
が、湾曲方向の両端部で位置ずれするのをより抑制することができる。その結果、輝度ム
ラが発生するのをより抑制することができる。
【００１７】
　また、第１の局面による面状照明装置では、上記のように、導光板および光学シートに
、第１凸部および第２凸部をそれぞれ形成し、フレームに、導光板の第１凸部および光学
シートの第２凸部を位置決めする凹部を形成する。これにより、導光板および光学シート
をフレームに対して位置決めするために、例えば、導光板および光学シートに貫通穴を設
け、かつ、フレームに導光板および光学シートの貫通穴に挿入するピンを設ける場合に比
べて、狭額縁化することができる。
【００１８】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、偏向パターンは、光学シー
トが湾曲された状態で、光学シートの湾曲方向の中央部において、光学シートの光出射面
に略垂直な第１の方向に向かって光を出射し、かつ、光学シートの湾曲方向の両側の部分
において、光学シートの光出射面に垂直でない第１の方向に向かって光を出射する機能を
有する。このように構成すれば、光学シートの湾曲方向の中央部および両側の部分におい
て、光を第１の方向（正面方向）に出射させることができるので、第１の方向（正面方向
）から見て、湾曲方向の両側の部分の輝度が中央部の輝度に比べて低下するのを容易に抑
制することができる。すなわち、輝度ムラが発生するのを容易に抑制することができる。
【００１９】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、光学シートの偏向パターン
は、湾曲方向の中央部に対して略対称に形成されている。このように構成すれば、偏向パ
ターンの対称の中心（湾曲方向の中央部）で、光学シートを位置決めすることができるの
で、輝度ムラを効果的に抑制することができる。また、光学シートの偏向パターンを略対
称に形成することによって、湾曲方向の一方側と他方側とにおいて、輝度が異なる（輝度
ムラが発生する）のをより抑制することができる。
【００２０】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、導光板の第１凸部および光
学シートの第２凸部は、先端に向かって幅が大きくなるように形成されており、フレーム
の凹部は、導光板および光学シートに向かって開口幅が小さくなるように形成されている
。このように構成すれば、導光板および光学シートが、フレームから離れる方向に移動す
るのを抑制することができる。これにより、導光板および光学シートがフレームに対して
面方向に位置ずれするのをより抑制することができるとともに、導光板が光学シートに対
して面方向に位置ずれするのをより抑制することができる。
【００２１】
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　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、導光板の第１凸部および光
学シートの第２凸部は、導光板および光学シートの厚み方向に対して傾斜した第１傾斜面
および第２傾斜面をそれぞれ有し、フレームの凹部は、導光板の第１傾斜面および光学シ
ートの第２傾斜面の少なくとも一方と係合する第３傾斜面を有する。このように構成すれ
ば、第１凸部の第１傾斜面および第２凸部の第２傾斜面の少なくとも一方が凹部の第３傾
斜面に当接するまで、第１凸部および第２凸部を凹部に嵌め込むことにより、第１凸部お
よび第２凸部が凹部に対して厚み方向および面方向に移動するのをより抑制することがで
きる。すなわち、導光板および光学シートがフレームに対して厚み方向および面方向に移
動するのを抑制することができる。その結果、輝度ムラが発生するのをより抑制すること
ができる。
【００２２】
　また、第１凸部および第２凸部に、厚み方向に対して傾斜した第１傾斜面および第２傾
斜面をそれぞれ設け、凹部に第３傾斜面を設けることによって、第１凸部および第２凸部
を凹部に嵌め込みやすくすることができる。
【００２３】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、フレームの凹部は、導光板
の第１凸部および光学シートの第２凸部の両方と係合する。このように構成すれば、フレ
ームの凹部により、容易に、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部を位置決めす
ることができる。
【００２４】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、導光板の第１凸部および光
学シートの第２凸部の一方は、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方を挟
み込む一対の挟持部を含む。このように構成すれば、導光板を光学シートに対して直接的
に位置決めすることができるので、導光板が光学シートに対して位置ずれするのを効果的
に抑制することができる。
【００２５】
　上記導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の一方が挟持部を含む面状照明装置
において、好ましくは、一対の挟持部は、導光板および光学シートの厚み方向において、
導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方側に突出している。このように構成
すれば、挟持部により、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方を、容易に
挟み込むことができる。
【００２６】
　上記導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の一方が挟持部を含む面状照明装置
において、好ましくは、一対の挟持部は、先端に向かって挟持幅が大きくなるように形成
されており、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方は、先端に向かって幅
が大きくなるように形成されている。このように構成すれば、一対の挟持部が、導光板の
第１凸部および光学シートの第２凸部の他方に対して面方向に位置ずれするのをより抑制
