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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
光源からの光が入射される第１面と、
前記第１面を通じて入射された光を射出する第２面と
を含み、前記第２面は互いに平行である長さ方向軸を有する複数の突出部を含み、
前記突出部の各々は、鋸刃状の多角形の断面形状を有し、
前記鋸刃状の多角形の断面形状は、前記第１面と直交する法線と６５°以上７５°以下の
角度を成す第１辺と、前記法線と４０°以上６０°以下の角度を成す第２辺とを有し、前
記第１辺は前記法線を中心に左右対称に少なくとも２対が形成され、前記第２辺は前記法
線を中心に左右対称に少なくとも１対が形成され、前記第１辺と前記第２辺とは交互に連
結されることを特徴とするプリズムシート。
【請求項２】
前記第１辺の総長さは前記第２辺の総長さより長いことを特徴とする請求項１に記載のプ
リズムシート。
【請求項３】
光源から入射した光を拡散する拡散板と、
前記拡散板から入射した光を集光するプリズムシートと、
前記プリズムシートから供給された光を利用して映像を表示する液晶表示パネルと含み、
前記プリズムシートは、前記拡散板から光が入射される第１面と、
前記第１面を通じて入射された光を前記液晶表示パネル側に射出する第２面を含み、
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前記第２面は互いに平行である長さ方向軸を有する複数の突出部を含み、
前記突出部の各々は、鋸刃状の多角形の断面形状を有し、
前記鋸刃状の多角形の断面形状は、前記第１面と直交する法線と６５°以上７５°以下の
角度を成す第１辺と、前記法線と４０°以上６０°以下の角度を成す第２辺とを有し、前
記第１辺は前記法線を中心に左右対称に少なくとも２対が形成され、前記第２辺は前記法
線を中心に左右対称に少なくとも１対が形成され、前記第１辺と前記第２辺とは交互に連
結されることを特徴とする液晶表示器。
【請求項４】
前記第１辺の総長さは前記第２辺の総長さより長いことを特徴とする請求項３に記載の液
晶表示器。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明はプリズムシートに関するものであり、より詳細には、液晶表示器に適用され、光
の輝度を向上させるためのプリズムシート構造及びこのプリズムシートを有する液晶表示
器に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
プリズムシートはディスプレー装置の部品、例えば、ＬＣＤ用後面光源、輝度向上用フィ
ルム、光反射用フィルムなどに使用され、少なくとも一面に接着性が付与されたポリエス
テールフィルムをベースフィルムとして有し、紫外線硬化性樹脂がベースフィルム上にラ
ミネートされているシートを称する。
【０００３】
特に、このプリズムシートは液晶表示器において、拡散板を通過した光の視野角を狭くし
て輝度を向上させる目的で主に使用される。
【０００４】
液晶表示器の輝度を向上させるための多様な試みがある。このような試みのうち、供給電
圧を高める方法は意図した輝度向上を達成することを可能にするが、バッテリーの容量を
増加させることにより、軽量化をなすことができずに、またバッテリーの寿命を減少させ
る。
このために、供給電圧を上昇させることなく、輝度を向上させる努力が行われている。
【０００５】
［特許文献１］には、一面が有形状面になっており、この有形状面に対向する面が滑らか
な面となっている重合体物質に作った薄い可撓性フィルムが提案されている。ここで、有
形状面は複数のピークと溝をなすように並べて配列される実質的に直交した傾斜面を備え
た小型二等辺プリズムの線形配列を含む。プリズムの傾斜面は滑らかな面（光射出面）に
直交するライン（法線）に対して約４５°の角を有する。
【０００６】
しかし、このフィルムは光線を内部的に反射するのに使用することを意図として提案され
たもので、液晶表示器に使用するためのものではなかった。
【０００７】
図１は従来の液晶表示器に適用された二等辺三角形構造のプリズムシート１０の斜視図で
ある。図１に示すように、光が射出される面に一側方向、例えば、ｘ－方向に沿って二等
辺三角形のプリズム１２が並べて配列されている。プリズム１２が形成された面と逆に向
き合っている面は滑らかな面１４としてあり、この滑らかな面１４に直交する法線Ｙにつ
いて、これらプリズム１２の傾斜面Ｃ１は約４５度の角を有する。
【０００８】
図２では、プリズムシートの内部を通りこの右側傾斜面Ｃ２側に入射する光が法線Ｙに沿
うものとそれと約２．８度以内の角を有するものとが示され、この入射光は経路Ｌ１とＬ
２に沿って全反射され、結局損失となる。



(3) JP 4431327 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

【００９】
また、図３では、プリズムシートの内部を通り左側傾斜面Ｃ１側に入射する光が前記法線
Ｙに沿うものとそれと約２．８度以内の角を有するものとが示され、この入射光は経路Ｌ
３とＬ４に沿って全反射され、結局損失となる。
【００１０】
前記はプリズムシートの傾斜面に入射する光が法線Ｙと約２．８度以内の角を有する場合
、光効率が低下し結果的に、正面輝度が低下するということを意味する。
【００１１】
図４は従来の液晶表示器で導光板から射出された光が拡散シートを通過した後の、視野角
別輝度分布を測定した結果を示す図面であり、図５は従来の液晶表示器でプリズムシート
を通過した光の輝度分布を測定した結果を示す図面である。図４の上側の図形グラフは視
野角別輝度分布を示したグラフで、このグラフ中のＡ１－Ａ１´ラインに沿って視野角別
