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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　一次光源と、該一次光源から発せられる光を入射する互いに対向する２つの光入射面及
び入射した光を導光して出射する光出射面を有する導光体と、該導光体の光出射面側に隣
接配置された光偏向素子とを有する光源装置において、前記光偏向素子は、光を入射する
入光面とその反対側に位置し入射した光を出射する出光面とを有しており、前記入光面に
は２つのプリズム面から構成されるプリズム列が互いに略並列に複数配列されており、前
記プリズム面のそれぞれが少なくとも２つの傾斜角の異なる面からなり、前記出光面に近
い側に位置する前記傾斜角の異なる面ほどその傾斜角が大きく、前記出光面に最も近い前
記傾斜角の異なる面の傾斜角と前記出光面から最も遠い前記傾斜角の異なる面の傾斜角と
の差が１５度以下であることを特徴とする光源装置。
【請求項２】
　前記傾斜角の異なる面と前記プリズム列の頂部及び底部を結ぶ仮想平面との最大距離（
ｄ）の前記プリズム列のピッチ（Ｐ）に対する割合（ｄ／Ｐ）が０．４～５％であること
を特徴とする、請求項１に記載の光源装置。
【請求項３】
　前記傾斜角の異なる面は少なくとも１つの平面と少なくとも１つの凸曲面であることを
特徴とする、請求項１または２に記載の光源装置。
【請求項４】
　前記凸曲面の曲率半径（ｒ）と前記プリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｒ／Ｐ）が２～
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５０であることを特徴とする、請求項３に記載の光源装置。
【請求項５】
　前記プリズム列の頂角が３５～８０度であることを特徴とする、請求項１～４のいずれ
かに記載の光源装置。
【請求項６】
　前記プリズム列の頂角の一方の振り分け角αが２５～４０度であり、他方の振り分け角
βが２５～４０度であることを特徴とする、請求項１～５のいずれかに記載の光源装置。
【請求項７】
　前記プリズム列の頂角の一方の振り分け角αと他方の振り分け角βとの差の絶対値が０
～１０度であることを特徴とする、請求項１～６のいずれかに記載の光源装置。
【請求項８】
　前記導光体の光出射面から出射し前記プリズム列の２つのプリズム面のうちの一方のプ
リズム面に入射する光は他方のプリズム面により全反射されることを特徴とする、請求項
１～７のいずれかに記載の光源装置。
【請求項９】
　前記光偏向素子の出光面上に光拡散素子を隣接配置したことを特徴とする、請求項１～
８のいずれかに記載の光源装置。
【請求項１０】
　光を入射する入光面とその反対側に位置し入射した光を出射する出光面とを有しており
、前記入光面には２つのプリズム面から構成されるプリズム列が互いに略並列に複数配列
されており、前記プリズム面のそれぞれが少なくとも２つの傾斜角の異なる面からなり、
前記出光面に近い側に位置する前記傾斜角の異なる面ほどその傾斜角が大きく、前記出光
面に最も近い前記傾斜角の異なる面の傾斜角と前記出光面から最も遠い前記傾斜角の異な
る面の傾斜角との差が１５度以下であることを特徴とする光偏向素子。
【請求項１１】
　前記傾斜角の異なる面と前記プリズム列の頂部及び底部を結ぶ仮想平面との最大距離（
ｄ）の前記プリズム列のピッチ（Ｐ）に対する割合（ｄ／Ｐ）が０．４～５％であること
を特徴とする、請求項１０に記載の光偏向素子。
【請求項１２】
　前記傾斜角の異なる面は少なくとも１つの平面と少なくとも１つの凸曲面であることを
特徴とする、請求項１０または１１に記載の光偏向素子。
【請求項１３】
　前記凸曲面の曲率半径（ｒ）と前記プリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｒ／Ｐ）が２～
５０であることを特徴とする、請求項１２に記載の光偏向素子。
【請求項１４】
　前記プリズム列の頂角が３５～８０度であることを特徴とする、請求項１０～１３のい
ずれかに記載の光偏向素子。
【請求項１５】
　前記プリズム列の頂角の一方の振り分け角αが２５～４０度であり、他方の振り分け角
βが２５～４０度であることを特徴とする、請求項１０～１４のいずれかに記載の光偏向
素子。
【請求項１６】
　前記プリズム列の頂角の一方の振り分け角αと他方の振り分け角βとの差の絶対値が０
～１０度であることを特徴とする、請求項１０～１５のいずれかに記載の光偏向素子。
【発明の詳細な説明】
技術分野：
　本発明は、ノートパソコン、液晶テレビ、携帯電話、携帯情報端末等の表示部として使
用される液晶表示装置等を構成するエッジライト方式の光源装置およびこれに使用される
光偏向素子に関するものであり、特に、比較的大きなサイズの液晶表示装置等で好適に使
用され、導光体の対向する２つの側端面に対向するようにそれぞれ一次光源を配置した光
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源装置に関するものであって、観察方向の変化による大幅な輝度の低下を招くことなく、
極めて高い輝度が得られる光源装置およびこれに使用される光偏向素子に関するものであ
る。
背景技術：
　近年、カラー液晶表示装置は、携帯用ノートパソコンやパソコン等のモニターとして、
あるいは液晶テレビやビデオ一体型液晶テレビ、携帯電話、携帯情報端末等の表示部とし
て、種々の分野で広く使用されてきている。また、情報処理量の増大化、ニーズの多様化
、マルチメディア対応等に伴って、液晶表示装置の大画面化、高精細化が盛んに進められ
ている。
　液晶表示装置は、基本的にバックライト部と液晶表示素子部とから構成されている。バ
ックライト部としては、液晶表示素子部の直下に光源を配置した直下方式のものや導光体
の側端面に対向するように一次光源を配置したエッジライト方式のものがあり、液晶表示
装置のコンパクト化の観点からエッジライト方式が多用されている。
　ところで、近年、液晶表示装置等では、消費電力の低減の観点からエッジライト方式の
バックライト部として、一次光源から発せられる光量を有効に利用するために、表示画面
から出射する光束の広がり角度をできるだけ小さくして所要の角度範囲に集中して光を出
射させるものが利用されてきている。
　このように観察方向範囲が限定される表示装置であって、一次光源の光量の利用効率を
高め消費電力を低減するために比較的狭い範囲に集中して光出射を行う光源装置として、
本出願人は、特開２００１－１４３５１５号において、導光体の光出射面に隣接して両面
にプリズム形成面を有するプリズムシートを使用することを提案している。この両面プリ
ズムシートでは、一方の面である入光面及び他方の面である出光面のそれぞれに、互いに
平行な複数のプリズム列が形成されており、入光面と出光面とでプリズム列方向を合致さ
せ且つプリズム列どうしを対応位置に配置している。これにより、導光体の光出射面から
該光出射面に対して傾斜した方向に出射光のピークを持ち適宜の角度範囲に分布して出射
する光を、プリズムシートの入光面のプリズム列の一方のプリズム面から入射させ他方の
プリズム面で内面反射させ、更に出光面のプリズム列での屈折作用により、比較的狭い所
要方向へ光を集中出射させる。
　しかし、このような光源装置は、狭い角度範囲の集中出射が可能であるが、出射光分布
が極端に狭く、観察方向が少し変わるだけで大きな輝度の低下を招くものであり、比較的
サイズの大きい光源装置では実用性に劣るという問題点を有していた。また、このような
光源装置は、光偏向素子として使用されるプリズムシートとして両面に互いに平行な複数
のプリズム列を、入光面と出光面とでプリズム列方向を合致させ且つプリズム列どうしを
対応位置に配置することが必要であり、この成形が複雑になるものでもあった。
　また、導光体から出射された光をプリズムシートを用いて偏向させる際に、光の集光性
や指向性を高めること等を目的として、プリズムシートを構成するプリズム列の光源から
遠い側のプリズム面を凸曲面形状にすることが、特表平９－５０７５８４号公報、特開平
９－１０５８０４号公報、特開平１１－３８２０９号公報、特開２０００－３５７６３号
公報に提案されている。しかし、これらに記載されている凸曲面形状のプリズム面は、い
ずれもその曲率半径が比較的大きいものあるいは比較的小さいものであるため、導光体か
らの出射光の分布を十分に狭視野化できなかったり、極端に狭視野化されたり、場合によ
っては逆に広視野化されたりするものであった。また、これらに記載されている導光体は
、その光出射機構が高い指向性を付与できるものではなく、出射光分布の比較的広い光が
出射されるため、プリズムシートで光を集光させたとしても十分な輝度の向上を達成でき
るものではなかった。
　また、特開昭６３－２９８９０２号公報には、入光面に断面五角形のプリズム列が形成
されたプリズムシートが開示されている。このプリズム列の２つのプリズム面のそれぞれ
を構成するプリズム頂部側の面と出向面に近い側の面とは大きな角度をなしており、した
がって、このプリズムシートは導光体からの出射光の分布を十分に狭視野化できず、集光
特性が低く、輝度向上効果は低いものであった。
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発明の開示：
　そこで、本発明の目的は、高い集光効果による輝度の向上を図れるとともに、観察方向
の変化に対する輝度の低下が小さく、一次光源の光量の利用効率の向上が可能となり（即
ち、一次光源から発せられる光を所要の観察方向へ集中して出射させる効率が高くなり）