することができる。すなわち、導光板が光学シートに対して面方向に位置ずれするのをよ
り抑制することができる。
【００２７】
　上記導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の一方が挟持部を含む面状照明装置
において、好ましくは、一対の挟持部は、導光板および光学シートの厚み方向に対して傾
斜した第４傾斜面を有し、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方は、挟持
部の第４傾斜面と係合する第５傾斜面を有する。このように構成すれば、第５傾斜面が挟
持部の第４傾斜面に当接するまで、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方
を一対の挟持部の間に嵌め込むことにより、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸
部の他方が挟持部に対して厚み方向および面方向に移動するのをより抑制することができ
る。すなわち、導光板が光学シートに対して厚み方向および面方向に移動するのを抑制す
ることができる。その結果、輝度ムラが発生するのをより抑制することができる。
【００２８】
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　また、一対の挟持部に、厚み方向に対して傾斜した第４傾斜面を設け、導光板の第１凸
部および光学シートの第２凸部の他方に、第５傾斜面を設けることによって、導光板の第
１凸部および光学シートの第２凸部の他方を、一対の挟持部の間に嵌め込みやすくするこ
とができる。
【００２９】
　上記導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の一方が挟持部を含む面状照明装置
において、フレームの凹部が、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の一方の挟
持部と係合し、導光板の第１凸部および光学シートの第２凸部の他方とは係合しないよう
に構成してもよい。このように構成しても、一対の挟持部は導光板の第１凸部および光学
シートの第２凸部の他方を挟み込んでいるので、フレームの凹部により、容易に、導光板
の第１凸部および光学シートの第２凸部を位置決めすることができる。
【００３０】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、導光板は、第１凸部のみに
よりフレームに位置決めされており、光学シートは、第２凸部のみによりフレームに位置
決めされている。このように構成すれば、導光板および光学シートを湾曲方向の中央部と
両側の部分との両方で位置決めする場合に比べて、導光板および光学シートに生じるスト
レスを低減することができる。これにより、使用時における導光板および光学シートの熱
変形を低減することができるので、輝度ムラが発生するのをより抑制することができる。
【００３１】
　上記第１の局面による面状照明装置において、好ましくは、導光板の背面側に配置され
、導光板およびフレームに接着される反射部材をさらに備える。このように構成すれば、
導光板がフレームに対して厚み方向に移動するのを抑制することができるので、導光板お
よび光学シートが厚み方向に互いに離れるのを抑制することができる。これにより、輝度
ムラが発生するのをより抑制することができる。
【００３２】
　上記第１の局面による面状照明装置において、光学シートは、レンズシートを含んでい
てもよい。
【００３３】
　この発明の第２の局面による表示装置は、請求項１～１４のいずれか１項に記載の面状
照明装置と、面状照明装置により照明される表示パネルとを備える。このように構成すれ
ば、湾曲した状態で使用する場合にも輝度ムラが発生するのを抑制することが可能な表示
装置を得ることができる。
【発明の効果】
【００３４】
　以上のように、本発明によれば、湾曲した状態で使用する場合にも輝度ムラが発生する
のを抑制することが可能な面状照明装置および表示装置を容易に得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００３５】
　以下、本発明の実施形態について図面を参照して説明する。
【００３６】
（第１実施形態）
　図１は、本発明の第１実施形態による面状照明装置を備えた液晶表示装置の構造を示し
た分解斜視図である。図２～図９は、図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明
装置の詳細構造を説明するための図である。図１～図９を参照して、本発明の第１実施形
態による面状照明装置１０を備えた液晶表示装置１の構造について説明する。なお、液晶
表示装置１は、本発明の「表示装置」の一例である。
【００３７】
　本発明の第１実施形態による面状照明装置１０を備えた液晶表示装置１は、図１に示す
ように、液晶表示パネル２と、液晶表示パネル２の背面側（Ａ２方向側）に配置された面
状照明装置１０とを含んでいる。なお、液晶表示パネル２は、本発明の「表示パネル」の
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一例である。
【００３８】
　液晶表示パネル２は、透明なＡＭ基板（アクティブマトリックス基板）２ａと、ＡＭ基
板２ａに対向配置される透明な対向基板２ｂとを含んでいる。また、ＡＭ基板２ａと対向
基板２ｂとの間には、図示しない液晶が封入されている。そして、液晶表示パネル２は、
面状照明装置１０に照明されることにより、表示パネルとして機能する。
【００３９】
　また、図示しないが、液晶表示パネル２の表示面側（Ａ１方向側）および背面側（Ａ２
方向側）には偏光板（図示せず）がそれぞれ設けられており、液晶表示パネル２には、駆
動用ＩＣ（Ｉｎｔｅｇｒａｔｅｄ　Ｃｉｒｃｕｉｔ）（図示せず）などが取り付けられて
いる。
【００４０】
　面状照明装置１０は、サイドライト型（エッジライト型）の照明装置であり、液晶表示
パネル２を照明するバックライト装置として用いられる。また、面状照明装置１０は、複
数の光源（図示せず）と、可撓性を有するとともに、光源からの光が入射される導光板１
１と、可撓性を有するとともに、導光板１１上に配置され光を集光する機能を有するレン
