
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　入射面と当該入射面から入射する光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向す
る全反射面とからなる三角形状のプリズムが入射光側に配列された厚さ３ｍｍ以下のフレ
ネルレンズシートの取付構造であって、
　前記フレネルレンズシートの上辺に装着された吊り下げ部材と、当該吊り下げ部材を支
持する支持部材とを備え
　

　

　

ことを特徴とするフレネルレンズシートの取付構造。
【請求項２】
　

【請求項３】
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、
前記フレネルレンズシートの下辺には張力付加部材が装着され、当該張力付加部材には

前記フレネルレンズシートの出光面側に隣接する剛体シートが載置されており、
前記フレネルレンズシートの上辺の左右端部における吊り下げ部材の下面と、当該左右

端部における吊り下げ部材に接する支持部材の上面との接触面が、当該フレネルレンズシ
ートの中央側の座標位置より端部側の座標位置が正面視で低くなるように傾斜しており、

前記フレネルレンズシートの下辺の左右端部における張力付加部材の上面と、当該左右
端部における張力付加部材に載置される剛体シートの下面との接触面が、当該フレネルレ
ンズシートの中央側の座標位置より端部側の座標位置が正面視で高くなるように傾斜して
いる

前記剛体シートが、レンチキュラーレンズシートであることを特徴とする請求項１に記
載のフレネルレンズシートの取付構造。



　

【請求項４】
　

【請求項５】
　

【請求項６】
　

【請求項７】
　

【請求項８】
　

【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、薄型のフレネルレンズシートの取付構造および背面投射型表示装置に関し、さ
らに詳しくは、薄型のフレネルレンズシートが平面性のよい状態で取り付けられるフレネ
ルレンズシートの取付構造およびその取付構造を備える背面投射型表示装置に関するもの
である。
【０００２】
【従来の技術】
図２４は、映像光１０２をスクリーン１０３に対して斜め方向から投射する背面投射表示
装置１０１の一例を示す構成図である。その背面投射型表示装置１０１に用いられるフレ
ネルレンズシート１１１として、図２６に示すような全反射タイプのフレネルレンズ要素
１１２が入光面側に形成されたフレネルレンズシート１１１の使用が提案されている（特
許文献１を参照）。このフレネルレンズシート１１１の入射光側には、入射面１１３とそ
の入射面１１３から入射する光１０２の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向す
る全反射面１１４とからなる三角形状のプリズム１１２が形成されている。
【０００３】
こうした全反射フレネルレンズシートは、図３に示すように、フレネルレンズシート形成
用の平版状の金型７に成形樹脂を塗布・硬化させた後、その金型７からフレネルレンズシ
ート１を離型することにより製造される。しかしながら、全反射フレネルレンズシート１
の製造においては、フレネルレンズ要素２と金型７とが噛み合っているので、フレネルレ
ンズシート１の厚みが厚い場合には、シートの柔軟性が低下して極めて離型し難い状況に
なるという問題があった。そのため、フレネルレンズシート１の厚さを３ｍｍ以下にして
、フレネルレンズシート製造時における金型７からの離型作業の効率化を図っていた。
【０００４】
【特許文献１】
特開昭６１－２０８０４１号公報
【特許文献２】
特開平４－２４９２３５号公報
【特許文献３】
特開平４－２５６９４１号公報
【０００５】
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前記フレネルレンズシートが、出光面に光を拡散するレンチキュラーレンズが形成され
ていることを特徴とする請求項１または２に記載のフレネルレンズシートの取付構造。

前記フレネルレンズシートが、光を拡散させる拡散剤を含有していることを特徴とする
請求項１または２に記載のフレネルレンズシートの取付構造。

前記フレネルレンズシートが、光を吸収するように着色されていることを特徴とする請
求項１または２に記載のフレネルレンズシートの取付構造。

前記フレネルレンズシートが、光吸収層を有していることを特徴とする請求項１はたは
２に記載のフレネルレンズの取付構造。

前記フレネルレンズシートの片面または両面に、反射率を低下させる低反射層が形成さ
れていることを特徴とする請求項１～６のいずれか１項に記載のフレネルレンズシートの
取付構造。

請求項１～７のいずれか１項に記載のフレネルレンズシートの取付構造を備えた透過型
スクリーンが取り付けられることを特徴とする背面投射型表示装置。



【発明が解決しようとする課題】
ところで、こうした薄型のフレネルレンズシートを有する透過型スクリーン１０３の中心
に対して斜めに映像光１０２を入射させる薄型の背面投射型表示装置１０１（図２４を参
照）において、例えばフレネルレンズシートにたわみが生じて透過型スクリーン１０３に
膨れや浮きが生じる場合には、図２５に示すように、フレネルレンズの位置が光源１０８
の方向（すなわち、シートの厚さ方向）に近づいたり遠ざかったりすることになる。その
ため、図２５に示すように、特にフレネルレンズシート１１１の中央付近では、表示され
る映像の高さ方向の位置が変化することになる。一方、フレネルレンズシート１１１の周
辺部は枠部材により保持されているので、その周辺部においては、フレネルレンズの位置
があまり変化せず、表示される映像の高さ方向の位置はほとんど変化しない。したがって
、例えばフレネルレンズシートにたわみが生じた場合、その中心部のフレネルレンズの位
置はシートの厚さ方向に変化するが、周辺部のフレネルレンズの位置はあまり変化しない
ので、透過型スクリーンに表示される映像にゆがみが生じる。例えば、水平な直線を透過
型スクリーン上に表示した場合に、水平方向でその直線が曲がって見えることがある。
【０００６】
特に、上述したような金型からの離型作業の効率化を目的とした薄型のフレネルレンズシ
ートを有する背面投射型表示装置においては、たわみが生じやすく、映像にゆがみが生じ
易いという問題がある。なお、上記特許文献２、３は、従来の透過型スクリーンの取付構
造の一例を示すものであるが、上述した全反射フレネルレンズを備えた薄型フレネルレン
ズシートに適用されたものではない。
【０００７】
本発明は、上記課題を解決すべくなされたものであって、その目的は、製造時に金型から
離型し易い薄型のフレネルレンズシートを、背面投射型表示装置に平面性よく保持するこ
とができるフレネルレンズシートの取付構造およびその取付構造を備えた背面投射型表示
装置を提供することにある。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　上記課題を解決するための本発明のフレネルレンズシートの取付構造は、入射面と当該
入射面から入射する光の一部または全部を全反射して所望の方向に偏向する全反射面とか
らなる三角形状のプリズムが入射光側に配列された厚さ３ｍｍ以下のフレネルレンズシー
トの取付構造であって、前記フレネルレンズシートの上辺に装着された吊り下げ部材と、
当該吊り下げ部材を支持する支持部材とを備え
　