、しかも簡素化された構成で画像品位の向上が容易な光源装置を提供することにある。
　すなわち、本発明の光源装置は、一次光源と、該一次光源から発せられる光を入射する
互いに対向する２つの光入射面及び入射した光を導光して出射する光出射面を有する導光
体と、該導光体の光出射面側に隣接配置された光偏向素子とを有する光源装置において、
前記光偏向素子は、光を入射する入光面とその反対側に位置し入射した光を出射する出光
面とを有しており、前記入光面には２つのプリズム面から構成されるプリズム列が互いに
略並列に複数配列されており、前記プリズム面のそれぞれが少なくとも２つの傾斜角の異
なる面からなり、前記出光面に近い側に位置する前記面ほどその傾斜角が大きく、前記出
光面に最も近い前記面の傾斜角と前記出光面から最も遠い前記面の傾斜角との差が１５度
以下であることを特徴とするものである。
　本発明の一態様においては、前記面のうちの少なくとも１つは平面である。本発明の一
態様においては、前記面はいずれも平面である。本発明の一態様においては、前記面は少
なくとも３つの平面である。
　また、本発明の一態様においては、前記面のうちの少なくとも１つは凸曲面である。本
発明の一態様においては、前記面はいずれも凸曲面である。本発明の一態様においては、
前記面は少なくとも１つの平面と少なくとも１つの凸曲面である。本発明の一態様におい
ては、前記面は少なくとも２つの平面及び少なくとも１つの凸曲面である。本発明の一態
様においては、前記面のうちの少なくとも２つは互いに形状の異なる凸曲面である。
　また、本発明の光偏向素子は、光を入射する入光面とその反対側に位置し入射した光を
出射する出光面とを有しており、前記入光面には２つのプリズム面から構成されるプリズ
ム列が互いに略並列に複数配列されており、前記プリズム面のそれぞれが少なくとも２つ
の傾斜角の異なる面からなり、前記出光面に近い側に位置する前記面ほどその傾斜角が大
きく、前記出光面に最も近い前記面の傾斜角と前記出光面から最も遠い前記面の傾斜角と
の差が１５度以下であることを特徴とするものである。
　本発明の一態様においては、前記面のうちの少なくとも１つは平面である。本発明の一
態様においては、前記面はいずれも平面である。本発明の一態様においては、前記面は少
なくとも３つの平面である。
　また、本発明の一態様においては、前記面のうちの少なくとも１つは凸曲面である。本
発明の一態様においては、前記面はいずれも凸曲面である。本発明の一態様においては、
前記面は少なくとも１つの平面と少なくとも１つの凸曲面である。本発明の一態様におい
ては、前記面は少なくとも２つの平面及び少なくとも１つの凸曲面である。本発明の一態
様においては、前記面のうちの少なくとも２つは互いに形状の異なる凸曲面である。
　本発明によれば、光偏向素子の入光面に形成されるプリズム列の両方のプリズム面を傾
斜角の異なる複数の平面あるいは凸曲面などの面から構成することにより、高い集光効果
による輝度の向上を図れるとともに、観察方向の変化に対する輝度の低下が小さく、一次
光源の光量の利用効率の向上が可能となり（即ち、一次光源から発せられる光を所要の観
察方向へ集中して出射させる効率が高くなり）、しかも簡素化された構成で画像品位の向
上が容易な光源装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
　図１は、本発明による光源装置を示す模式的斜視図である。
　図２は、本発明の光偏向素子の入光面のプリズム列の形状の説明図である。
　図３は、本発明の光偏向素子の入光面のプリズム列の形状の説明図である。
　図４は、本発明の光偏向素子の入光面のプリズム列の形状の説明図である。
　図５は、光偏向素子からの出射光輝度分布（ＸＺ面内）を示す説明図である。
　図６は、光偏向素子からの各種出射光輝度分布（ＸＺ面内）を示すグラフである。
　図７は、出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅の説明図である。
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　図８は、光源装置の表示エリアの説明図である。
　図９は、本発明による光源装置の光偏向素子からの出射光輝度分布（ＸＺ面内）を示す
説明図である。
　図１０は、本発明の光拡散素子の異方拡散性の出射光光度分布（ＸＺ面内）を示す説明
図である。
　図１１は、本発明の光拡散素子の異方拡散性の説明図である。
　図１２は、本発明の異方拡散性を有する光拡散素子の凹凸構造を示す概略図である。
　図１３は、本発明の異方拡散性を有する光拡散素子の凹凸構造を示す概略図である。
　図１４は、本発明の異方拡散性を有する光拡散素子の凹凸構造を示す概略図である。
発明を実施するための最良の形態：
　以下、図面を参照しながら、本発明の実施の形態を説明する。
　図１は、本発明による面光源装置の一つの実施形態を示す模式的斜視図である。図１に
示されているように、本発明の面光源装置は、互いに対向する（すなわち反対側にある）
２つの側端面を光入射面３１とし、これと略直交する一つの表面（主面）を光出射面３３
とする導光体３と、この導光体３の光入射面３１に対向して配置され光源リフレクタ２で
覆われた一次光源１と、導光体３の光出射面上に配置された光偏向素子４と、導光体３の
光出射面３３と反対側にある裏面３４に配置された光反射素子５とから構成される。
　導光体３は、ＸＹ面と平行に配置されており、全体として矩形板状をなしている。導光
体３は４つの側端面を有しており、そのうちＹＺ面と平行な１対の側端面を光入射面３１
とする。各光入射面３１は一次光源１と対向して配置されており、一次光源１から発せら
れた光は光入射面３１から導光体３内へと入射する。
　導光体３の光入射面３１に略直交した２つの主面は、それぞれＸＹ面と略平行に位置し
ており、いずれか一方の面（図では上面）が光出射面３３となる。この光出射面３３また
はその裏面３４のうちの少なくとも一方の面に粗面からなる指向性光出射機能部や、プリ
ズム列、レンチキュラーレンズ列、Ｖ字状溝等の多数のレンズ列を光入射面３１と略平行
に形成したレンズ面からなる指向性光出射機能部などを付与することによって、光入射面
３１から入射した光を導光体３中を導光させながら光出射面３３から光入射面３１および
光出射面３３に直交する面（ＸＺ面）内の出射光光度分布において指向性のある光を出射
させる。このＸＺ面内における出射光光度分布のピークの方向が光出射面３３となす角度
をａとすると、この角度ａは１０～４０度とすることが好ましく、出射光光度分布の半値
全幅は１０～５０度とすることが好ましい。
　導光体３の表面に形成する粗面やレンズ列は、ＩＳＯ４２８７／１－１９８４による平
均傾斜角θａが０．５～１５度の範囲のものとすることが、光出射面３３内での輝度の均
斉度を図る点から好ましい。平均傾斜角θａは、さらに好ましくは１～１２度の範囲であ
り、より好ましくは１．５～１１度の範囲である。この平均傾斜角θａは、導光体３の厚
さ（ｔ）と入射光が伝搬する方向の長さ（Ｌ）との比（Ｌ／ｔ）によって最適範囲が設定
されることが好ましい。すなわち、導光体３としてＬ／ｔが２０～２００程度のものを使
用する場合は、平均傾斜角θａを０．５～７．５度とすることが好ましく、さらに好まし
くは１～５度の範囲であり、より好ましくは１．５～４度の範囲である。また、導光体３
としてＬ／ｔが２０以下程度のものを使用する場合は、平均傾斜角θａを７～１２度とす
ることが好ましく、さらに好ましくは８～１１度の範囲である。
　導光体３に形成される粗面の平均傾斜角θａは、ＩＳＯ４２８７／１－１９８４に従っ
て、触針式表面粗さ計を用いて粗面形状を測定し、測定方向の座標をｘとして、得られた
傾斜関数ｆ（ｘ）から次の（１）式および（２）式を用いて求めることができる。ここで
、Ｌは測定長さであり、Δａは平均傾斜角θａの正接である。
　　　　Δａ＝（１／Ｌ）∫０

Ｌ｜（ｄ／ｄｘ）ｆ（ｘ）｜ｄｘ　・・・（１）
　　　　θａ＝ｔａｎ－１（Δａ）　・・・（２）
　さらに、導光体３としては、その光出射率が０．５～５％の範囲にあるものが好ましく
、より好ましくは１～３％の範囲である。これは、光出射率が０．５％より小さくなると
導光体３から出射する光量が少なくなり十分な輝度が得られなくなる傾向にあり、光出射
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率が５％より大きくなると一次光源１近傍で多量の光が出射して、光出射面３３内でのＸ
方向における光の減衰が著しくなり、光出射面３３での輝度の均斉度が低下する傾向にあ
るためである。このように導光体３の光出射率を０．５～５％とすることにより、光出射
面から出射する光の出射光光度分布（ＸＺ面内）におけるピーク光の角度（ピーク角度）
が光出射面の法線に対し５０～８０度の範囲にあり、出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値
全幅が１０～５０度であるような指向性の高い出射特性の光を導光体３から出射させるこ
とができ、その出射方向を光偏向素子４で効率的に偏向させ高い輝度を有する光源装置を
提供することができる。
　本発明において、導光体３からの光出射率は次のように定義される。一方の一次光源１
のみを点灯した場合の光出射面３３の光入射面３１側の端縁での出射光の光強度（Ｉ０）
と光入射面３１側の端縁から距離Ｌの位置での出射光強度（Ｉ）との関係は、導光体３の
厚さ（Ｚ方向寸法）をｔとすると、次の（３）式のような関係を満足する。
　　　　Ｉ＝Ｉ０・α（１－α）Ｌ／ｔ　・・・（３）