ズシート１２と、導光板１１の背面側（Ａ２方向側）に配置された反射シート１３と、導
光板１１およびレンズシート１２が湾曲された状態で収納される金属製のフレーム１４と
を含んでいる。なお、レンズシート１２は、本発明の「光学シート」の一例であり、反射
シート１３は、本発明の「反射部材」の一例である。
【００４１】
　光源（図示せず）は、ＬＥＤや蛍光ランプなど従来から知られている種々のものを用い
ることが可能であり、導光板１１の端面近傍に配置される。
【００４２】
　導光板１１は、図２に示すように、平面的に見て、２つの長辺１１ａおよび２つの短辺
１１ｂからなる略長方形状に形成されている。
【００４３】
　ここで、第１実施形態では、導光板１１の２つの長辺１１ａの線（湾曲方向（Ｂ方向）
の中央線）Ｌ１上の位置には、Ｃ方向（Ｂ方向と直交する方向）に突出する凸部１１ｃが
それぞれ形成されている。また、導光板１１は、この２つの凸部１１ｃのみにより、後述
するようにフレーム１４に位置決めされている。なお、凸部１１ｃは、本発明の「第１凸
部」の一例である。
【００４４】
　また、第１実施形態では、導光板１１には、例えば図２に示すような光学パターンＰ１
が設けられている。なお、図２中の破線は、光学パターンＰ１を示している。
【００４５】
　この光学パターンＰ１は、光源（図示せず）から導光板１１に入射した光をレンズシー
ト１２側（液晶表示パネル２側）に略均一に出射するために設けられている。また、光学
パターンＰ１は、例えば、光源（図示せず）に近い部分では、光源から離れた部分よりも
互いの間隔が大きくなるように設けられている。また、光学パターンＰ１は、例えば導光
板１１の背面に複数の凹部や凸部などを設けることによって形成されている。
【００４６】
　レンズシート１２は、図３に示すように、平面的に見て、２つの長辺１２ａおよび２つ
の短辺１２ｂからなる略長方形状に形成されている。
【００４７】
　また、第１実施形態では、レンズシート１２の２つの長辺１２ａの線Ｌ１上の位置には
、Ｃ方向に突出する凸部１２ｃがそれぞれ形成されている。また、レンズシート１２は、
この２つの凸部１２ｃのみにより、後述するようにフレーム１４に位置決めされている。
なお、凸部１２ｃは、本発明の「第２凸部」の一例である。
【００４８】
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　また、図４に示すように、導光板１１の凸部１１ｃおよびレンズシート１２の凸部１２
ｃは、平面的に見て、互いに同じ大きさで同じ形状に形成されている。
【００４９】
　具体的には、凸部１１ｃおよび１２ｃのＢ方向の幅は同じであり、凸部１１ｃおよび１
２ｃのＣ方向の幅も同じである。また、凸部１１ｃのフレーム１４側（Ｃ方向）に延びる
側面１１ｄは、Ｂ方向に対して略垂直になるように形成されており、凸部１２ｃのフレー
ム１４側（Ｃ方向）に延びる側面１２ｄも、Ｂ方向に対して略垂直になるように形成され
ている。
【００５０】
　また、第１実施形態では、図３に示すように、レンズシート１２には、湾曲方向（Ｂ方
向）の中央部に位置する線Ｌ１に対して対称な偏向パターンＰ２が設けられている。なお
、図３中の破線は、偏向パターンＰ２を示している。
【００５１】
　この偏向パターンＰ２は、レンズシート１２が線Ｌ１を中心として所定の曲率で湾曲さ
れた場合に、所定の方向に光を出射するように構成されている。具体的には、図５に示す
ように、偏向パターンＰ２（図３参照）は、レンズシート１２が湾曲された状態で、レン
ズシート１２の湾曲方向（Ｂ方向）の中央部において、光出射面１２ｅに略垂直な方向（
正面方向（Ｖ１方向））に向かって光を出射するように形成されている。また、偏向パタ
ーンＰ２は、レンズシート１２が湾曲された状態で、レンズシート１２の湾曲方向（Ｂ方
向）の両側の部分において、光出射面１２ｅに垂直でないＶ１方向（正面方向）に向かっ
て光を出射するように形成されている。なお、Ｖ１方向は、本発明の「第１の方向」の一
例である。
【００５２】
　また、偏向パターンＰ２は、導光板１１およびレンズシート１２を湾曲させた状態で、
導光板１１の光学パターンＰ１に対応するように構成されている。このため、導光板１１
がレンズシート１２に対して、例えば数１０μｍ位置ずれすると、輝度が低下したり、輝
度ムラが発生する。
【００５３】
　フレーム１４は、図１および図６に示すように、所定の曲率でＢ方向（長手方向）に湾
曲した形状に形成されている。そして、フレーム１４は、Ｂ方向の中央部に向かって液晶
表示パネル２側（Ａ１方向）に突出した凸形状に形成されている。
【００５４】
　また、フレーム１４は、図６および図７に示すように、レンズシート１２および導光板
１１が背面側から収納される開口部１４ａを有する。また、フレーム１４は、２つの長辺
部１４ｂおよび２つの短辺部１４ｃからなる枠状に形成されている。
【００５５】
　また、フレーム１４の開口部１４ａには、レンズシート１２の凸部１２ｃや縁部を支持
する支持部１４ｄが形成されている。
【００５６】
　また、フレーム１４の２つの長辺部１４ｂには、図７に示すように、湾曲方向（Ｂ方向
）の中央部に位置する線Ｌ１上の位置に、凹部１４ｅがそれぞれ形成されている。
【００５７】
　また、凹部１４ｅは、図８および図９に示すように、導光板１１の凸部１１ｃおよびレ
ンズシート１２の凸部１２ｃ（図４参照）に対応した形状に形成されており、導光板１１
の凸部１１ｃおよびレンズシート１２の凸部１２ｃが係合される。
【００５８】
　また、凹部１４ｅのＣ方向に延びる側面１４ｆは、Ｂ方向に対して略垂直になるように
形成されているとともに、導光板１１の凸部１１ｃの側面１１ｄおよびレンズシート１２
の凸部１２ｃの側面１２ｄ（図４参照）に係合するように形成されている。
【００５９】
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　反射シート１３は、図１に示すように、導光板１１の背面から出射した光を反射して、
導光板１１側（Ａ１方向）に進行させる機能を有する。また、反射シート１３は、導光板
１１およびフレーム１４の背面に接着される。
【００６０】
　第１実施形態では、上記のように、レンズシート１２に、導光板１１の光学パターンＰ
１に対応するように偏向パターンＰ２を形成し、導光板１１およびレンズシート１２の線
Ｌ１上の位置に、凸部１１ｃおよび１２ｃをそれぞれ形成することによって、導光板１１