　

　

ことを特徴とする。
【０００９】
　この発明によれば、フレネルレンズシートの上辺に装着された吊り下げ部材と、その吊
り下げ部材を支持する支持部材とにより取り付けられた厚さ３ｍｍ以下の薄型のフレネル
レンズシートは、たわみが発生しにくく平面性が確保されるので、映し出される映像にゆ
がみが生じ難い。
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、
前記フレネルレンズシートの下辺には張力付加部材が装着され、当該張力付加部材には

前記フレネルレンズシートの出光面側に隣接する剛体シートが載置されており、
前記フレネルレンズシートの上辺の左右端部における吊り下げ部材の下面と、当該左右

端部における吊り下げ部材に接する支持部材の上面との接触面が、当該フレネルレンズシ
ートの中央側の座標位置より端部側の座標位置が正面視で低くなるように傾斜しており、

前記フレネルレンズシートの下辺の左右端部における張力付加部材の上面と、当該左右
端部における張力付加部材に載置される剛体シートの下面との接触面が、当該フレネルレ
ンズシートの中央側の座標位置より端部側の座標位置が正面視で高くなるように傾斜して
いる

さらに、この発明によれば、フレネルレンズシートに装着された張力付加部材により、
フレネルレンズシートが下方または横方向に張られるので、厚さ３ｍｍ以下の薄型のフレ
ネルレンズシートの平面性を確保することができる。

さらに、この発明によれば、フレネルレンズシートの上辺の左右端部における吊り下げ



【００１４】
また、前記剛体シートがレンチキュラーレンズシートであることが好ましい。
【００１５】
本発明のフレネルレンズシートの取付構造において、（ａ）前記フレネルレンズシートの
出光面に光を拡散するレンチキュラーレンズが形成されていること、（ｂ）前記フレネル
レンズシートが光を拡散させる拡散剤を含有していること、（ｃ）フレネルレンズシート
が光を吸収するように着色されていること、（ｄ）フレネルレンズシートが光吸収層を有
していること、が好ましい。
【００１６】
また、本発明のフレネルレンズシートの取付構造において、フレネルレンズシートの片面
または両面に、反射率を低下させる低反射層が形成されていることが好ましい。
【００１７】
本発明の背面投射型表示装置は、上述したフレネルレンズシートの取付構造を備えた透過
型スクリーンが取り付けられていることを特徴とする。
【００１８】
【発明の実施の形態】
本発明のフレネルレンズシートの取付構造および背面投射型表示装置について、図面を参
照しつつ具体的に説明する。
【００１９】
（薄型のフレネルレンズシート）
先ず、本発明の取付構造に適用される薄型のフレネルレンズシートについて説明する。
【００２０】
図１は、本発明のフレネルレンズシートの取付構造が適用される斜め投射光学系のフレネ
ルレンズシートの一例を示す。このフレネルレンズシート１においては、フレネル中心が
シート内に存在しないので、入射光はフレネルレンズシート１のどの位置に対してもある
角度（最大で７０°程度以上）をもって入射する。
【００２１】
図２は、図１に示すような大きな入射角に適したフレネルレンズシート１の一例を示す断
面図であって、入射面３とその入射面３から入射する光５の一部または全部を全反射して
所望の方向に偏向する全反射面４とからなる三角形状のプリズム２が入射光側に配列され
たフレネルレンズシート１である。
【００２２】
このフレネルレンズシート１においては、フレネルレンズシート１上の位置により入射光
５の入射角が異なるので、プリズム２を構成する各角度ａ，ｂ，ｃは、入射光５の入射角
に応じて任意に変化させる必要がある。例えば、プリズム２の先端角ａを一定にして全反
射面４の角度ｂ（すなわち屈折面の角度ｃ）を変化させてもよいし、角度ａ，ｂ，ｃを全
て変化させてもよい。なお、入射光５のうち、フレネルレンズシート１の略垂直方向に出
光する光の割合（すなわち出光効率）のよいフレネルレンズシート１とするためには、プ
リズム２の先端角ａが４０°程度であることが好ましい。また、プリズム２の幅（フレネ
ルレンズシート１のピッチのこと。）は、画面上でプリズム２が多数連なっていることが
観察者に視認されないように、１ｍｍ程度以下であることが望ましく、０．１ｍｍ程度で
あることがより好ましい。このようなフレネルレンズシート１を備える背面投射表示装置
の画面サイズは、通常、４０インチ以上２００インチ以下であり、５０インチ以上７０イ
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部材の下面と、その左右端部における吊り下げ部材に接する支持部材の上面との接触面が
、フレネルレンズシートの中央側の座標位置より端部側の座標位置が正面視で低くなるよ
うに傾斜しており、フレネルレンズシートの下辺の左右端部における張力付加部材の上面
と、その左右端部における張力付加部材に載置される剛体シートの下面との接触面が、フ
レネルレンズシートの中央側の座標位置より端部側の座標位置が正面視で高くなるように
傾斜しているので、フレネルレンズシートの上下方向と左右方向に外向きの力を作用させ
ることができる。