　ここで、定数αが光出射率であり、光出射面３３における光入射面３１と直交するＸ方
向での単位長さ（導光体厚さｔに相当する長さ）当たりの導光体３から光が出射する割合
（％）である。この光出射率αは、縦軸に光出射面３３からの出射光の光強度の対数をと
り、横軸に（Ｌ／ｔ）をとり、これらの関係をプロットすることで、その勾配から求める
ことができる。
　また、指向性光出射機能部が付与されていない他の主面には、導光体３からの出射光の
光入射面３１と平行な面（ＹＺ面）での指向性を制御するために、光入射面３１に対して
略垂直の方向（Ｘ方向）に延びる多数のレンズ列を配列したレンズ面を形成することが好
ましい。図１に示した実施形態においては、光出射面３３に粗面を形成し、裏面３４に光
入射面３１に対して略垂直方向（Ｘ方向）に延びる多数のレンズ列の配列からなるレンズ
面を形成している。本発明においては、図１に示した形態とは逆に、光出射面３３にレン
ズ面を形成し、裏面３４を粗面とするものであってもよい。
　図１に示したように、導光体３の裏面３４あるいは光出射面３３にレンズ列を形成する
場合、そのレンズ列としては略Ｘ方向に延びたプリズム列、レンチキュラーレンズ列、Ｖ
字状溝等が挙げられるが、ＹＺ断面の形状が略三角形状のプリズム列とすることが好まし
い。
　本発明において、導光体３に形成されるレンズ列としてプリズム列を形成する場合には
、その頂角を７０～１５０度の範囲とすることが好ましい。これは、頂角をこの範囲とす
ることによって導光体３からの出射光を十分集光さることができ、光源装置としての輝度
の十分な向上を図ることができるためである。すなわち、プリズム頂角をこの範囲内とす
ることによって、出射光光度分布（ＸＺ面内）におけるピーク光を含みＸＺ面に垂直な面
（ＹＺ面）において出射光光度分布の半値全幅が３５～６５度である集光された出射光を
出射させることができ、光源装置としての輝度を向上させることができる。なお、プリズ
ム列を光出射面３３に形成する場合には、頂角は８０～１００度の範囲とすることが好ま
しく、プリズム列を裏面３４に形成する場合には、頂角は７０～８０度または１００～１
５０度の範囲とすることが好ましい。
　なお、本発明では、上記のような光出射面３３またはその裏面３４に光出射機能部を形
成する代わりにあるいはこれと併用して、導光体内部に光拡散性微粒子を混入分散するこ
とで指向性光出射機能を付与したものでもよい。また、導光体３としては、図１に示した
ような断面形状に限定されるものではなく船型状等の種々の断面形状のものが使用できる
。
　図２は、光偏向素子４のプリズム列の形状の説明図であり、光偏向素子４は主表面の一
方を入光面４１とし他方の面を出光面４２とする。入光面４１には多数のプリズム列が略
並列に配列され、各プリズム列は、一方の一次光源に関して、一次光源側に位置する第１
のプリズム面４４と一次光源から遠い側に位置する第２のプリズム面４５の２つのプリズ
ム面から構成されている。図２に示した実施形態においては、第１のプリズム面４４およ
び第２のプリズム面４５がそれぞれ３つの傾斜角の異なる平面４６～４８および４９～５
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１から構成され、出光面に近い平面ほど傾斜角が大きくなっている。また、平面４６～５
１のうち、第１のプリズム面４４を構成する最も出光面に近い平面４８と最も出光面から
遠い平面４６との傾斜角の差が１５度以下となっており、第２のプリズム面４５を構成す
る最も出光面に近い平面５１と最も出光面から遠い平面４９との傾斜角の差も１５度以下
となっている。なお、本発明において、平面などの面の傾斜角とはプリズム列形成平面４
３に対する各平面などの面の傾斜角度をいう。
　本発明の光偏向素子４は、第１のプリズム面４４および第２のプリズム面４５をそれぞ
れ傾斜角の異なる少なくとも２つの平面または凸曲面などの面より構成し、これら平面ま
たは凸曲面などの面の傾斜角が出光面に近いほど大きくなり、最も出光面に近い平面また
は凸曲面などの面と最も出光面から遠い平面または凸曲面などの面との傾斜角の差を１５
度以下とすることにより、極めて高い集光効果を発揮させることができ、光源装置として
極めて高い輝度を得ることができる。この最も出光面に近い平面または凸曲面などの面と
最も出光面から遠い平面または凸曲面などの面との傾斜角の差は、好ましくは０．５～１
０度の範囲であり、より好ましくは１～７度の範囲である。また、第１のプリズム面４４
および第２のプリズム面４５をこのような構造にすることにより、所望の集光性を有する
偏向素子を容易に設計することもできるとともに、一定の光学特性を有する光偏向素子を
安定して製造することもできる。
　次に、本発明の光偏向素子のプリズム面の形状について説明する。一つの平面からなる
プリズム面で全反射され出射した光は、プリズム面の全反射する部位に依存してかなり広
い範囲で分散しており、この各部位からの出射光輝度分布（ＸＺ面内）におけるピーク光
を、各部位のプリズム面の傾斜角をそれぞれ調整し、すべての部位でピーク角度を略同方
向に出射させることによって、大部分の出射光を特定方向に集中して出射させることが可
能となる。このとき、各部位におけるプリズム面の傾斜角を、出光面４２に近い部位ほど
傾斜角を大きくするようにすることによって、プリズム面全体で全反射される出射光を一
定の方向に集光させることができ、より指向性が高く、ピーク強度の大きな光を出射する
ことができる。
　このプリズム面の部位としては、少なくとも２つのエリアを設定すればよいが、このエ
リア数（傾斜角の異なる平面の数）が少なすぎると、光偏向素子による集光性が低下し、
輝度向上効果が損なわれる傾向にあるため、３つ以上とすることが好ましく、より好まし
くは５つ以上、さらに好ましくは６つ以上である。この場合、集光特性を向上させるため
には、出光面４２に最も近いエリアの傾斜角と出光面４２から最も遠いエリアの傾斜角の
差が１５度以下とすることが必要であり、好ましくは０．５～１０度の範囲、より好まし
くは１～７度の範囲である。
　一方、このエリア数を多くすと、プリズム面で全面にわたってピーク角度を細かく調整
することができるため、全体としての集中度を高めることができるが、傾斜角の異なる平
面を細かく形成しなければならず、光偏向素子のプリズム面を形成するための金型切削用
のバイトの設計や製造が複雑となるとともに、一定の光学特性を有する光偏向素子を安定
して得ることも難しくなる。このため、プリズム面に形成するエリア数は２０以下とする
ことが好ましく、より好ましくは１２以下である。このプリズム面の分割は均等に分割す
ることが好ましいが、必ずしも均等に分割する必要はなく、所望のプリズム面全体の出射
光輝度分布（ＸＺ面内）に応じて調整することができる。また、異なる傾斜角を有する各
平面の幅（プリズム列断面における各平面部分の長さ）は、プリズム列のピッチに対して
４～４７％の範囲とすることが好ましく、より好ましくは６～３０％、さらに好ましくは
７～２０％の範囲である。
　本発明においては、例えば、図３および図４に示したように、上記のような異なる傾斜
角を有する平面の少なくとも１つを凸曲面とすることもでき、全ての平面を凸曲面として
もよい。図３では、第１のプリズム面４４および第２のプリズム面４５を、それぞれ４つ
のエリアに分割し、３つの平面５２～５４および５５～５７と１つの凸曲面５８および５
９から構成している。図４では、第１のプリズム面４４および第２のプリズム面４５を２
つのエリアに分割し、互いに形状の異なる２つの凸曲面６０、６１および６２，６３から
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構成している。図中、６４～６７は凸曲面６０～６３の形状を決定する非円柱面形状であ
る。また、第１のプリズム面４４および第２のプリズム面４５をそれぞれ分割した各エリ
アの境界を通るような曲面で構成することもでき、この場合、輝度の大幅な低下を招かな
い範囲であれば曲面は各アリアの境界から多少ずれてもよい。例えば、曲面の通過位置（
プリズム頂部からの距離）のプリズム列のピッチに対する割合のエリアの境界の割合に対
するずれが４％以下であればよく、より好ましくは２％以下、さらに好ましくは１％以下
の範囲である。なお、本発明において、凸曲面などの面における傾斜角は、１つの凸曲面
などの面の全ての位置における傾斜角を平均したものをいう。このように、プリズム面を
異なる傾斜角の複数の凸曲面で構成した場合には、異なる傾斜角の平面により構成する場
合と比較して、エリア数は少なくすることができ、２～１０のエリア数とすることができ
、好ましくは２～５の範囲である。しかし、エリア数が少なすぎると所望の出射光輝度分
布（ＸＺ面内）を調整するための各凸曲面の設計が困難となるため、エリア数は３～５の
範囲とすることがより好ましい。
　また、凸曲面の形状は、そのＸＺ方向の断面形状が円弧（即ち、面は円柱面形状）ある
いは非円弧（即ち、面は非円柱面形状）となるようにすることができる。さらに、複数の
凸曲面によりプリズム面を構成する場合には、各凸曲面の形状が互いに異なることが好ま
しい。この場合、円柱面形状の凸曲面と非円柱面形状の凸曲面とを組み合わせることもで
きるが、少なくとも１つの凸曲面を非円柱面形状とすることが好ましい。複数の凸曲面を
円柱面形状とする場合には、各凸曲面でその曲率を変えたものであってもよい。非円柱面
形状としては、楕円面形状の一部、放物面形状の一部等が挙げられる。
　さらに、凸曲面は、その曲率半径（ｒ）をプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｒ／Ｐ）