およびレンズシート１２を、フレーム１４に対して同じ位置（線Ｌ１上の位置）で位置決
めすることができる。これにより、導光板１１およびレンズシート１２を湾曲させた場合
に、導光板１１およびレンズシート１２を、同じ位置（線Ｌ１上の位置）を中心として湾
曲させることができる。その結果、導光板１１の光学パターンＰ１とレンズシート１２の
偏向パターンＰ２との間で位置ずれが発生するのを抑制することができるので、輝度ムラ
が発生するのを抑制することができる。
【００６１】
　また、第１実施形態では、上記のように、導光板１１およびレンズシート１２の湾曲方
向（Ｂ方向）の中央部（線Ｌ１上の位置）に、凸部１１ｃおよび１２ｃをそれぞれ形成す
ることによって、導光板１１の位置決めされる部分（凸部１１ｃ）から湾曲方向の両端部
までの距離が大きくなるのを抑制することができるとともに、レンズシート１２の位置決
めされる部分（凸部１２ｃ）から湾曲方向の両端部までの距離が大きくなるのを抑制する
ことができる。これにより、導光板１１およびレンズシート１２が湾曲された状態で、導
光板１１の光学パターンＰ１とレンズシート１２の偏向パターンＰ２とが湾曲方向の両端
部（両側の部分）で位置ずれするのをより抑制することができる。その結果、輝度ムラが
発生するのをより抑制することができる。
【００６２】
　また、第１実施形態では、上記のように、導光板１１およびレンズシート１２に、凸部
１１ｃおよび１２ｃをそれぞれ形成し、フレーム１４に、導光板１１の凸部１１ｃおよび
レンズシート１２の凸部１２ｃを位置決めする凹部１４ｅを形成している。これにより、
導光板１１およびレンズシート１２をフレーム１４に対して位置決めするために、例えば
、導光板１１およびレンズシート１２に貫通穴を設け、フレーム１４に導光板１１および
レンズシート１２の貫通穴に挿入するピンを設ける場合に比べて、狭額縁化することがで
きる。
【００６３】
　また、第１実施形態では、上記のように、レンズシート１２の偏向パターンＰ２を、湾
曲方向の中央部において、レンズシート１２の光出射面１２ｅに略垂直なＶ１方向（正面
方向）に向かって光を出射させ、かつ、湾曲方向の両側の部分において、レンズシート１
２の光出射面１２ｅに垂直でないＶ１方向（正面方向）に向かって光を出射させるように
構成している。これにより、レンズシート１２の湾曲方向の中央部および両側の部分にお
いて、光をＶ１方向（正面方向）に出射させることができるので、Ｖ１方向（正面方向）
から見て、湾曲方向の両側の部分の輝度が中央部の輝度に比べて低下するのを容易に抑制
することができる。すなわち、輝度ムラが発生するのを容易に抑制することができる。
【００６４】
　また、第１実施形態では、上記のように、レンズシート１２の偏向パターンＰ２を、湾
曲方向の中央部（線Ｌ１）に対して対称に形成することによって、偏向パターンＰ２の対
称の中心（線Ｌ１）で、レンズシート１２を位置決めすることができるので、輝度ムラを
効果的に抑制することができる。また、レンズシート１２の偏向パターンＰ２を対称に形
成することによって、湾曲方向の一方側と他方側とにおいて、輝度が異なる（輝度ムラが
発生する）のをより抑制することができる。
【００６５】
　また、第１実施形態では、上記のように、導光板１１およびレンズシート１２を、それ
ぞれ、凸部１１ｃおよび１２ｃのみにより、フレーム１４に位置決めすることによって、
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導光板１１およびレンズシート１２を湾曲方向の中央部と両側の部分との両方で位置決め
する場合に比べて、導光板１１およびレンズシート１２に生じるストレスを低減すること
ができる。これにより、使用時における導光板１１およびレンズシート１２の熱変形を低
減することができるので、輝度ムラが発生するのをより抑制することができる。
【００６６】
　また、第１実施形態では、上記のように、導光板１１およびフレーム１４に接着される
反射シート１３を設けることによって、導光板１１がフレーム１４に対して厚み方向（Ａ
方向）に移動するのを抑制することができるので、導光板１１およびレンズシート１２が
厚み方向に互いに離れるのを抑制することができる。これにより、輝度ムラが発生するの
をより抑制することができる。
【００６７】
（第２実施形態）
　図１０は、本発明の第２実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズ
シートの凸部を背面側から見た斜視図である。図１１は、図１０に示した本発明の第２実
施形態による面状照明装置のフレームの凹部を背面側から見た斜視図である。この第２実
施形態では、図１０および図１１を参照して、上記第１実施形態とは異なり、導光板１１
１の凸部１１１ｃおよびレンズシート１１２の凸部１１２ｃを、先端に向かって幅が大き
くなるように形成する場合について説明する。
【００６８】
　本発明の第２実施形態による面状照明装置では、図１０に示すように、導光板１１１の
凸部１１１ｃの側面１１１ｄは、Ｃ方向に対して傾斜している。そして、凸部１１１ｃは
、先端に向かって（フレーム１１４側（Ｃ１方向）に向かって）、Ｂ方向の幅が大きくな
るように形成されている。なお、凸部１１１ｃは、本発明の「第１凸部」の一例である。
【００６９】
　また、レンズシート１１２の凸部１１２ｃの側面１１２ｄも、導光板１１１と同様、Ｃ
方向に対して傾斜している。そして、凸部１１２ｃは、先端に向かって（フレーム１１４
側（Ｃ１方向）に向かって）、Ｂ方向の幅が大きくなるように形成されている。なお、レ
ンズシート１１２は、本発明の「光学シート」の一例であり、凸部１１２ｃは、本発明の
「第２凸部」の一例である。
【００７０】
　また、凸部１１１ｃの側面１１１ｄ、および、凸部１１２ｃの側面１１２ｄは、同一面
上に形成されている。
【００７１】
　フレーム１１４の凹部１１４ｅの側面１１４ｆは、図１１に示すように、Ｃ方向に対し
て傾斜している。そして、凹部１１４ｅは、導光板１１１およびレンズシート１１２側（
Ｃ２方向）に向かって、Ｂ方向の開口幅が小さくなるように形成されている。
【００７２】
　なお、第２実施形態のその他の構造は、上記第１実施形態と同様である。
【００７３】
　第２実施形態では、上記のように、導光板１１１の凸部１１１ｃおよびレンズシート１