ンチ以下のものが多い。
【００２３】
図３に示すように、フレネルレンズシート１は、フレネルレンズの逆形状を有する金型７
を用い、フレネルレンズシート成形用樹脂をプレス成形、射出成形、ＵＶ成形法またはキ
ャスティング成形などにより成形し、その金型７から離型することにより製造されるが、
上記のフレネルレンズシート１は、プリズム２の先端角ａが４０°程度（例えば、３６°
～４４°）とかなり鋭角なので、金型７からの離型性が従来から大きな問題となっていた
。そこで、金型７からの離型性を良好にして製造効率を向上させるという観点から、フレ
ネルレンズシート１の厚さＴを３ｍｍ以下、具体的には０．２～３ｍｍのものとすること
により、フレネルレンズの転写形状（逆形状）が形成されている金型７から、薄く柔軟な
フレネルレンズシート１を容易に離型することができ、フレネルレンズシート１の製造の
効率化が達成される。こうした薄型のフレネルレンズシートは、上述したように、シート
に剛性がないのでたわみやすく、そのままでは投射された映像光にゆがみを生じさせるお
それがあった。
【００２４】
本発明者らは、背面投射型表示装置の画面サイズが対角５０インチ以上である場合、フレ
ネルレンズシート１のたわみに基づく映像のゆがみが、フレネルレンズシート１のたわみ
の程度によっては観察者に視認されないことを見出し、映像のゆがみが許容できる限界が
単位長に対して１０００分の３程度であることを見出した。例えば、図４に示すように、
フレネルレンズシート１の水平方向の長さＬ（ｍｍ）と同じ長さの直線９を映し出した場
合において、その直線９の曲りＰが上下方向で１０００分の３Ｌ（＝３Ｌ／１０００）以
下であれば、その曲りＰを観察者が視認するのは極めて困難であることを見出した。
【００２５】
一方、フレネルレンズシート１の中心に入射する入射光の入射角は、通常６０～６５°で
あるので、直線のゆがみを１０００分の３Ｌ以下となるように抑制しようとすると、フレ
ネルレンズシート１がその厚さ方向にズレることが許容されるたわみ量Ｗ（図５を参照）
は２０００分の３Ｌ以下となる。例えば、対角５０インチのスクリーンであれば、水平方
向の長さは１０１６ｍｍなので、たわみ量Ｗを１．５ｍｍ以下に抑える必要がある。しか
しながら、５０インチ程度で厚さＴが３ｍｍ程度の樹脂製のフレネルレンズシート１の周
辺を枠体で保持して自立させようとした場合、フレネルレンズシートの自重によるたわみ
量Ｗが生じ、そのたわみ量Ｗを１．５ｍｍ以下とすることは不可能である。
【００２６】
こうした現状に鑑み、本発明のフレネルレンズシートの取付構造は、全反射面４を有する
プリズム２が形成された厚さ３ｍｍ以下の薄型フレネルレンズシート１をたわみがないよ
うに保持することによって、シートの平面性を確保し、その結果、投射される映像のゆが
みを抑えている。
【００２７】
（フレネルレンズシートの取付構造）
すなわち、本発明のフレネルレンズシート１（以下、単に「シート」ともいう。）の取付
構造は、入射面３とその入射面３から入射する光の一部または全部を全反射して所望の方
向に偏向する全反射面４とからなる三角形状のプリズム２が入射光側に配列された厚さ３
ｍｍ以下のフレネルレンズシート１の取付構造であって、フレネルレンズシート１の上辺
１１に装着された吊り下げ部材１２と、その吊り下げ部材１２を支持する支持部材１３と
を備えることに特徴がある。
【００２８】
図６は、本発明に係る取付構造の一例であり、（ａ）は斜視図であり、（ｂ）は垂直断面
図である。この取付構造は、シート１の上辺１１にシート幅と同一長さまたは略同一長さ
のコマを吊り下げ部材１２として接着し、Ｌ字金具を支持部材１３とし、そのＬ字金具の
底面にコマの下面が当接するようにコマを乗せてシートを吊り下げている。
【００２９】
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なお、シート１の上辺に接着されたコマの形状は、図６（ｂ）の垂直断面図に示すような
四角形であることが望ましいが、支持部材１３であるＬ字金具の底面に載せることができ
る形状であれば特に形状には限定されない。また、コマの左右方向の長さもシート幅と同
一長さまたは略同一長さでなくてもよく、短尺のコマを一定間隔ごとに接着したものであ
ってもよい。なお、その場合においては、後述するように、各コマ間にバネ等の弾性体を
設けることにより、左右方向に張力を付与する構造とすることが望ましい。また、図６お
よび後述の図７等に示す支持部材１３であるＬ字金具についても、その形状は特に限定さ
れず、吊り下げ部材１２の下面を支持することができるように、Ｌ字金具の底面のような
受け部を備えるものであればよい。
【００３０】
図７は、図６に示す取付構造において、シート１の下辺１４および左右辺１５の周辺部を
枠体１６で保持する態様を示したものである。図７において、（ａ）は上辺１１付近の垂
直断面図であり、（ｂ）は下辺１４付近の垂直断面図であり、（ｃ）は左右辺１５付近の
水平断面図である。この取付構造の下辺１４および左右辺１５においては、各辺を保持す
るために所定の深さＤで形成された枠体１６との間に隙間が生じるように装着される。こ
うした態様で装着されることにより、下辺１４および左右辺１５でのシート１の寸法上の
自由度を確保することができると共に、温湿度変化でのシートの伸縮を許容することがで
きる。
【００３１】
図８は、フレネルレンズシートの観察者側にレンチキュラーレンズシートを隣接させた形
態の一例を示す垂直断面図である。一般的な透過型スクリーンは、フレネルレンズとレン
チキュラーレンズとを備えているが、それらの各レンズを別々のシートに形成して両者を
隣接して配置して透過型スクリーンを構成する場合には、図８に示すように、入光面に全
反射タイプのプリズム２を備えるフレネルレンズシート１の観察者側の面６に、レンチキ
ュラーレンズシート１７が配置される。このとき、薄いフレネルレンズシート１は、隣接
するレンチキュラーレンズシート１７の平面性に大きく影響される。そのため、レンチキ
ュラーレンズシート１７が十分に厚く（例えば、５～１０ｍｍ程度）、下辺側の枠体１６
に自立させてもそのたわみ量が許容値以下である場合には、図８に示すように、フレネル