が２～５０の範囲とすることが好ましく、より好ましくは５～３０、さらに好ましくは７
～１０の範囲である。このｒ／Ｐが２未満であったり、５０を超えると、十分な集光特性
を発揮できなくなり、輝度が低下する傾向にある。
　また、このような構成によるプリズム列においては、図２に示したように、プリズム列
のプリズム頂部からの高さをｈ、プリズム列全体の高さをＨとした場合に、少なくともｈ
／Ｈが１０％以上となる高さｈの領域に傾斜角の異なる平面あるいは凸曲面などの面を少
なくとも２つ形成することが好ましく、３つ以上形成することがより好ましい。これは、
このような高さｈの領域に平面あるいは凸曲面などの面を２つ以上形成することにより十
分な集光特性が得られる傾向にあるためである。なお、プリズム面で全反射され出光面か
ら出射した光の出射光輝度分布（ＸＺ面内）における強度は、ｈ／Ｈが６０％以下の領域
でプリズム面全体で全反射され出光面から出射した光の出射光輝度分布（ＸＺ面内）にお
ける強度の７５％以上を占めることになるため、ｈ／Ｈは６０％以下の範囲とすることで
十分な効果を得ることができる。これは、全反射され出光面から出射した光の出射光輝度
分布（ＸＺ面内）における強度は、プリズム面全体で全反射され出光面から出射した光の
出射光輝度分布（ＸＺ面内）における強度の７５％以上を占めることになるためである。
高さｈの領域は、より好ましくはｈ／Ｈが１５％以上となる領域であり、さらに好ましく
は２０％以上となる領域である。なお、高さｈの領域が小さくなりすぎると十分な集光特
性が得られなくなる傾向になるとともに、金型の製造が複雑になることから、ｈ／Ｈは２
０％以上であることが最も好ましい。この場合の高さｈの領域におけるエリア数は、１～
８の範囲とすることが好ましく、より好ましくは１～６、さらに好ましくは２～４の範囲
である。
　また、プリズム面が傾斜角の異なる複数の平面あるいは凸曲面などの面により構成され
るとき、十分な集光特性を確保するためには、プリズム列の頂部と低部とを結ぶ仮想平面
Ｑ（図２、３）と複数の平面あるいは凸曲面（実際のプリズム面）との最大距離ｄがプリ
ズム列のピッチ（Ｐ）に対する割合（ｄ／Ｐ）で０．４～５％とすることが好ましい。こ
れは、ｄ／Ｐが０．４％未満あるいは５％を超えると、集光特性が低下する傾向にあり、
十分な輝度向上を図れなくなる傾向にあるためであり、より好ましくは０．４～３％の範
囲であり、さらに好ましくは０．７～２．２％の範囲である。
　本発明において、プリズム列の頂角は集光特性や光の利用効率を考えると、３５～８０
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度とすることが好ましく、より好ましくは５０～７０度の範囲であり、さらに好ましくは
６０～７０度の範囲である。また、プリズム頂角の法線に対する左右の振り分け角（２つ
のプリズム面の法線に対する傾斜角度）α、βは、光源側に位置する振り分け角αを２５
～４０度、βを２５～４０度の範囲とすることが好ましい。この頂角の振り分け角α、β
は、対向する２つの光入射面に配置した一次光源１からのそれぞれの光の出射光輝度分布
（ＸＺ面内）におけるピーク角度を略同一方向とするため、略同一の角度とすることが好
ましい。また、光利用効率を高くして輝度をより向上させるとともに、観察方向の変化に
よる輝度の低下をより小さくするためには、振り分け角αとβの差の絶対値（｜α－β｜
）を０～１０度とすることが好ましく、より好ましくは０～９度、さらに好ましくは０～
８度の範囲である。なお、出射光輝度分布（ＸＺ面内）におけるピーク光を略法線方向以
外とする場合は、プリズム頂角の振り分け角α、βを調整することによって、所望の方向
にピーク光を有する出射光輝度分布（ＸＺ面内）を得ることができる。
　また、本発明の光偏向素子は、隣接するプリズム列の間にプリズム列の傾斜角よりも傾
斜角の小さい凸形状や平面（光透過領域）を形成してもよい。このような光透過領域を形
成することにより、液晶パネル側から入射した外光をこの部分から光源装置内に導入する
ことができ、導光体の裏面に配置された反射シート５により反射し、再び液晶パネル側に
出射することにより、外光も有効に利用することができる。このとき、反射シート（光反
射素子）５により反射した外光の均一性を維持するため、反射シートに微弱な拡散性を付
与したり、光偏向素子の出光面に光拡散層を形成したり、光偏向素子の出光面に光拡散シ
ートを載置することが好ましい。また、外光の利用効率を高めると、バックライトとして
の光の利用効率が低下するため、使用形態等を考慮して光透過領域の割合を決めることが
必要である。例えば、光透過領域の幅は、プリズム列のピッチの２０～５０％の範囲とす
ることが好ましく、より好ましくは２０～４０％の範囲である。光透過領域としては、平
面形状、曲面形状や多角柱面形状等が挙げられる。中でも、光透過領域を多角柱面形状や
曲面形状とすることは、外光の反射を制御することができる点で好ましい。
　本発明のような光偏向素子を用いた光源装置においては、第１のプリズム面４４および
第２のプリズム面４５を１つの曲面で構成した場合には、光偏向素子から出射する光の出
射光輝度分布（ＸＺ面内）が急激に低下し、観察方向が少し変わるだけで大きな輝度の低
下を招く。本発明においては、プリズム面４４、４５を傾斜角の異なる複数の平面あるい
は凸曲面などの面より構成することで、光偏向素子から出射する光の出射光輝度分布（Ｘ
Ｚ面内）において、図５に示したような輝度がピーク輝度の７０％となる出射光分布幅（
θ７０）を１０度以上とすることができ、観察方向の変化による急激な輝度の低下を緩和
することができる。この出射角分布幅（θ７０）は、より好ましくは１５度以上であり、
さらに好ましくは１８度以上である。
　さらに、本発明においては、光偏向素子から出射する光の出射光輝度分布（ＸＺ面内）
において、図５に示したような輝度がピーク輝度の９０％となる出射光分布幅（θ９０）
と輝度がピーク輝度の２０％となる出射光分布幅（θ２０）との比（θ２０／θ９０）が
５以下であることが好ましく、より好ましくは４以下、さらに好ましくは３．５以下であ
る。θ２０／θ９０を５以下とすることにより、実用上問題のない程度まで観察方向の変
化による急激な輝度の低下を緩和することができる。
　本発明における光偏向素子４の狭視野化は、導光体３の光出射面３３からの出射光光度
分布（ＸＺ面内）の広がりの程度（半値全幅）に影響されるため、光偏向素子４の出光面
４２からの出射光輝度分布（ＸＺ面内）の半値全幅Ａの、導光体３の光出射面３３からの
出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅Ｂに対する好ましい割合も、導光体３からの出射
光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅Ｂによって変わる。例えば、導光体３からの出射光光
度分布（ＸＺ面内）の半値全幅Ｂが２６度未満の場合には、半値全幅Ａが半値全幅Ｂの３
０～９５％の範囲であることが好ましく、より好ましくは３０～８０％の範囲であり、さ
らに好ましくは３０～７０％の範囲である。また、導光体３からの出射光光度分布（ＸＺ
面内）の半値全幅Ｂが２６度以上の場合には、半値全幅Ａが半値全幅Ｂの３０～８０％の
範囲であることが好ましく、より好ましくは３０～７０％の範囲であり、さらに好ましく
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は３０～６０％の範囲である。
　一般に導光体の出射効率を高めようとすると、導光体３からの出射光光度分布（ＸＺ面
内）の半値全幅Ｂは大きくなり集光効率は低下するように思えるが、実際は上記のように
狭視野化の効果は大きくなるため、狭視野化の効率および面光源装置としての光利用効率
という点では出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅Ｂが２６度以上である（より好まし
くは３６度を超える）導光体との組み合わせで光偏向素子を使用することが好ましい。ま
た、導光体３からの出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅が小さい場合には狭視野化の
効果は小さくなるが、導光体３からの出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅が小さいも
のほど高輝度化を図ることができるため、高輝度化という点では出射光光度分布（ＸＺ面
内）の半値全幅Ｂが２６度未満である導光体との組み合わせで光偏向素子を使用すること
が好ましい。
　一次光源１はＹ方向に延在する線状の光源であり、例えば蛍光ランプや冷陰極管を用い
ることができる。なお、本発明においては、一次光源１としては線状光源に限定されるも
のではなく、ＬＥＤ光源、ハロゲンランプ、メタハロランプ等のような点光源を使用する
こともできる。また、光源リフレクタ２は一次光源１の光をロスを少なく導光体３へ導く
ものである。材質としては、例えば表面に金属蒸着反射層を有するプラスチックフィルム
を用いることができる。図１に示されているように、光源リフレクタ２は、光反射素子５
の端縁部外面から一次光源１の外面を経て光偏向素子４の出光面端縁部へと巻きつけられ
ている。他方、光源リフレクタ２は、光偏向素子４を避けて、光反射素子５の端縁部外面
から一次光源１の外面を経て導光体３の光出射面端縁部へと巻きつけることも可能である
。
　このような光源リフレクタ２と同様な反射部材を、導光体３の側端面３１以外の側端面