１２の凸部１１２ｃを、先端に向かって幅が大きくなるように形成し、フレーム１１４の
凹部１１４ｅを、導光板１１１およびレンズシート１１２に向かって開口幅が小さくなる
ように形成することによって、導光板１１１およびレンズシート１１２が、フレーム１１
４から離れる方向（Ｃ２方向）に移動するのを抑制することができる。これにより、導光
板１１１およびレンズシート１１２がフレーム１１４に対してＣ方向（面方向）に位置ず
れするのを抑制することができるので、導光板１１１がレンズシート１１２に対してＣ方
向（面方向）に位置ずれするのを抑制することができる。
【００７４】
　なお、第２実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００７５】
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（第３実施形態）
　図１２は、本発明の第３実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズ
シートの凸部を背面側から見た斜視図である。図１３は、図１２に示した本発明の第３実
施形態による面状照明装置のフレームの凹部を背面側から見た斜視図である。この第３実
施形態では、図１２および図１３を参照して、上記第１および第２実施形態とは異なり、
導光板２１１の凸部２１１ｃの側面２１１ｄ、および、レンズシート２１２の凸部２１２
ｃの側面２１２ｄが厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜している場合について説明する。
【００７６】
　本発明の第３実施形態による面状照明装置では、図１２に示すように、導光板２１１の
凸部２１１ｃのフレーム２１４側（Ｃ方向）に延びる側面２１１ｄは、厚み方向（Ａ方向
）に対して傾斜している。そして、凸部２１１ｃは、Ｂ方向の幅が前面側（Ａ１方向）に
向かって小さくなるように形成されている。なお、凸部２１１ｃは、本発明の「第１凸部
」の一例であり、側面２１１ｄは、本発明の「第１傾斜面」の一例である。
【００７７】
　また、レンズシート２１２の凸部２１２ｃのフレーム２１４側（Ｃ方向）に延びる側面
２１２ｄも、導光板２１１と同様、厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜している。そして、
凸部２１２ｃは、Ｂ方向の幅が前面側（Ａ１方向）に向かって小さくなるように形成され
ている。なお、レンズシート２１２は、本発明の「光学シート」の一例であり、凸部２１
２ｃは、本発明の「第２凸部」の一例である。また、側面２１２ｄは、本発明の「第２傾
斜面」の一例である。
【００７８】
　また、凸部２１１ｃの側面２１１ｄ、および、凸部２１２ｃの側面２１２ｄは、同一面
上に形成されている。
【００７９】
　フレーム２１４の凹部２１４ｅのＣ方向に延びる側面２１４ｆは、図１３に示すように
、厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜している。そして、凹部２１４ｅは、Ｂ方向の開口幅
が前側（Ａ１方向）に向かって小さくなるように形成されている。なお、側面２１４ｆは
、本発明の「第３傾斜面」の一例である。
【００８０】
　また、凹部２１４ｅの側面２１４ｆは、導光板２１１の凸部２１１ｃの側面２１１ｄ、
および、レンズシート２１２の凸部２１２ｃの側面２１２ｄが係合するように形成されて
いる。
【００８１】
　なお、第３実施形態では、図１３に示すように、フレーム２１４に、支持部が設けられ
ていなくてもよい。
【００８２】
　第３実施形態のその他の構造は、上記第１実施形態と同様である。
【００８３】
　第３実施形態では、上記のように、導光板２１１の凸部２１１ｃおよびレンズシート２
１２の凸部２１２ｃに、厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜した側面２１１ｄおよび２１２
ｄをそれぞれ形成し、フレーム２１４の凹部２１４ｅに、導光板２１１の側面２１１ｄお
よびレンズシート２１２の側面２１２ｄと係合するとともに、厚み方向に対して傾斜した
側面２１４ｆを形成している。これにより、凸部２１１ｃの側面２１１ｄおよび凸部２１
２ｃの側面２１２ｄが凹部２１４ｅの側面２１４ｆに当接するまで、凸部２１１ｃおよび
２１２ｃを凹部２１４ｅに嵌め込むことにより、凸部２１１ｃおよび２１２ｃが凹部２１
４ｅに対して厚み方向および面方向に移動するのをより抑制することができる。すなわち
、導光板２１１およびレンズシート２１２がフレーム２１４に対して厚み方向および面方
向に移動するのを抑制することができる。その結果、輝度ムラが発生するのをより抑制す
ることができる。
【００８４】
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　また、凸部２１１ｃの側面２１１ｄおよび凸部２１２ｃの側面２１２ｄを厚み方向に傾
斜させるとともに、凹部２１４ｅの側面２１４ｆを厚み方向に傾斜させることによって、
凸部２１１ｃおよび２１２ｃを凹部２１４ｅに嵌め込みやすくすることができる。
【００８５】
　なお、第３実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００８６】
（第４実施形態）
　図１４は、本発明の第４実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズ
シートの凸部を背面側から見た斜視図である。図１５は、図１４に示した本発明の第４実
施形態による面状照明装置のフレームの凹部を背面側から見た斜視図である。この第４実
施形態では、図１４および図１５を参照して、上記第１～第３実施形態とは異なり、導光
板３１１をレンズシート３１２に対して直接的に位置決めする場合について説明する。
【００８７】
　本発明の第４実施形態による面状照明装置では、図１４に示すように、導光板３１１の
凸部３１１ｃは、一対の挟持部３１１ｅを含んでいる。この一対の挟持部３１１ｅは、厚
み方向（Ａ方向）において、レンズシート３１２側（Ａ１方向側）に突出するように形成
されている。すなわち、挟持部３１１ｅ（凸部３１１ｃ）は、導光板３１１の他の部分よ
りも大きい厚みに形成されている。なお、レンズシート３１２は、本発明の「光学シート