レンズシート１を上から吊り下げ、レンチキュラーレンズシート１７を下辺側の枠体１６
に置くようにすればよい。なお、レンチキュラーレンズシート１７を下辺側の枠体１６に
自立させたときの許容値以下のたわみ量とは、レンチキュラーレンズシート１７のたわみ
量によってフレネルレンズシート１のたわみ量Ｗがその厚さ方向にズレることが許容され
る量であり、具体的にはレンチキュラーレンズシート１７のたわみ量がそのまま反映され
、そのたわみ量の許容値は２０００分の３Ｌ以下であることが望ましい。
【００３２】
図９は、フレネルレンズシートとレンチキュラーレンズシートを支持部材から吊り下げた
態様の一例を示す垂直断面図である。これは、レンチキュラーレンズシート１７が薄く、
自立させるとたわみ量が許容量を超えてしまう場合に好ましく適用される態様であり、図
９に示すように、フレネルレンズシート１に装着された吊り下げ部材１２と、レンチキュ
ラーレンズシート１７に装着された吊り下げ部材１８との両方が、保持部材１３に保持さ
れる。
【００３３】
具体的には、図９（ａ）においては、フレネルレンズシート１の上辺１１に接着された吊
り下げ部材１２が支持部材１３であるＬ字金具の底面上に載り、さらにその吊り下げ部材
１２の上面にレンチキュラーレンズシート１７の上辺に接着された吊り下げ部材１８の下
面が当接するように載る。その結果、支持部材１３であるＬ字金具の底面が、フレネルレ
ンズシート１とレンチキュラーレンズシート１７のそれぞれに接着した吊り下げ部材１２
，１８を支持することにより、両シート１，１７を吊り下げるように作用する。一方、図
９（ｂ）は他の態様を示すものであり、フレネルレンズシート１に接着した吊り下げ部材
１２が光源側から回り込んだＬ字金具の底面に支持され、レンチキュラーレンズシート１
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７に接着した吊り下げ部材１２，１８が観察者側から回り込んだＬ字金具の底面に支持さ
れた態様を示している。これらの場合においても、各シートに接着されたコマの形状等に
ついては、上述したような各種の形態のものを適用することができ、特に限定されない。
【００３４】
これらの場合において、各シートの下辺および左右辺においては、各辺を保持するために
所定の深さＤで形成された枠体１６との間に隙間１９が生じるように装着されていればよ
い。こうした態様で装着されることにより、下辺および左右辺での各シートの寸法上の自
由度を確保することができる。
【００３５】
図１０は、フレネルレンズシート１の下辺に張力付加部材２１を装着した態様の一例を示
す斜視図である。この態様においては、張力付加部材２１が、弾性体２２により下方に引
っ張られるように構成されている。なお、弾性体２２の一端は、弾性体取付部材２３に固
定される。弾性体取付部材２３は、好ましくは背面投射型表示装置に固定され、弾性体２
２を介して張力付加部材２１を下方に押し下げるように作用することが好ましいが、背面
投射型表示装置に固定されず、自重により張力付加部材２２を下方に押し下げるように作
用してもよい。いずれの場合においても、弾性体取付部材２３と弾性体２２とによる張り
張力により、フレネルレンズシート１の下辺１４が下方に引っ張られる。こうした取付構
造により、全反射面を有する厚さ３ｍｍ以下の薄型フレネルレンズシート１は上下方向に
張られ、極めて平面性のよい状態で透過型スクリーンを構成することになる。その結果、
スクリーンにたわみが生じにくいので、スクリーンに投影される映像にゆがみが生じない
。弾性体２２としては、各種のものを例示することができるが、図１０に示すようなバネ
であっても、板バネ、定圧バネ等であってもよい。
【００３６】
図１１（ａ）と図１１（ｂ）は、張力付加部材２１と弾性体取付部材２３との連結方法の
例を示したものである。この態様においては、弾性体取付部材２３は、背面投射型表示装
置に固定される。例えば、図１１（ａ）に示すように、張力付加部材２１側にバネ（弾性
体２２）を備えたボルト（連結部材２７）が装着され、そのボルトと弾性体取付部材２３
に固定されたナット２８とが締結することにより固定される。また、図１１（ｂ）に示す
ように、弾性体取付部材２３側にバネ（弾性体２２）を備えたボルト（連結部材２７）が
装着され、そのボルトと張力付加部材２１に固定されたナット２８とが締結することによ
り固定される。
【００３７】
図１２は、弾性体を用いない態様の例を示している。図１２（ａ）は、張力付加部材２１
に荷重２９を吊り下げた例であり、図１２（ｂ）は、張力付加部材２１の上面に荷重２９
を搭載した例である。いずれの場合においても、フレネルレンズシート１の下辺１４に装
着された張力付加部材２１により、薄型フレネルレンズシート１の上下方向に張力を付与
することができる。
【００３８】
図１３は、フレネルレンズシートの上下方向に加え、左右方向にも張力を付加した態様を
示している。高精細画像表示用のディスプレイや図面表示用のディスプレイ等のようにフ
レネルレンズシートに高い平面性が要求されている場合には、フレネルレンズシートの左
右方向にも張力を与えることが好ましく、その結果、フレネルレンズシートの平面性をよ
り向上させることができる。
【００３９】
具体例としては、図１３に示すように、左右のいずれか一方の辺に、上述した吊り下げ部
材と同様の形態からなるコマ３１を接着し、そのコマ３１をＬ字金具３２（保持部材）で
保持して固定端とする。そして、もう一方の辺には張力付加部材３３を接着し、その張力
付加部材３３に弾性体３４を装着し、背面投射型表示装置の枠体に固定された弾性体取付
部材３５で張力付加部材３３を引っ張る。こうしてフレネルレンズシート１の左右方向に
も張力を付加することができる。特に、金型からの離型性に優れる厚さ１ｍｍ以下の薄い
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フレネルレンズシート１の場合には、フレネルレンズシート１の剛性が小さくなるので、
上下方向のみならず、左右方向にも張力を与えることが望ましい。その結果、フレネルレ
ンズシートの平面性を確保することができ、映像のゆがみを生じさせない。
【００４０】
図１４は、フレネルレンズシートの上下方向および左右方向に張力を付加する他の態様で