に付することも可能である。光反射素子５としては、例えば表面に金属蒸着反射層を有す
るプラスチックシートを用いることができる。本発明においては、光反射素子５として反
射シートに代えて、導光体３の裏面３４に金属蒸着等により形成された光反射層等を用い
ることも可能である。
　本発明の導光体３及び光偏向素子４は、光透過率の高い合成樹脂から構成することがで
きる。このような合成樹脂としては、メタクリル樹脂、アクリル樹脂、ポリカーボネート
系樹脂、ポリエステル系樹脂、塩化ビニル系樹脂が例示できる。特に、メタクリル樹脂が
、光透過率の高さ、耐熱性、力学的特性、成形加工性に優れており、最適である。このよ
うなメタクリル樹脂としては、メタクリル酸メチルを主成分とする樹脂であり、メタクリ
ル酸メチルが８０重量％以上であるものが好ましい。導光体３及び光偏向素子４の粗面の
表面構造やプリズム列等の表面構造を形成するに際しては、透明合成樹脂板を所望の表面
構造を有する型部材を用いて熱プレスすることで形成してもよいし、スクリーン印刷、押
出成形や射出成形等によって成形と同時に形状付与してもよい。また、熱あるいは光硬化
性樹脂等を用いて構造面を形成することもできる。更に、ポリエステル系樹脂、アクリル
系樹脂、ポリカーボネート系樹脂、塩化ビニル系樹脂、ポリメタクリルイミド系樹脂等か
らなる透明フィルムあるいはシート等の透明基材上に、活性エネルギー線硬化型樹脂から
なる粗面構造またレンズ列配列構造を表面に形成してもよいし、このようなシートを接着
、融着等の方法によって別個の透明基材上に接合一体化させてもよい。活性エネルギー線
硬化型樹脂としては、多官能（メタ）アクリル化合物、ビニル化合物、（メタ）アクリル
酸エステル類、アリル化合物、（メタ）アクリル酸の金属塩等を使用することができる。
　以上のような一次光源１、光源リフレクタ２、導光体３、光偏向素子４および光反射素
子５からなる面光源装置の発光面（光偏向素子４の出光面４２）上に、液晶表示素子を配
置することにより液晶表示装置が構成される。液晶表示装置は、図１における上方から液
晶表示素子を通して観察者により観察される。また、本発明においては、十分にコリメー
トされた狭い分布の光を面光源装置から液晶表示素子に入射させることができるため、液
晶表示素子での階調反転等がなく明るさ、色相の均一性の良好な画像表示が得られるとと
もに、所望の方向に集中した光照射が得られ、この方向の照明に対する一次光源の発光光
量の利用効率を高めることができる。
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　さらに、本発明においては、このように光偏向素子４によって狭視野化され高輝度化さ
れた光源装置において、輝度の低下をできる限り招くことなく、視野範囲を目的に応じて
適度に制御するために、光偏向素子４の出光面上に光拡散素子６を隣接配置することもで
きる。また、このように光拡散素子６を配置することによって、品位低下の原因となるぎ
らつきや輝度斑等を抑止し品位向上を図ることもできる。
　光拡散素子６は、光偏向素子４の出光面側に光偏向素子４と一体化させてもよいし、光
拡散素子６を個別に光偏向素子４の出光面側に載置してもよい。個別に光拡散素子６を配
置する方が好ましい。個別に光拡散素子６を載置する場合には、光拡散素子６の光偏向素
子４に隣接する側の面には、光偏向素子４とのスティッキングを防止するため、凹凸構造
を付与することが好ましい。同様に、光拡散素子６の出射面においても、その上に配置さ
れる液晶表示素子との間でのスティッキングを考慮する必要があり、光拡散素子６の出射
面にも凹凸構造を付与することが好ましい。この凹凸構造は、スティッキング防止の目的
のみに付与する場合には、平均傾斜角が０．７度以上となるような構造とすることが好ま
しく、さらに好ましくは１度以上であり、より好ましくは１．５度以上である。
　本発明においては、輝度特性、視認性および品位等のバランスを考慮して光偏向素子４
からの出射光を適度に拡散させる光拡散特性を有する光拡散素子６を使用することが好ま
しい。すなわち、光拡散素子６の光拡散性が低い場合には、視野角を十分に広げることが
困難となり視認性を低下させるとともに、品位改善効果が十分でなくなる傾向にあり、逆
に光拡散性が高すぎる場合には光偏向素子４による狭視野化の効果が損なわれるとともに
、全光線透過率も低くなり輝度が低下する傾向にある。そこで、本発明の光拡散素子６に
おいては、平行光を入射したときの出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅が１～１３度
の範囲であるものが使用される。光拡散素子６の半値全幅は、好ましくは３～１１度の範
囲、さらに好ましくは４～８．５度の範囲である。なお、本発明において光拡散素子６の
出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅とは、図７に示すように、光拡散素子６に入射し
た平行光線が出射時にどの程度拡散して広がるかを示したもので、光拡散素子６を透過し
拡散した光の出射光光度分布（ＸＺ面内）におけるピーク値に対する半値での広がり角の
全幅の角度（ΔθＨ）をいう。
　このような光拡散特性は、光拡散素子６中に光拡散剤を混入したり、光拡散素子６の少
なくとも一方の表面に凹凸構造を付与することによって付与することができる。表面に形
成する凹凸構造は、光拡散素子６の一方の表面に形成する場合と両方の表面に形成する場
合とでは、その程度が異なる。光拡散素子６の一方の表面に凹凸構造を形成する場合には
、その平均傾斜角を０．８～１２度の範囲とすることが好ましく、さらに好ましくは３．
５～７度であり、より好ましくは４～６．５度である。光拡散素子６の両方の表面に凹凸
構造を形成する場合には、一方の表面に形成する凹凸構造の平均傾斜角を０．８～６度の
範囲とすることが好ましく、さらに好ましくは２～４度であり、より好ましくは２．５～
４度である。この場合、光拡散素子６の全光線透過率の低下を抑止するためには、光拡散
素子６の入射面側の平均傾斜角を出射面側の平均傾斜角よりも大きくすることが好ましい
。また、光拡散素子６のヘイズ値としては８～８２％の範囲とすることが、輝度特性向上
と視認性改良の観点から好ましく、さらに好ましくは３０～７０％の範囲であり、より好
ましくは４０～６５％の範囲である。
　本発明の光源装置においては、その発光面（光拡散素子６の出射面）の法線方向から観
察した場合の表示エリア内における輝度が均一であることも要求される。この輝度の均一
性は光源の表示エリアの大きさにも依存し、例えば、ノートパソコンやモニター等の表示
エリアが大きい大型の光源装置では、比較的広い視野角特性が要求される場合があり、発
光面からの出射する出射光光度分布（ＸＺ面内）をより広くすることが要求される。一方
、携帯電話や携帯情報端末等の表示エリアが小さい小型の光源装置では、高輝度や表示品
位向上が優先される場合があり、発光面からの出射する出射光光度分布（ＸＺ面内）は比
較的狭くてもよい。このため、光拡散素子６としては、図８に示すような光源装置の表示
エリアＡＲの大きさ（導光体の光入射面と垂直なＸ方向の寸法）に応じて適切な光拡散特
性を有するものを使用することが好ましい。
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　本発明の光源装置は、デスクトップ型パソコンのモニター、液晶テレビ等の比較的サイ
ズが大きい表示装置に好適である。このような表示装置に使用する場合、比較的広い視野
角が必要であるとともに高い輝度が必要となり、一次光源１としては導光体３の対向する
２つの端面にそれぞれ１個以上の冷陰極管を配置した多灯型のものが使用される。このよ
うな光源装置では、一灯型の一次光源１を用いたものとは品位に関する視認性が異なり、
後述するような出射光光度分布（ＸＺ面内）の非対称性はその特性を失い、光源装置の中
央部付近の出射光光度分布（ＸＺ面内）は、図９に示したように、光拡散素子６を使用し
ない場合でも対称性が向上する。さらに、光源に近い両端部近傍での出射光光度分布（Ｘ
Ｚ面内）は、それぞれ最も近いところから導光される光の影響をうけ、若干非対称性を帯
びた出射光光度分布（ＸＺ面内）となる。すなわち、図９の左側の端部近傍では、光源側
の出射光光度分布（ＸＺ面内）が急激に低下し、中央側の出射光光度分布（ＸＺ面内）は
滑らかなテイリング傾向を有しているため、左端部近傍での光の出射方向はやや中央部へ
向いている成分が多くなっている。一方、図９の右側の端部近傍では、これと反対の出射
光光度分布（ＸＺ面内）を有しており、光の出射方向はやや中央部へ向いている成分が多
くなっている。このため、中央部から両端部近傍を観察したときの視認性に優れた出射光
特性が得られ、端部まで高品位な、高い輝度を有する光源装置となる。光拡散素子６とし
ては、広い視野角を得る光拡散性が必要とされ、出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅
が６～１３度の範囲のものを使用することが好ましく、さらに好ましくは６．５～１１度
、より好ましくは７～９度の範囲である。また、ヘイズ値としては、５０～８２％の範囲
であることが好ましく、さらに好ましくは６０～７５％、より好ましくは６５～７０％の
範囲である。さらに、光拡散素子６の表面に凹凸構造を形成する場合には、その平均傾斜
角が４．５～１２度の範囲であることが好ましく、さらに好ましくは５．５～８．５度、
より好ましくは６～７度の範囲である。
　本発明の光源装置においては、上記のような光拡散素子６を用いる場合、光偏向素子４