」の一例であり、凸部３１１ｃは、本発明の「第１凸部」の一例である。
【００８８】
　また、一対の挟持部３１１ｅは、Ｂ方向の挟持幅（一対の挟持部３１１ｅの挟持面３１
１ｆの間隔）がレンズシート３１２の凸部３１２ｃのＢ方向の幅と略同じ大きさになるよ
うに形成されており、レンズシート３１２の凸部３１２ｃをＢ方向の両側から挟み込んで
いる。なお、凸部３１２ｃは、本発明の「第２凸部」の一例である。
【００８９】
　また、一対の挟持部３１１ｅの挟持面３１１ｆは、Ｂ方向に対して略垂直になるように
形成されている。
【００９０】
　また、一対の挟持部３１１ｅのＡ１方向に突出した部分の内側（Ｃ２方向側）の面は、
レンズシート３１２の外周面３１２ｅに当接している。これにより、導光板３１１がレン
ズシート３１２に対して内側（Ｃ２方向）に位置ずれするのを抑制することができる。
【００９１】
　フレーム３１４の凹部３１４ｅは、図１５に示すように、導光板３１１の凸部３１１ｃ
（一対の挟持部３１１ｅ）（図１４参照）に対応した形状に形成されている。具体的には
、凹部３１４ｅの側面３１４ｆは、Ｂ方向に対して略垂直になるように形成されていると
ともに、導光板３１１の凸部３１１ｃ（一対の挟持部３１１ｅ）の側面３１１ｄ（図１４
参照）に係合するように形成されている。すなわち、第４実施形態では、フレーム３１４
の凹部３１４ｅは、導光板３１１の凸部３１１ｃ（一対の挟持部３１１ｅ）と係合する一
方、レンズシート３１２の凸部３１２ｃとは係合しない。
【００９２】
　なお、第４実施形態のその他の構造は、上記第１実施形態と同様である。
【００９３】
　第４実施形態では、上記のように、導光板３１１の凸部３１１ｃに、レンズシート３１
２の凸部３１２ｃを挟み込む一対の挟持部３１１ｅを設けることによって、導光板３１１
をレンズシート３１２に対して直接的に位置決めすることができるので、導光板３１１が
レンズシート３１２に対して位置ずれするのを効果的に抑制することができる。
【００９４】
　また、第４実施形態では、上記のように、一対の挟持部３１１ｅを、厚み方向（Ａ方向
）において、レンズシート３１２の凸部３１２ｃ側（Ａ１方向）に突出するように形成す
ることによって、挟持部３１１ｅにより、レンズシート３１２の凸部３１２ｃを、容易に
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挟み込むことができる。
【００９５】
　また、第４実施形態では、上記のように、フレーム３１４の凹部３１４ｅを、導光板３
１１の凸部３１１ｃ（一対の挟持部３１１ｅ）と係合し、レンズシート３１２の凸部３１
２ｃとは係合しないように構成している。このように構成しても、一対の挟持部３１１ｅ
はレンズシート３１２の凸部３１２ｃを挟み込んでいるので、フレーム３１４の凹部３１
４ｅにより、容易に、導光板３１１の凸部３１１ｃ（一対の挟持部３１１ｅ）およびレン
ズシート３１２の凸部３１２ｃを位置決めすることができる。
【００９６】
　なお、第４実施形態のその他の効果は、上記第１実施形態と同様である。
【００９７】
（第５実施形態）
　図１６は、本発明の第５実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズ
シートの凸部を背面側から見た斜視図である。この第５実施形態では、図１６を参照して
、上記第４実施形態とは異なり、レンズシート４１２の凸部４１２ｃを、先端に向かって
幅が大きくなるように形成する場合について説明する。
【００９８】
　本発明の第５実施形態による面状照明装置では、図１６に示すように、導光板４１１の
凸部４１１ｃの挟持部４１１ｅの挟持面４１１ｆは、Ｃ方向に対して傾斜している。そし
て、一対の挟持部４１１ｅは、先端に向かって、Ｂ方向の挟持幅（一対の挟持部４１１ｅ
の挟持面４１１ｆの間隔）が大きくなるように形成されている。なお、凸部４１１ｃは、
本発明の「第１凸部」の一例である。
【００９９】
　また、一対の挟持部４１１ｅのＡ１方向に突出した部分の内側（Ｃ２方向側）の面は、
上記第４実施形態と同様、レンズシート４１２の外周面４１２ｅに当接している。なお、
レンズシート４１２は、本発明の「光学シート」の一例である。
【０１００】
　レンズシート４１２の凸部４１２ｃの側面４１２ｄは、Ｃ方向に対して傾斜している。
そして、凸部４１２ｃは、先端に向かって、Ｂ方向の幅が大きくなるように形成されてい
る。なお、凸部４１２ｃは、本発明の「第２凸部」の一例である。
【０１０１】
　第５実施形態のその他の構造は、上記第４実施形態と同様である。
【０１０２】
　第５実施形態では、上記のように、一対の挟持部４１１ｅを、先端に向かって挟持幅が
大きくなるように形成し、レンズシート４１２の凸部４１２ｃを、先端に向かって幅が大
きくなるように形成することによって、一対の挟持部４１１ｅが、レンズシート４１２の
凸部４１２ｃに対して外側（Ｃ１方向）に位置ずれするのを抑制することができる。すな
わち、導光板４１１がレンズシート４１２に対して面方向に位置ずれするのをより抑制す
ることができる。
【０１０３】
　なお、第５実施形態のその他の効果は、上記第１および第４実施形態と同様である。
【０１０４】
（第６実施形態）
　図１７は、本発明の第６実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズ
シートの凸部を背面側から見た斜視図である。この第６実施形態では、図１７を参照して
、上記第４および第５実施形態とは異なり、導光板５１１の凸部５１１ｃの一対の挟持部
５１１ｅの挟持面５１１ｆ、および、レンズシート５１２の凸部５１２ｃの側面５１２ｄ
が厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜している場合について説明する。
【０１０５】
　本発明の第６実施形態による面状照明装置では、図１７に示すように、導光板５１１の
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凸部５１１ｃの一対の挟持部５１１ｅの挟持面５１１ｆは、厚み方向（Ａ方向）に対して
傾斜している。そして、一対の挟持部５１１ｅは、Ｂ方向の挟持幅（一対の挟持部５１１
ｅの挟持面５１１ｆの間隔）が前面側（Ａ１方向）に向かって大きくなるように形成され