ある。フレネルレンズシート１の上辺１１には、短いコマ３６が任意の間隔で接着されて
いる。そのコマ間には弾性体３７が設けられており、その弾性体３７は、コマ３６とコマ
３６とを押し広げるように作用する。そうしたコマ３６と弾性体３７は、フレネルレンズ
シート１の下辺１４にも設けられている。こうした取付構造からなるフレネルレンズシー
ト１は、左右の両端にコマを接着したり、ばねを取り付けたりする必要がないので、左右
端の枠体の構造を簡単にでき、左右の枠体の幅を狭くすることができるという利点がある
。
【００４１】
図１５は、フレネルレンズシート１の下辺１４にコマ３８を接着し、そのコマ３８上にレ
ンチキュラーレンズシート１７を載せた態様である。レンチキュラーレンズシート１７を
自立させてもたわみ量が許容値以下である場合には、このような態様とすることによって
、レンチキュラーレンズシート１７の自重により、フレネルレンズシート１の上下方向に
張力を付与することができる。
【００４２】
なお、上述したコマ３８は、フレネルレンズシート１に接着により装着してもよいし、そ
の他の方法、例えばビス等の機械的な方法で装着してもよい。
【００４３】
次に、フレネルレンズシートの取付構造の更に他の態様について説明する。
【００４４】
図１６は、フレネルレンズシート１の上下方向および左右方向に張力を付加することがで
きる取付構造の形態の一例である。この取付構造は、フレネルレンズシート１に張力付加
部材としての剛性シート３９が装着されている取付構造であって、フレネルレンズシート
１の下辺１４が、フレネルレンズシート１の出光面側に隣接する剛体シート３９により下
方に押し下げられている。
【００４５】
すなわち、図１６（ａ）（ｂ）に示すように、フレネルレンズシート１の上辺１１の左右
端部４１における吊り下げ部材１２の下面４２と、その左右端部４１における吊り下げ部
材１２を支持する支持部材４３の上面４４との接触面４５が、フレネルレンズシート１の
中央側の座標位置Ａより端部側の座標位置Ｂが正面視で低くなるように傾斜しており、フ
レネルレンズシート１の下辺１４の左右端部４１における張力付加部材２１の上面と、そ
の左右端部４１における張力付加部材２１に載置される剛体シート３９の下面との接触面
４６が、フレネルレンズシート１の中央側の座標位置Ｃより端部側の座標位置Ｄが正面視
で高くなるように傾斜していることが好ましい。この取付構造によれば、フレネルレンズ
シート１の上下方向と左右方向に外向きの力が働くので、フレネルレンズシート１のたわ
みや変形を防止することができ、映し出される映像にゆがみが生じ難い。
【００４６】
図１７は、このような傾きを設けた効果の説明図である。図１７（ａ）に示すように、フ
レネルレンズシート１の左右方向には外力が加わらず、フレネルレンズシート１の上下方
向にはフレネルレンズシート１の自重と、フレネルレンズシート１の下辺の張力付加部材
２１の上に載せられた剛体シートの重量がかかる。このとき、上辺の吊り下げ部材１２の
下面と接する面４７は、フレネルレンズシート１の中央側の座標位置Ａより端部側の座標
位置Ｂが正面視で低くなるように傾斜している。
【００４７】
ここで、上下方向に働くフレネルレンズシート１の自重とフレネルレンズシート１の下辺
の張力付加部材の上に載せられた剛体シートの重量による力をＷとすると、この力Ｗは、
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吊り下げ部材の下面と接する面４７の垂直方向に働く力Ｗ１（＝Ｗ×ＣＯＳθ）と、この
面４７を滑ろうとする力Ｗ２（＝Ｗ×ＳＩＮθ）として作用する。そのため、この面４７
の静摩擦係数をαとすると、Ｗ２＞α×Ｗ１の条件を満たすとき、吊り下げ部材１２が接
触面４７を滑り左下方向へ移動する。
【００４８】
図１７（ｂ）は、移動前後の関係を示したものである。フレネルレンズシート１と吊り下
げ部材１２が左下側へ移動し、それぞれ、１’，１２’の位置に移動する。この左上の吊
り下げ部材１２の移動と同様なことが右上の吊り下げ部材でも発生する。そのため、フレ
ネルレンズシート１は、外側に引っ張られた状態になり、フレネルレンズシート１の材料
内部に反力として内側に向かう力が発生する。なお、この伸縮によって発生した力をＳと
する。
【００４９】
一方、フレネルレンズシート１は上下方向に伸縮自在に保持されているので、剛体シート
はフレネルレンズシート１の下辺の張力付加部材の移動と伴に下方へ移動し、上下方向に
働く力は、初期状態である図１７（ａ）の状態と同様になる。そのため、左上の移動後の
吊り下げ部材１２’には、上下方向にＷ、左右方向にＳが働き、トータルとしてＦの力が
作用する。ここで、この力Ｆは、上記考察と同様に、吊り下げ部材１２’の下面と接する
接触面４７の垂直方向に働く力Ｆ１（＝Ｆ×ＣＯＳγ）と、この接触面４７を滑ろうとす
る力Ｆ２（＝Ｆ×ＳＩＮγ）として作用する。この接触面４７の静摩擦係数をαとすると
、Ｆ２＞α×Ｆ１の条件を満たせなくなった時、吊り下げ部材１２の下面が接触面４７を
滑り左下方向へ移動できなくなり、移動は停止する。ここで、γは力Ｆと吊り下げ部材１
２’の下面と接する接触面４７の垂線とのなす角である。
【００５０】
吊り下げ部材１２の移動が終わった力学的に安定な状態では、フレネルレンズシート１お
よび剛体シートの自重によって上下方向に働く力Ｗとフレネルレンズシート１の伸縮によ
って左右方向に働く力Ｓが、吊り下げ部材１２の下面と接触する接触面４７の角度θ、接
触面４７の静摩擦係数に応じてバランス良く保たれる。そのため、フレネルレンズシート
１には、常に上下方向と左右方向に外向きの力が働き、フレネルレンズシート１に生じる
たわみを防止することができる。
【００５１】
また、フレネルレンズシート１の温度が低下した場合のように、フレネルレンズシート１
に収縮する方向の力が働く場合、吊り下げ部材１２が右上方向へ移動するよう、左右方向
に働く材料内部の力Ｓが増大する。ここで、フレネルレンズシート１および剛体シートの
自重によって上下方向に働く力Ｗとフレネルレンズシート１の伸縮によって左右方向に働
く力Ｓの合成力Ｆと吊り下げ部材１２の下面と接する面４７の垂線とのなす角γが逆方向