からの出射光輝度分布（ＸＺ面内）の半値全幅が１９～２６度程度の集光性が比較的弱い
光偏向素子４を使用するとともに、光拡散性の比較的弱い光拡散素子６を使用した方がＹ
Ｚ面での拡散による輝度の低下を抑えられるため、輝度向上の観点からは好ましい場合が
ある。この場合、光拡散素子６としては、広い視野角を得る光拡散性が必要とされ、出射
光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅が１～８度の範囲のものを使用することが好ましく、
さらに好ましくは２～８度、より好ましくは３～７度の範囲である。また、ヘイズ値とし
ては、８～７０％の範囲であることが好ましく、さらに好ましくは３０～６５％、より好
ましくは４０～６０％の範囲である。さらに、光拡散素子６の一方の表面に凹凸構造を形
成する場合には、その平均傾斜角が０．８～７度の範囲であることが好ましく、さらに好
ましくは３～６．５度、より好ましくは３．５～６度の範囲である。凹凸構造を両面に形
成する場合には、その一方の表面の平均傾斜角が０．８～４度の範囲であることが好まし
く、さらに好ましくは１～４度、より好ましくは２～４度の範囲である。
　本発明においては、光拡散素子６として光拡散性に異方性を有するものを使用すること
が、光拡散素子６の全光線透過率を高め、光偏向素子４からの出射光を効率的に拡散でき
、輝度を向上させることができるため好ましい。例えば、導光体３の一つの端面に線状の
冷陰極管を一次光源１として配置した光源装置においては、導光体３の光出射面から出射
する出射光を光偏向素子４により主としてＸＺ面において狭視野化を図り、このＸＺ面内
で狭視野化された光をさらに光拡散素子６により拡散させ視野角を広げることを目的とし
ている。しかし、光拡散素子６として等方性拡散性のものを使用した場合には、光偏向素
子により狭視野化されていないＹＺ面内についても同等に光が拡散されるため、輝度の低
下を招くことになる。そこで、図１０に示したように、ＹＺ面内よりもＸＺ面内での光拡
散性が高いような異方拡散性を有する光拡散素子６を使用することにより、光偏向素子４
により狭視野化されたＸＺ面での光の拡散を強くし、狭視野化されていないＹＺ面内での
光の拡散を弱くすることができ、光偏向素子４からの出射光を効率的に拡散することがで
き、輝度の低下を最小限に抑えることができる。
　このような光拡散素子６の異方拡散性については、どのような異方性を有する光拡散素
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子６を使用するかは、上記のようなＸＺ面とＹＺ面での異方性のみの要因により決定され
るものではなく、導光体３の光出射機能部の形状、光偏向素子４のレンズ形状や配列、光
源装置の用途等に応じて適宜選定することができる。すなわち、図１１に示したように、
光拡散素子６の出射面法線及び出射面内の任意の方向（Ｐ－ｎ方向（ｎ＝１，２，・・・
））を含む任意の面（ＺＰ－ｎ面（ｎ＝１，２，・・・））を想定し、これらの任意の面
における出射光光度分布（ＸＺ面内）の半値全幅を相違させることによって異方性を付与
することができる。なお、ＺＰ－ｎ面の半値全幅の中で最も大きいものを最大半値全幅、
最も小さいものを最小半値全幅とする。同様に、光拡散素子６に異方拡散性を付与する凹
凸構造の平均傾斜角についても、ＺＰ－ｎ面と光拡散素子６（ＸＹ面）が交差する任意の
Ｐ－ｎ方向における平均傾斜角を相違させることによって平均傾斜角の異方性を付与する
ことができる。このとき、Ｐ－ｎ方向の平均傾斜角の中で最も大きいものを最大平均傾斜
角、最も小さいものを最小平均傾斜角とする。
　例えば、導光体３のＹＺ面と平行な２つの側端面にそれぞれ対向するように線状の冷陰
極管を配置し一次光源１とした場合、光偏向素子４は主としてＸＺ面で狭視野化を図りＹ
Ｚ面では殆ど作用しないため、光偏向素子４からの出射光をＸＺ面内で効果的に拡散しＹ
Ｚ面内では拡散させないような異方拡散性を有する光拡散素子６を使用することが最適で
ある。従って、光拡散素子６としては、ＸＺ面で最大半値全幅を示し、ＹＺ面で最小半値
全幅を示すような異方拡散性を有するものが好ましい。同様に、光拡散素子６に形成する
凹凸構造も、Ｘ方向に最大平均傾斜角を有し、Ｙ方向に最小平均傾斜角を有するような構
造あるいは配置とすることが好ましい。
　このような異方拡散性を有する光拡散素子６においても、輝度特性、視認性および品位
等のバランスを考慮して光偏向素子４からの出射光を適度に拡散させる光拡散特性を有す
る光拡散素子６を使用することが必要である。すなわち、光拡散素子６の光拡散性が低い
場合には、視野角を十分に広げることが困難となり視認性を低下させるとともに、品位改
善効果が十分でなくなる傾向にあり、逆に光拡散性が高すぎる場合には光偏向素子４によ
る狭視野化の効果が損なわれるとともに、全光線透過率も低くなり輝度が低下する傾向に
ある。そこで、出射光光度分布（ＸＺ面内）の最大半値全幅が１～１３度の範囲であるも
のが使用され、好ましくは３～１１度の範囲、さらに好ましくは４～９度の範囲である。
また、最小半値全幅に対する最大半値全幅の比（最大半値全幅／最小半値全幅）が１．１
～２０の範囲であることが好ましく、さらに好ましくは２～１５の範囲、より好ましくは
４～１０の範囲である。これは、最大半値全幅／最小半値全幅を１．１以上とすることに
よって光の利用効率を向上させ輝度を高めることができるためであり、２０以下とするこ
とによって強い光拡散性による輝度の低下を抑止することができるためである。
　光拡散素子６の一方の表面に凹凸構造を形成する場合には、その最大平均傾斜角を０．
８～１５度の範囲とすることが好ましく、さらに好ましくは３．５～１１度であり、より
好ましくは４～９度である。また、最大半値全幅／最小半値全幅と同様の観点から、最小
平均傾斜角に対する最大平均傾斜角の比（最大平均傾斜角／最小平均傾斜角）は、１．１
～２０の範囲であることが好ましく、さらに好ましくは２～１５の範囲、より好ましくは
４～１０の範囲である。凹凸構造は、光拡散素子６の両方の表面に形成してもよく、この
場合、光拡散素子６の全光線透過率の低下を抑止するためには、光拡散素子６の入射面側
の平均傾斜角を出射面側の平均傾斜角よりも大きくすることが好ましい。また、光拡散素
子６のヘイズ値としては８～８２％の範囲とすることが、輝度特性向上と視認性改良の観
点から好ましく、さらに好ましくは３０～７０％の範囲であり、より好ましくは４０～６
５％の範囲である。
　このような異方拡散性を有する光拡散素子６の拡散性付与構造としては、例えば、図１
２～１４に示したような凹凸構造が挙げられる。図１２に示した凹凸構造は、一軸上に長
く延びたレンチキュラーレンズ列等のレンズ列６ａを多数略並列して連設した配列構造で
ある。このようなレンズ列の配列ピッチは表示装置として使用される液晶素子のピッチお
よび光偏向素子４のプリズム列等のレンズ列の配列ピッチに対してモアレの発生しにくい
ピッチを選定するか、ランダムな配列ピッチとすることが好まし。通常、レンズ列の配列
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ピッチは１～７０μｍの範囲とすることが好ましく、製造の容易さやモアレの発生を防止
する観点から５～４０μｍがさらに好ましく、より好ましくは１０～３０μｍの範囲であ
る。また、レンズ列の長手方向と直交する方向の平均傾斜角は０．８～１５度の範囲とす
ることが輝度向上と視認性向上の観点から好ましく、さらに好ましくは３．５～１１度、
より好ましくは４～９度の範囲である。
　図１３に示した凹凸構造は、多数のシリンドリカルレンズ形状体６ｂを離散的に配列し
た構造である。シリンドリカルレンズ形状体の配列間隔は、一定の規則的なピッチでもよ
く、ランダムな配列ピッチであってもよい。通常、シリンドリカルレンズ形状体の配列ピ
ッチは、１～７０μｍの範囲とすることが好ましく、製造の容易さやモアレの発生を防止
する観点から５～４０μｍがさらに好ましく、より好ましくは１０～３０μｍの範囲であ
る。また、シリンドリカルレンズ形状体の長手方向と直交する方向の平均傾斜角は０．８
～１５度とすることが輝度向上と視認性向上の観点から好ましく、さらに好ましくは３．
５～１１度、より好ましくは４～９度の範囲である。このような離散的な配列構造は、光
拡散素子６として最大半値全幅を示すことが要求される面と光拡散素子６の出射面との交
差する線と、シリンドリカルレンズ形状体の長手方向とが略直交する確率が高くなるよう
に配列することが好ましい。また、光拡散素子６として最小半値全幅を示すことが要求さ
れる面と光拡散素子６の出射面との交差する線と、シリンドリカルレンズ形状体の長手方
向とが略平行になる確率が高くなるよう配列することが好ましい。
　図１４に示した凹凸構造はヘアライン構造である。ヘアライン６ｃの延びる方向に直交
する方向の平均傾斜角は０．８～１５度とすることが輝度向上と視認性向上の観点から好
ましく、さらに好ましくは３．５～１１度、より好ましくは４～９度の範囲である。ヘア
ラインの延びる方向は、光拡散素子６として最大半値全幅を示すことが要求される面と光
拡散素子６の出射面との交差する線と略直交する方向が好ましい。
　このような異方拡散性を付与する凹凸構造が形成された面およびその裏面の少なくとも
一方にマット構造を付与することにより、ぎらつきや輝度斑等を抑止することができ品位
を向上させることができる。しかし、マット構造の光拡散性が強くなると異方拡散性が損
なわれ輝度の低下を招く場合があるため、比較的光拡散性の弱いマット構造を付与するこ
とが好ましい。このようなマット構造としては、平均傾斜角度が０．５～５度の範囲のも