ている。なお、凸部５１１ｃは、本発明の「第１凸部」の一例であり、挟持面５１１ｆは
、本発明の「第４傾斜面」の一例である。
【０１０６】
　レンズシート５１２の凸部５１２ｃの側面５１２ｄは、厚み方向（Ａ方向）に対して傾
斜している。そして、凸部５１２ｃは、Ｂ方向の幅が前面側（Ａ１方向）に向かって大き
くなるように形成されている。なお、レンズシート５１２は、本発明の「光学シート」の
一例であり、凸部５１２ｃは、本発明の「第２凸部」の一例である。また、側面５１２ｄ
は、本発明の「第５傾斜面」の一例である。
【０１０７】
　また、凸部５１２ｃの側面５１２ｄは、導光板５１１の凸部５１１ｃの一対の挟持部５
１１ｅの挟持面５１１ｆに、少なくとも一部が係合するように形成されている。
【０１０８】
　なお、第６実施形態のその他の構造は、上記第４実施形態と同様である。
【０１０９】
　第６実施形態では、上記のように、一対の挟持部５１１ｅに、厚み方向（Ａ方向）に対
して傾斜した挟持面５１１ｆを形成し、レンズシート５１２の凸部５１２ｃに、挟持部５
１１ｅの挟持面５１１ｆと係合するとともに、厚み方向に対して傾斜した側面５１２ｄを
形成している。これにより、凸部５１２ｃの側面５１２ｄが挟持部５１１ｅの挟持面５１
１ｆに当接するまで、凸部５１２ｃを一対の挟持部５１１ｅの間に嵌め込むことにより、
凸部５１２ｃが挟持部５１１ｅに対して厚み方向および面方向に移動するのをより抑制す
ることができる。すなわち、レンズシート５１２が導光板５１１に対して厚み方向および
面方向に移動するのを抑制することができる。その結果、輝度ムラが発生するのをより抑
制することができる。
【０１１０】
　また、挟持部５１１ｅの挟持面５１１ｆおよび凸部５１２ｃの側面５１２ｄを厚み方向
に傾斜させることによって、凸部５１２ｃを一対の挟持部５１１ｅの間に嵌め込みやすく
することができる。
【０１１１】
　なお、第６実施形態のその他の効果は、上記第１および第４実施形態と同様である。
【０１１２】
　なお、今回開示された実施形態は、すべての点で例示であって制限的なものではないと
考えられるべきである。本発明の範囲は、上記した実施形態の説明ではなく特許請求の範
囲によって示され、さらに特許請求の範囲と均等の意味および範囲内でのすべての変更が
含まれる。
【０１１３】
　たとえば、上記実施形態では、照明装置を、液晶表示装置に用いた例について説明した
が、本発明はこれに限らず、照明装置を、液晶表示装置以外の装置に用いてもよい。
【０１１４】
　また、上記実施形態では、導光板上に１つのレンズシートを配置した例について示した
が、本発明はこれに限らず、導光板上に２つ以上のレンズシートを配置してもよい。
【０１１５】
　また、上記実施形態では、フレームを、湾曲方向の中央部に向かって前側（液晶表示パ
ネル側）に突出した凸形状に形成した例について示したが、本発明はこれに限らず、フレ
ームを、湾曲方向の中央部に向かって背面側に突出した凹形状に形成してもよいし、波形
状に形成してもよい。
【０１１６】
　また、上記実施形態では、フレームを、レンズシートおよび導光板が背面側から収納さ
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れるように形成した例について示したが、本発明はこれに限らず、フレームを、レンズシ
ートおよび導光板が前面側から収納されるように形成してもよい。
【０１１７】
　また、上記第３実施形態では、フレームに支持部を設けない場合について示したが、本
発明はこれに限らず、上記第３実施形態のような構成であっても、フレームに支持部を設
けてもよい。
【０１１８】
　また、上記第４～第６実施形態では、導光板の凸部に、レンズシートの凸部を挟持する
挟持部を設けた例について示したが、本発明はこれに限らず、レンズシートの凸部に、導
光板の凸部を挟持する挟持部を設けてもよい。
【０１１９】
　また、上記第２実施形態では、導光板１１１の凸部１１１ｃおよびレンズシート１１２
の凸部１１２ｃを、先端に向かって幅が大きくなるように形成する場合について説明し、
上記第３実施形態では、導光板２１１の凸部２１１ｃの側面２１１ｄ、および、レンズシ
ート２１２の凸部２１２ｃの側面２１２ｄが厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜している場
合について説明したが、本発明はこれに限らず、図１８および図１９に示した本発明の第
１変形例による面状照明装置のように、上記第２実施形態と上記第３実施形態とを合わせ
た構造にしてもよい。すなわち、本発明の第１変形例による面状照明装置では、図１８に
示すように、導光板６１１の凸部６１１ｃの側面６１１ｄ、および、レンズシート６１２
の凸部６１２ｃの側面６１２ｄは、厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜するように形成され
ている。また、導光板６１１の凸部６１１ｃおよびレンズシート６１２の凸部６１２ｃは
、先端に向かってＢ方向の幅が大きくなるように形成されている。また、図１９に示すよ
うに、フレーム６１４の凹部６１４ｅの側面６１４ｆは、厚み方向（Ａ方向）に対して傾
斜するように形成されている。また、フレーム６１４の凹部６１４ｅは、導光板６１１お
よびレンズシート６１２に向かって、開口幅が小さくなるように形成されている。このよ
うに構成すれば、導光板６１１およびレンズシート６１２がフレーム６１４に対して厚み
方向および面方向の両方に位置ずれするのを抑制することができる。
【０１２０】
　また、図２０に示した本発明の第２変形例による面状照明装置のように、上記第５実施
形態と上記第６実施形態とを合わせた構造にしてもよい。すなわち、図２０に示した本発
明の第２変形例による面状照明装置では、導光板７１１の凸部７１１ｃの一対の挟持部７
１１ｅの挟持面７１１ｆは、厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜するように形成されている
。また、一対の挟持部７１１ｅは、挟持幅（一対の挟持部７１１ｅの挟持面７１１ｆの間
隔）が先端に向かって大きくなるように形成されている。また、レンズシート７１２の凸
部７１２ｃの側面７１２ｄは、厚み方向（Ａ方向）に対して傾斜するように形成されてい
る。また、レンズシート７１２の凸部７１２ｃは、先端に向かってＢ方向の幅が大きくな