になり、Ｆ２は、右上方向に働くようになる。吊り下げ部材１２の下面と接する接触面４
７の垂直方向に働く力Ｆ１（＝Ｆ×ＣＯＳγ）と、この接触面４７を滑ろうとする力Ｆ２
（＝Ｆ×ＳＩＮγ）として作用する。この面４７の静摩擦係数をαとすると、Ｆ２＞α×
Ｆｌの条件を満たす時、吊り下げ部材１２の下面が接触面４７を滑り右上方向へ移動する
。
【００５２】
フレネルレンズシート１に働く上下方向と左右方向の外向きの力を安定させ、シート間の
たわみの発生を防止し、さらにまた、フレネルレンズシート１の伸縮等に伴う吊り下げ部
材１２の移動をスムーズにするため、フレネルレンズシート１の上辺の吊り下げ部材１２
の下面と接する面４７を滑りやすくするため、静摩擦係数を小さくすることが好ましい。
同様に、フレネルレンズシート１の下辺の張力付加部材の上面と剛体シートの下面とが接
する面も滑りやすくすることが好ましい。その結果、より確実にフレネルレンズシート１
のたわみの発生を防止することができるようになり、合わせて、フレネルレンズシート１
が収縮できずに材料強度以上の左右方向の外力を受け破損する事故を防止することができ
るようになる。このときの静摩擦係数は小さい方が望ましく、０．７以下が好ましく、よ
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り好ましくは０．５以下である。この滑りやすくする加工方法としては、接触面にテフロ
ン（登録商標）テープを貼る方法がある。この場合、静摩擦係数は、０．５程度になる。
さらに、ローラーを用いれば、０．３以下にすることも可能になる。
【００５３】
また、フレネルレンズシート１の上辺の吊り下げ部材１２の下面と接する接触面４７の位
置は、中央側の座標位置が外側の座標位置より正面視で高くなるように傾斜している。こ
の傾斜θ１は、吊り下げ部材が動き出すＷ２＞α１×Ｗ１の条件、つまり、α１＜ｔａｎ
θ１を満たし、３０～６０°程度が好ましい。フレネルレンズシート１の下辺の張力付加
部材２１の上面と剛体シートの下面と接する接触面の位置は、中央側の座標位置が外側の
座標位置より正面視で低くなるように傾斜している。この傾斜θ２も同様に、α２＜ｔａ
ｎθ２を満たし、３０～６０°程度が好ましい。
【００５４】
このときの剛体シート３９としては、厚さが５～１０ｍｍ程度のレンチキュラーレンズシ
ートを好ましく挙げることができる。
【００５５】
以上のように、本発明のフレネルレンズシートの取付構造において、フレネルレンズシー
ト１やレンチキュラーレンズシート等の光学要素は、キャスト成型法、プレス成型法、押
し出し成型法、ベースシートやベースフィルムを利用したＵＶ成型法に代表される光硬化
法等によって作製できる。また、吊り下げ部材や張力付加部材等の構成材料としては、フ
レネルレンズシート等の光学要素と同種の材質であるアクリル、スチレン、ポリカーボネ
ート、ＰＥＴ等の合成樹脂製のものが、温湿度変化等の環境変化に対する性質が同様にな
り好ましいが、これに限定されるものではなく、金属製のものも使用できる。
【００５６】
フレネルレンズシート１に装着される吊り下げ部材や張力付加部材等は、フレネルレンズ
シート１に接着して一体化することができるが、ビス止め等機械的な固定方法でも良い。
また、下面と保持用アングルの材質も合成樹脂製や金属製等、特に限定されるものではな
い。
【００５７】
（フレネルレンズシートの構成）
フレネルレンズシートを形成する透明樹脂としては、吸湿時の伸び率の小さいスチレン樹
脂、アクリル－スチレン共重合体樹脂、ポリカーボネート樹脂が好ましく用いられる。フ
レネルレンズシートは、フレネルレンズの逆形状を有する金型を用い、上記樹脂をプレス
成形、射出成形、ＵＶ樹脂成形またはキャスティング成形などにより成形して製造される
。上述した透明樹脂としては、混ぜものがなく均一なものを用いることができるが、特に
本発明に適用される全反射タイプのフレネルレンズシートにおいては、迷光が生じやすい
ので、迷光をなくすための各種の手段を適用することが好ましい。
【００５８】
迷光１０とは、図１８に示すように、入射面３から入射した映像光５のうち全反射面４に
入射しない光のことである。この迷光１０は、フレネルレンズシートに対する映像光５の
入射角度θが小さいときに発生するので、フレネルレンズシートの下端付近で発生し易い
。フレネルレンズシートに入射した迷光１０は、出光面６で反射し、再びフレネルレンズ
要素部分に入光して屈折を繰り返した後に再度出光する。このとき出光する光１０は、全
反射面４で反射して出光する正規の映像光２０とは、出光する位置が異なる。こうした出
光位置の相違が、二重像の原因となる。
【００５９】
迷光による二重像の発生を抑制する手段として、以下の手段が挙げられる。
【００６０】
第１は、フレネルレンズシート内に拡散剤を含有させる手段が挙げられる。図１９は、本
発明のフレネルレンズシートが光を拡散させる拡散剤５１を含有している一例を示す断面
構成図である。拡散剤５１としては、フレネルレンズシートを構成する樹脂の種類に応じ
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、その屈折率差を考慮して選定されるが、例えば、スチレン樹脂微粒子、シリコーン樹脂
微粒子、アクリル樹脂微粒子、ＭＳ樹脂微粒子等の有機系微粒子や、硫酸バリウム微粒子
、ガラス微粒子、水酸化アルミニウム微粒子、炭酸カルシウム微粒子、シリカ（二酸化珪
素）微粒子、酸化チタン微粒子等の無機系微粒子を挙げることができ、これらの１又は２
種以上が樹脂中に配合される。粒子形状については、真球形状、略球形状、不定形状等、
各種のものを使用できる。このフレネルレンズシートにおいて、光路長の長い迷光１０は
フレネルレンズシート内で屈折を繰り返して進むが、シート中に含まれる拡散剤５１によ
り拡散されるので、二重像が目立たなくなる。
【００６１】
第２は、フレネルレンズシートを着色して光を吸収させる手段が挙げられる。着色剤とし
ては、黒色の染料、顔料、カーボンブラック等が挙げられ、着色方法としては、これらの
着色剤と樹脂を混ぜてキャスティング成形したり、押し出し成形したりする方法等を挙げ
ることができる。このフレネルレンズシートにおいて、光路長の長い迷光１０は、設計通