のが好ましく、さらに好ましくは０．８～４度、より好ましくは１～３．５度の範囲であ
る。なお、異方性付与凹凸構造の表面にマット構造を付与した場合のマット構造の平均傾
斜角は、凹凸構造に起因する平均傾斜角度を除いたマット構造自体の平均傾斜角をいう。
このような平均傾斜角は、凹凸構造の無い部分や凹凸構造の長手方向に平行な方向にて測
定することができ、触針粗さ計による計測、光拡散素子６の断面形状を画像解析する方法
、原子間力顕微鏡等を用いて測定することができる。
　本発明においては、光偏向素子４を用いて導光体３からの出射光を法線方向等の特定な
方向に出射させ、この出射光を異方拡散性を有する光拡散素子６を用いて所望の方向に出
射させることもできる。この場合、光拡散素子６に異方拡散作用と光偏向角作用の両方の
機能を付与することもできる。例えば、凹凸構造としてレンチキュラーレンズ列やシリン
ドリカルレンズ形状体を用いたものでは、その断面形状を非対称形状にすることで、異方
拡散作用と光偏向作用の両機能を付与することができる。
　また、本発明においては、光源装置としての視野角を調整し、品位を向上させる目的で
、光偏向素子４や光拡散素子６に光拡散材を含有させることもできる。このような光拡散
材としては、光偏向素子４や光拡散素子６を構成する材料と屈折率が異なる透明な微粒子
を使用することができ、例えば、シリコーンビーズ、ポリスチレン、ポリメチルメタクリ
レート、フッ素化メタクリレート等の単独重合体あるいは共重合体等からなるものが挙げ
られる。光拡散材としては、光偏向素子４による狭視野効果や光拡散素子６による適度な
拡散効果を損なわないように、含有量、粒径、屈折率等を適宜選定する必要がある。例え
ば、光拡散材の屈折率は、光偏向素子４や光拡散素子６を構成する材料との屈折率差が小
さすぎると拡散効果が小さく、大きすぎると過剰な散乱屈折作用が生じるため、屈折率差
が０．０１～０．１の範囲とすることが好ましく、さらに好ましくは０．０３～０．０８
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、より好ましくは０．０３～０．０５の範囲である。また、拡散材の粒径は、大きすぎる
と散乱が強くなりぎらつきや輝度の低下を引き起こし、小さすぎると着色が発生するため
、平均粒径が０．５～２０μｍの範囲とすることが好ましく、さらに好ましくは２～１５
μｍ、より好ましくは２～１０μｍの範囲である。
　以下、実施例によって本発明を具体的に説明する。
　なお、以下の実施例における各特性値の測定は下記のようにして行った。
面光源装置の法線輝度、光度半値全幅の測定
　一次光源として冷陰極管を用い、その駆動回路のインバータ（ハリソン社製ＨＩＵ－７
４２Ａ）にＤＣ１２Ｖを印加して高周波点灯させた。輝度は、面光源装置あるいは導光体
の表面を２０ｍｍ四方の正方形に３×５分割し、各正方形の部分の法線方向の輝度値の１
５点平均をとることで、求めた。導光体の光度半値全幅は、導光体の表面に４ｍｍφのピ
ンホールを有する黒色の紙をピンホールが導光体表面の中央に位置するように固定し、輝
度計の測定円が８～９ｍｍとなるように距離を調整し、冷陰極管の長手方向軸と垂直方向
および平行方向でピンホールを中心にゴニオ回転軸が回転するように調節した。それぞれ
の方向で回転軸を＋８０°～－８０°まで０．５°間隔で回転させながら、輝度計で出射
光の光度分布（ＸＺ面内）を測定し、法線方向の輝度、ピーク角度、光度分布（ＸＺ面内
）の半値全幅（ピーク値の１／２以上の値の分布（ＸＺ面内）の広がり角）、出射光分布
幅（θ９０、θ７０、θ２０）を求めた。なお、ピーク角度は、法線方向に対して一方側
に傾いている場合を負の値とし、他方側に傾いている場合を正の値とした。
平均傾斜角（θａ）の測定
　ＩＳＯ４２８７／１－１９８７に従って、触針として０１０－２５２８（１μｍＲ、５
５°円錐、ダイヤモンド）を用いた触針式表面粗さ計（東京精器（株）製サーフコム５７
０Ａ）にて、粗面の表面粗さを駆動速度０．０３ｍｍ／秒で測定した。この測定により得
られたチャートより、その平均線を差し引いて傾斜を補正し、前記式（１）式および（２
）式によって計算して求めた。
【実施例１～９】
　アクリル樹脂（三菱レイヨン（株）製アクリペットＶＨ５＃０００）を用い射出成形す
ることによって一方の面が平均傾斜角８度のマットで、他方の面に長さ３００ｍｍの辺（
長辺）に直交する方向に延びるプリズム頂角１００度、ピッチ５０μｍのプリズム列が並
列して連設配列された２１０ｍｍ×３００ｍｍ、厚さ６ｍｍの１４インチの導光体を作製
した。導光体の長さ３００ｍｍの辺（長辺）に対応する両方の側端面に沿って冷陰極管を
光源リフレクター（麗光社製銀反射フィルム）で覆い配置した。さらに、その他の側端面
に光拡散反射フィルム（東レ社製Ｅ６０）を貼付し、プリズム列配列の面（裏面）に反射
シートを配置した。以上の構成を枠体に組み込んだ。この導光体は、光入射面および光出
射面の双方に垂直な面内での出射光光度分布（ＸＺ面内）の最大ピーク角度は光出射面法
線方向に対して６３度、半値全幅は４４度であった。
　一方、屈折率１．５０６４のアクリル系紫外線硬化性樹脂を用いて、表１に示したよう
に、プリズム列を構成する両方のプリズム面（第１のプリズム面および第２のプリズム面
）をプリズム頂部からプリズム列の高さｈ’までのエリア１を平面（表１に示した傾斜角
及び頂角振り分け角α，βを持つ）とし、残りの出光面に近い側のエリア２を曲率半径ｒ
の凸曲面（表１に示した傾斜角を持つ）で構成したピッチ５６．５μｍのプリズム列が略
並列に連設されたプリズム列形成面を、厚さ１２５μｍのポリエステルフィルムの一方の
表面に形成したプリズムシートを作製した。この際、凸曲面の曲率半径（ｒ）とプリズム
列のピッチ（Ｐ）との比（ｒ／Ｐ）、両方のプリズム面の仮想平面との最大距離（ｄ）と
プリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表１に示した通りであった。
　得られたプリズムシートを、上記導光体の光出射面にプリズム列形成面が向き、導光体
の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。この面光源装
置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ面内）を求め
、後述の比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１／２以
上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有する出
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射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（θ２０

）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布幅（θ

７０）を表１に示した。なお、実施例４および６については、その出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を図６に示した。
［比較例１］
　プリズムシートのプリズム列を、２つのプリズム面がともに平面であり、プリズム頂角
が６０．８度である断面二等辺三角形（α＝β＝３０．４度）とした以外は、実施例１と
同様にして面光源装置を得た。この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な
面内での出射光輝度分布（ＸＺ面内）を求め、ピーク輝度を１．００とし、ピーク角度、
ピーク輝度の１／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以
上の輝度値を有する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する
出射光分布幅（θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有
する出射光分布幅（θ７０）を表１に示した。なお、出射光輝度分布（ＸＺ面内）を図６
に示した。
［比較例２］
　プリズムシートのプリズム列を、２つのプリズム面がともに平面であり、プリズム頂角
が６５．４度である断面二等辺三角形（α＝β＝３２．７度）とした以外は、実施例１と
同様にして面光源装置を得た。この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な
面内での出射光輝度分布（ＸＺ面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比
、ピーク角度、ピーク輝度の１／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク
輝度の９０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の
輝度値を有する出射光分布幅（θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％
以上の輝度を有する出射光分布幅（θ７０）を表１に示した。なお、出射光輝度分布（Ｘ
Ｚ面内）を図６に示した。
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【実施例１０】
　プリズム列を構成する両方のプリズム面を、表２に示したように、プリズム頂部からプ