るように形成されている。
【０１２１】
　また、上記第２、第３実施形態または第１変形例と、上記第４～第６実施形態または第
２変形例とを合わせた構造にしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【０１２２】
【図１】本発明の第１実施形態による面状照明装置を備えた液晶表示装置の構造を示した
分解斜視図である。
【図２】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置の導光板の構造を示した
平面図である。
【図３】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置のレンズシートの構造を
示した平面図である。
【図４】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および
、レンズシートの凸部を背面側から見た斜視図である。
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【図５】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置のレンズシートの構造を
説明するための側面図である。
【図６】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置のフレームを背面側から
見た斜視図である。
【図７】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置のフレームの構造を示し
た背面図である。
【図８】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置のフレームの凹部の構造
を示した斜視図である。
【図９】図１に示した本発明の第１実施形態による面状照明装置のフレームの凹部を背面
側から見た斜視図である。
【図１０】本発明の第２実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシ
ートの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図１１】図１０に示した本発明の第２実施形態による面状照明装置のフレームの凹部を
背面側から見た斜視図である。
【図１２】本発明の第３実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシ
ートの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図１３】図１２に示した本発明の第３実施形態による面状照明装置のフレームの凹部を
背面側から見た斜視図である。
【図１４】本発明の第４実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシ
ートの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図１５】図１４に示した本発明の第４実施形態による面状照明装置のフレームの凹部を
背面側から見た斜視図である。
【図１６】本発明の第５実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシ
ートの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図１７】本発明の第６実施形態による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシ
ートの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図１８】本発明の第１変形例による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシー
トの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図１９】本発明の第１変形例による面状照明装置のフレームの凹部を背面側から見た斜
視図である。
【図２０】本発明の第２変形例による面状照明装置の導光板の凸部、および、レンズシー
トの凸部を背面側から見た斜視図である。
【図２１】従来の光学シートを湾曲させて使用した状態を示した側面図である。
【符号の説明】
【０１２３】
　１　液晶表示装置（表示装置）
　２　液晶表示パネル（表示パネル）
　１０　面状照明装置
　１１、１１１、２１１、３１１、４１１、５１１、６１１、７１１　導光板
　１１ｃ、１１１ｃ、２１１ｃ、３１１ｃ、４１１ｃ、５１１ｃ、６１１ｃ、７１１ｃ　
凸部（第１凸部）
　２１１ｄ、６１１ｄ　側面（第１傾斜面）
　１２、１１２、２１２、３１２、４１２、５１２、６１２、７１２　レンズシート（光
学シート）
　１２ｃ、１１２ｃ、２１２ｃ、３１２ｃ、４１２ｃ、５１２ｃ、６１２ｃ、７１２ｃ　
凸部（第２凸部）
　１２ｅ　光出射面
　１３　反射シート
　１４、１１４、２１４、３１４、６１４　フレーム
　１４ｅ、１１４ｅ、２１４ｅ、３１４ｅ、６１４ｅ　凹部



(18) JP 2010-140831 A 2010.6.24

　２１２ｄ、６１２ｄ　側面（第２傾斜面）
　２１４ｆ、６１４ｆ　側面（第３傾斜面）
　３１１ｅ、４１１ｅ、５１１ｅ、７１１ｅ　挟持部
　５１１ｆ、７１１ｆ　挟持面（第４傾斜面）
　５１２ｄ、７１２ｄ　側面（第５傾斜面）
　Ｐ１　光学パターン
　Ｐ２　偏向パターン

【図１】 【図２】
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【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】

【図９】

【図１０】

【図１１】
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【図１２】

【図１３】

【図１４】

【図１５】

【図１６】

【図１７】

【図１８】

【図１９】
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【図２１】
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