りに出光する光路長の短い映像光２０に比べ、着色されたフレネルレンズシート内で大幅
に吸収されるので、二重像が目立たなくなる。
【００６２】
第３は、フレネルレンズシートに光吸収層を形成する手段が挙げられる。図２０は、本発
明のフレネルレンズシートが光吸収層５２を有している一例を示す断面図である。この光
吸収層５２は、フレネルレンズシートの出光面側の表面から内部に向かって形成された溝
形態を呈するものであり、出光面側から平面視したとき、例えば厚さ約１０μｍで深さ約
１００μｍの細い溝が光の進行方向に対して平行かつ等間隔で配列され、その細い溝にワ
イピング法により黒色インクを埋め込むことにより形成される。このフレネルレンズシー
トにおいて、光路長の長い迷光１０は、光吸収層５２で吸収されるので、二重像が目立た
なくなる。
【００６３】
第４は、フレネルレンズシートの出光面に光を拡散させるレンチキュラーレンズ要素を形
成する手段が挙げられる。図２１は、円弧状の垂直レンチキュラーレンズ５３をフレネル
レンズシート１の出光面に形成した例であり、図２２は、台形状の垂直レンチキュラーレ
ンズ５４を出光面に形成した例である。円弧状の垂直レンチキュラーレンズ５３は光を水
平方向に拡散させるので、迷光も拡散され、二重像が目立たなくなる。また、台形状の垂
直レンチキュラーレンズ５４は、迷光を台形の斜面５５で全反射させるので、迷光を目立
たなくすることができる。なお、垂直レンチキュラーレンズではなく、水平レンチキュラ
ーレンズを形成してもよい。
【００６４】
本発明のフレネルレンズシートにおいては、こうした各手段を適用することにより、発生
する迷光の影響を極力抑制することができる。
【００６５】
本発明のフレネルレンズシートの何れか一方の表面、すなわち片面または両面に、反射率
を低下させる低反射層を形成してもよい。低反射層は、低屈折率の材質で形成されること
が好ましく、例えばフッ素系樹脂やシリコーン系樹脂が好ましく用いられる。低反射層は
、通常コーティング法で形成され、例えば、ディッピング法、フローコート法などが適用
される。低反射層は、フレネルレンズシートの出光面側に好ましく設けられるが、両面に
設けるとより効果的である。このフレネルレンズシートにおいて、低反射層は反射防止効
果を発揮するので、表面の反射光による画像のコントラストの低下が抑制される。
【００６６】
なお、レンチキュラーレンズ要素を備えたフレネルレンズシートや、フレネルレンズシー
トとレンチキュラーレンズシートとが組み合わされた２枚構成の複合型の透過型スクリー
ンに対しても、上記と同様の低反射層を形成することができる。
【００６７】
（背面投射型表示装置）
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透過型スクリーンは、本発明に係るフレネルレンズシート自体で透過型スクリーンを構成
するもの、本発明のフレネルレンズシート１とレンチキュラーレンズシートとを有するも
の（例えば図２３を参照）、さらにそれらに前面シート等を加えたもの、等々を挙げるこ
とができる。また、本発明の背面投射型表示装置は、上述した本発明のフレネルレンズシ
ートまたは透過型スクリーンを備えるものである。
【００６８】
本発明の特徴を満たし、本発明の所期の目的を達成することができる限りにおいて、本発
明のフレネルレンズシートには、従来公知の他の構成を付加してもよい。
【００６９】
【実施例】
以下に実施例を挙げて本発明を具体的に説明する。
【００７０】
（実施例１）
映像光が後方より斜めに投射される背面投射表示装置として、画面サイズ５０インチ（ア
スペクト比４：３、縦７６２ｍｍ×横１０６２ｍｍ）、フレネルレンズシートからプロジ
ェクター（光源）までの水平距離３２０ｍｍ、画面下端からプロジェクターを含む水平面
までの垂直距離２２０ｍｍ、画面中心での映像光の入射角６２°となるように構成した。
【００７１】
フレネルレンズシートはアクリルスチレン共重合体で形成し、厚さを２ｍｍ、レンズピッ
チを０．１１ｍｍとなるように形成した。このフレネルレンズシートの観察者側に、厚さ
１ｍｍでピッチ０．１４ｍｍの垂直レンチキュラーレンズを有し、光拡散剤を含みかつ垂
直レンチキュラーレンズの表面に沿った部分にだけ光吸収層を有するレンチキュラーレン
ズシート（ゲイン４、αＨ２５°、αＶ８°）を配置して構成した。フレネルレンズシー
トとレンチキュラーレンズシートの上辺に、コマ（フレネルレンズシート用のコマについ
ては、厚み５ｍｍで高さ１５ｍｍ、レンチキュラーレンズシート用のコマについては、厚
み７ｍｍで高さ１５ｍｍ）を接着し、図９のように吊り下げた。コマの材質はアクリルス
チレン共重合体とし、レンチキュラーレンズの材質もアクリルスチレン共重合体とした。
このようにして構成された背面投射型表示装置は、環境が変化しても映像が変化せず、良
好な映像が得られた。
【００７２】
なお、この実施例において、ゲインとは、スクリーンの後方から光線を入射し、前方に出
てくる光の輝度の角度分布を測定し、スクリーンにおける照度と各々の輝度とから、ゲイ
ンＧ＝π×輝度（ｃｄ／ｍ２ ）／照度（ｌｘ）の関係式により求めたものである。なお、
ピークゲインとは、スクリーンの中で最大のゲイン値のことであり、本願においては、ス
クリーンの中心をスクリーンの正面から観察したときのゲインの最大値を示す。また、α
Ｈは水平方向のピークゲインの半値角のことであり、αＶは垂直方向のピークゲインの半
値角を表すものである。
【００７３】
（実施例２）
映像光が後方より斜めに投射される背面投射表示装置として、画面サイズ６０インチ（ア
スペクト比４：３、縦９１４ｍｍ×横１２１９ｍｍ）、フレネルレンズシートからプロジ
ェクター（光源）までの水平距離３５０ｍｍ、画面下端部からプロジェクターを含む水平
面までの垂直距離２９３ｍｍ、画面中心での映像光の入射角６５°となるように構成した
。
【００７４】
フレネルレンズシートは厚さ０．２ｍｍのポリエチレンテレフタレートのフィルムの上に
ＵＶ樹脂で成形し、厚さ０．３ｍｍのフレネルレンズシートとした。
【００７５】
この出光面側に、厚さ５ｍｍでピッチ０．１４ｍｍの垂直レンチキュラーレンズを有し、
光拡散剤を含み、かつ垂直レンチキュラーレンズに沿った部分にだけ光吸収層を有するレ