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リズム列の高さ１７．１μｍ（ｈ’）までを傾斜角５８．０度の平面（β＝３２．０度）
、プリズム列の高さ１７．１μｍ以上を傾斜角６２．０度の平面とする２つの平面（プリ
ズム頂部側からエリア１、２）で構成した以外は、実施例１と同様にしてプリズムシート
を作製した。
　得られたプリズムシートを、実施例１と同様な導光体の光出射面にプリズム列形成面が
向き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。
この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１
／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有
する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（
θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布
幅（θ７０）を表２に示した。この際、両方のプリズム面のその仮想平面との最大距離（
ｄ）とプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表２に示した通りであった。
【実施例１１】
　プリズム列を構成する両方のプリズム面を、表２に示したように、プリズム頂部からプ
リズム列の高さ１７．１μｍ（ｈ’）までを傾斜角５８．０度の平面（β＝３２．０度）
、プリズム列の高さ１７．１μｍ以上を傾斜角６０．０度の平面とする２つの平面（プリ
ズム頂部側からエリア１、２）で構成した以外は、実施例１と同様にしてプリズムシート
を作製した。
　得られたプリズムシートを、実施例１と同様な導光体の光出射面にプリズム列形成面が
向き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。
この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１
／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有
する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（
θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布
幅（θ７０）を表２に示した。この際、両方のプリズム面のその仮想平面との最大距離（
ｄ）とプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表２に示した通りであった。
【実施例１２】
　プリズム列を構成する両方のプリズム面を、表２に示したように、プリズム頂部からプ
リズム列の高さ１７．４μｍ（ｈ’）までを傾斜角５７．３度の平面（β＝３２．７度）
、プリズム列の高さ１７．４～３１．０μｍまでを傾斜角５８．０度の平面、プリズム列
の高さ３１．０μｍ以上を傾斜角６０．０度の平面とする３つの平面（プリズム頂部側か
らエリア１、２、３）で構成した以外は、実施例１と同様にしてプリズムシートを作製し
た。
　得られたプリズムシートを、実施例１と同様な導光体の光出射面にプリズム列形成面が
向き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。
この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１
／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有
する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（
θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布
幅（θ７０）を表２に示した。この際、両方のプリズム面のその仮想平面との最大距離（
ｄ）とプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表２に示した通りであった。
【実施例１３】
　プリズム列を構成する両方のプリズム面を、表２に示したように、プリズム頂部からプ
リズム列の高さ１６．４μｍ（ｈ’）までを傾斜角６０．０度の平面（β＝３０．０度）
、プリズム列の高さ１６．４～３３．０μｍまでを傾斜角６０．５度の平面、プリズム列
高さ３３．０μｍ以上を傾斜角６３．４度の３つの平面（プリズム頂部側からエリア１、
２、３）で構成した以外は、実施例１と同様にしてプリズムシートを作製した。



(19) JP 4454020 B2 2010.4.21

10

20

30

40

　得られたプリズムシートを、実施例１と同様な導光体の光出射面にプリズム列形成面が
向き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。
この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１
／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有
する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（
θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布
幅（θ７０）を表２に示した。この際、両方のプリズム面のその仮想平面との最大距離（
ｄ）とプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表２に示した通りであった。
【実施例１４】
　プリズム列を構成する両方のプリズム面を、表２に示したように、プリズム頂部からプ
リズム列の高さ１０．２μｍ（ｈ’）までを傾斜角５７．１度の平面（β＝３２．９度）
、プリズム列の高さ１０．２～２１．０μｍまでを傾斜角５８．９度の平面、プリズム列
の高さ２１．０μｍ以上を曲率半径４００μｍの円柱面形状の凸曲面（傾斜角＝６０．０
度、凸曲面部の弦のプリズム列形成面の法線となす角＝３１．１度）とする２つの平面と
１つの凸曲面（プリズム頂部側からエリア１、２、３）から構成した以外は、実施例１と
同様にしてプリズムシートを作製した。
　得られたプリズムシートを、実施例１と同様な導光体の光出射面にプリズム列形成面が
向き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。
この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１
／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有
する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（
θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布
幅（θ７０）を表２に示した。この際、両方のプリズム面のその仮想平面との最大距離（
ｄ）とプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表２に示した通りであった。
【実施例１５】
　プリズム列を構成する両方のプリズム面を、表２に示したように、プリズム頂部からプ
リズム列の高さ１０．７μｍ（ｈ’）までを断面楕円面形状（長軸との交点での曲率半径
が４００μｍで短軸との交点での曲率半径が８００μｍの楕円形状の短軸との交点近傍）
の凸曲面（傾斜角＝５６．６度、β＝３３．７度）、プリズム列の高さ１０．７μｍ以上
を曲率半径４００μｍの円柱面形状の凸曲面（傾斜角＝６４．０度、凸曲面部の弦のプリ
ズム列形成面の法線となす角＝２６．０度）とする２つの凸曲面（プリズム頂部側からエ
リア１、２）から構成した以外は、実施例１と同様にしてプリズムシートを作製した。
　得られたプリズムシートを、実施例１と同様な導光体の光出射面にプリズム列形成面が
向き、導光体の光入射面にプリズム稜線が平行となるように載置し、面光源装置を得た。
この面光源装置の光入射面および光出射面の双方に垂直な面内での出射光輝度分布（ＸＺ
面内）を求め、比較例１を基準とした場合のピーク輝度比、ピーク角度、ピーク輝度の１
／２以上の輝度値を有する角度範囲（半値全幅）、ピーク輝度の９０％以上の輝度値を有
する出射光分布幅（θ９０）とピーク輝度の２０％以上の輝度値を有する出射光分布幅（
θ２０）との比（θ２０／θ９０）、ピーク輝度の７０％以上の輝度を有する出射光分布
幅（θ７０）を表２に示した。この際、両方のプリズム面のその仮想平面との最大距離（
ｄ）とプリズム列のピッチ（Ｐ）との比（ｄ／Ｐ）は表２に示した通りであった。
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産業上の利用可能性：
　以上説明したように、高い集光効果による輝度の向上を図れるとともに、観察方向の変
化に対する輝度の低下が小さく、一次光源の光量の利用効率の向上が可能となり（即ち、
一次光源から発せられる光を所要の観察方向へ集中して出射させる効率が高くなり）、し
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かも簡素化された構成で画像品位の向上が容易な光源装置を提供することができる。
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