10

20

30

40

50

(12) JP 4014526 B2 2007.11.28



ンチキュラーレンズシート（ゲイン４、αＨ２５°、αＶ８°）を配置して透過型スクリ
ーンを構成した。
【００７６】
フレネルレンズシートにコマ（厚み１０ｍｍ、高さ２０ｍｍ）を接着し、図１３のように
して張力をかけて保持した。ばねは、径が８ｍｍ、長さ２０ｍｍ、ばね定数が０．５ｋｇ
／ｍｍであり、１本のばねを３ｍｍづつのばし、１本につき１．５ｋｇの張力を付加でき
るように、左右端および上下端にそれぞれ５本づつばねを取り付け、それぞれ７．５ｋｇ
の張力をかけた。コマの材質はポリカーネートであり、垂直レンチキュラーレンズシート
の材質はアクリルスチレン共重合体であり、フレネルレンズシートの出光面側に下荷重で
積載した。
【００７７】
（実施例３）
実施例１と同じ光学系とし、フレネルレンズシートとしては、０．５ｍｍ厚のポリカーボ
ネートシートにＵＶ樹脂で成形し、厚さ０．６ｍｍのフレネルレンズシートとした。この
出光面側に、厚さ５ｍｍでピッチ０．１４ｍｍの垂直レンチキュラーレンズを有し、光拡
散剤を含み、かつ垂直レンチキュラーレンズに沿った部分にだけ光吸収層を有するレンチ
キュラーレンズシート（ゲイン４、αＨ２５°、αＶ８°）配置して透過型スクリーンを
構成した。
【００７８】
フレネルレンズシートの上下端に、図１４に示すように、それぞれ６個のコマ（厚み１５
ｍｍ、高さ１５ｍｍ）を隙間が２０ｍｍになるようにして接着した。その間に径が１０ｍ
ｍ、長さが２５ｍｍの圧縮ばねを２２ｍｍに圧縮して挿入した。このばねのばね定数は０
．４ｋｇ／ｍｍなので、１本のばねで１．２ｋｇ、５本のばねで６ｋｇの張力をフレネル
レンズシートにかけた。フレネルレンズシートは上から吊して、フレネルレンズシートの
出光面の下端にコマ（厚み５ｍｍ、高さ１５ｍｍ）を接着してその上にレンチキュラーレ
ンズシートを載せて保持した。コマの材質はポリカーボネート、垂直レンチキュラーレン
ズシートはアクリルスチレン共重合体とした。
【００７９】
（実施例４）
実施例１の光学系とし、厚さ０．５ｍｍのフレネルレンズシートと、厚さ７ｍｍのレンチ
キュラーレンズシートとで透過型スクリーンを構成した。
【００８０】
剛体シートの下辺の２コーナーを４５°の傾斜を持つように切断した。フレネルレンズシ
ート１の４コーナーにコの字型の吊り下げ部材を付けた。この吊り下げ部材の下面と支持
部材の上面との接触面の傾きを４５°とした。この接触面の静摩擦係数は０．７であった
。
【００８１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明のフレネルレンズシートの取付構造によれば、厚さ３ｍｍ以
下の薄型のフレネルレンズシートを取り付けた場合であっても、たわみの発生を抑制して
平面性を確保することができる。その結果、映し出される映像にゆがみが生じ難い。この
取付構造に適用される薄型のフレネルレンズシートは、フレネルレンズの転写形状が形成
されている金型から容易に離型することができるので、上記効果に加えて、効率的に製造
できる薄型のフレネルレンズシートの取付構造である点に特徴がある。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明のフレネルレンズシートの取付構造が適用される斜め投射光学系のフレネ
ルレンズシートの一例である。
【図２】図１に示すような大きな入射角に適したフレネルレンズシートの一例である。
【図３】フレネルレンズ形成シートを金型から剥離する工程の説明図である。
【図４】水平な直線をスクリーン上に映し出したときに生じる曲がりを説明する概略図で
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ある。
【図５】フレネルレンズシートのたわみについて説明する概略図である。
【図６】本発明に係る取付構造の一例である。
【図７】図６に示す取付構造において、シートの下辺および左右辺の周辺部を枠体で保持
する態様を示したものである。
【図８】フレネルレンズシートの観察者側にレンチキュラーレンズシートを隣接させた形
態の一例を示す垂直断面図である。
【図９】フレネルレンズシートとレンチキュラーレンズシートを支持部材から吊り下げた
態様の一例を示す垂直断面図である。
【図１０】フレネルレンズシートの下辺に張力付加部材を装着した態様の一例を示す斜視
図である。
【図１１】フレネルレンズシートの下辺に接着される張力付加部材１０１およびその装着
態様の各種の例である。
【図１２】弾性体を用いない取付構造の態様の例である。
【図１３】フレネルレンズシートの上下方向に加え、左右方向にも張力を付加した態様を
示している。
【図１４】フレネルレンズシートの左右方向に張力を付加した態様である。
【図１５】フレネルレンズシートの下辺にコマを接着し、そのコマ上にレンチキュラーレ
ンズシートを載せた態様である。
【図１６】フレネルレンズシートの上下方向および左右方向に張力を付加することができ
る取付構造の形態の一例である。
【図１７】図１６に示す傾きを設けた効果の説明図である。
【図１８】フレネルレンズシートにおける迷光を説明する光線追跡図である。
【図１９】フレネルレンズシートが光を拡散させる拡散剤を含有している一例を示す断面
構成図である。
【図２０】フレネルレンズシートが光吸収層を有している一例を示す断面図である。
【図２１】円弧状の垂直レンチキュラーレンズをフレネルレンズシートの出光面に形成し
た例である。
【図２２】台形状の垂直レンチキュラーレンズを出光面に形成した例である。
【図２３】本発明の透過型スクリーンの一例を示す構成図である。
【図２４】薄型の背面投射型表示装置の構成を示す概略図である。
【図２５】薄型の背面投射型表示装置において、フレネルレンズの位置が変化することに
よる映像の位置の変化を説明する概略図である。
【図２６】全反射フレネルレンズの形態の一例を示す断面図である。
【符号の説明】
Ｌ　フレネルレンズシートの水平方向の長さ（ｍｍ）
Ｔ　フレネルレンズシートの厚さ（ｍｍ）
θ　入射角度
Ｐ　曲がり
Ｑ　ズレの許容長さ
Ｗ　たわみ量
ａ、ｂ、ｃ　フレネルレンズの構成角度
１　フレネルレンズシート
２　プリズム
３　入射面
４　全反射面
５　入射光（映像光）
６　出光面
７　金型
８　光源
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９　直線
１０　迷光
１１　上辺
１２、１８　吊り下げ部材
１３、４３　支持部材
１４　下辺
１５　左右辺
１６　枠体
１７　レンチキュラーレンズシート
１９　隙間
２０　透過した映像光
２１、３３　張力付加部材
２２、３４、３７　弾性体
２３、３５　弾性体取付部材
２４、３１、３６、３８　コマ
２５、２６　挟持部材
２７　締結部材（ボルト）
２８　ナット
２９　荷重
３２　Ｌ字金具（保持部材）
３９　剛体シート
４１　左右端部
４２　下面
４４　上面
４５、４６、４７　接触面
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【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】 【 図 ７ 】
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【 図 ８ 】 【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

(17) JP 4014526 B2 2007.11.28



【 図 １ ４ 】 【 図 １ ５ 】

【 図 １ ６ 】 【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】 【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】 【 図 ２ １ 】

【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】

【 図 ２ ５ 】

【 図 ２ ６ 】
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