輝度分布を示したものが図４の下側のグラフであり、また図５の上側の図形グラフも視野
角別輝度分布を示したグラフで、このグラフのＢ１－Ｂ１´ラインに沿って視野角別輝度
分布を示したものが図５の下側のグラフである。
【００１２】
図４に示すように、拡散シート上の一点で視野角を変化させながら、輝度の分布を測定し
た時、約±３４°までの視野角で（即ちＡで示される領域で）全体光量のうちの約５５．
５％が出光されることが判る。尚、図４において（図５においても同じ）、輝度の単位は
ｎｉｔ（ｃｄ／ｍ2）であり、同図右上の枠内の数値範囲もｎｉｔで示してある。この枠
内で５０．０％の表示の意味は、この数値に対応して示した太線が図４の上側の図形グラ
フにも示されており、該太線の部分での輝度が最高輝度の５０．０％になるという位置を
示している。図５は画面がディスプレーされる正面に光を屈折及び出光させるためのプリ
ズムシートについての図４に対応した図で、このプリズムシートは拡散シートから光を受
けるので入射される光の約５５．５％が約±３４°内の入射角を有する。
【００１３】
だから、法線に対して約２．８度以内の入射角を有する光がプリズムシートを射出しない
ことにより惹起される輝度低下を防止することが必要である。
【００１４】
このような輝度の低下を防止するために、次の先行技術が提案された。
【００１５】
［特許文献２］は、バックライトの正面輝度を低下させないように、プリズムシートによ
る明暗形態の帯の発生を抑制することができるプリズムシート及びバックライトを提供す
るためのものとして、各プリズム単位のプリズム面が１μｍ以上のうねりを有する二等辺
三角形断面のプリズム単位を備えたプリズムシートを開示する。
【００１６】
［特許文献３］は、指向特性を改善して、正面輝度を改善するためのものとして、一側面
に母線を互いに平行とする二つの曲突面から成る柱面が左右対称に配置された形状単位が
、母線と直交する方向に複数が平行に形成された透明シートであり、各接面及び平面が１
８０°より小さい角度で交差する形状を有するものを示す。
【００１７】
［特許文献４］は、液晶表示装置の面光源装置の輝度を増大させるために使用されたもの
で、縞模様が発生しないようにしたプリズムシートを提供し、面光源装置の射出側に配置
された表面に複数の凸部の部分を有し、この凸部分の全体または一部に皺を形成して縞模
様が発生されないようにしたものである。
【００１８】
［特許文献５］は、法線輝度を低下せずに、傾斜方向の不必要な光をなくすことができる
ようにするもので、透光性基材の射光面に単位レンズ部を１次元又はとか２次元的に複数
配列したレンズ配列層を有するレンズシートを示し、ここで単位レンズ部は射光側に両側
が傾斜するように形成され、１方向または直交する２方向の断面形状が５角形であり、基
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部側の二辺間の角（θ４）が上部分の二辺間の角（θ３）より小さい角度である。
【００１９】
しかし、前述した先行技術は縞模様の発生を防止し、輝度を増加させる目的を達成するが
、光入射面に垂直な法線に対して約２．８度以下の角度で入射した光の使用と関連した問
題を解決しなかった。後述するようにプリズムシートに入射する光分布のうちの約７５％
程度が約５０度以内で入射するために、前述した約２．８度以下の角度に入射する光の使
用効率を高くすることが輝度増加のために重要である。
【００２０】
【特許文献１】
米国特許第４，９０６，０７０号明細書
【特許文献２】
特開平８－３２０４０５号公報
【特許文献３】
特開平７－２３０００２号公報
【特許文献４】
特開平６－２５０１８２号公報
【特許文献５】
特開平８－２５４６０６号公報
【００２１】
【発明が解決しようとする課題】
本発明の第１の目的は、特定視野角での輝度低下を防止することができるプリズムシート
を提供することにある。
【００２２】
本発明の第２の目的は、入射光の利用効率を高くすることができるプリズムシートを提供
することにある。
【００２３】
本発明の第３の目的は、特定視野角での輝度低下を防止することができるプリズムシート
を有する液晶表示器を提供することにある。
【００２４】
本発明の第４の目的は、入射光の利用効率を高くすることができる液晶表示器を提供する
ことにある。
【００２５】
【課題を解決するための手段】
上述した目的を達成するための本発明によるプリズムシートは、光源から光が入射される
第1面と、前記第1面を通じて入射された光を射出する第２面を含み、前記第２面は実質的
に互いに平行である長さ方向軸を有する複数の多角形断面の突出部を含む。
【００２６】
前記突出部の各々は前記第１面と直交する線と約６５～７５°の角を形成する少なくとも
一つの第１辺と、前記第１辺と隣接し、前記第１面と直交する線と約４０～６０°の角を
形成する少なくとも一つの第２辺を有する。
【００２７】
前記第１辺は前記第２辺より前記突出部の最上端頂点に近接するようにできる。
【００２８】
また逆に、前記第２辺は前記第１辺より、前記突出部の最上端頂点に近接するようにもで
きる。
【００２９】
望ましくは、前記第１辺の総長さは前記第２辺の総長さより長い。望ましくは、前記突出
部は五角形断面を有する。
【００３０】
上述した他の目的を達成するための本発明による液晶表示器は、光源から入射した光を拡
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散する拡散板と、前記拡散板から入射した光を集光するプリズムシートと、前記プリズム
シートから供給された光を利用して映像を表示する液晶表示パネルと含み、前記プリズム
シートは、前記拡散板から光が入射される第１面と、前記第１面を通じて入射された光を
前記液晶表示パネル側に射出する第２面を含み、前記第２面は互いに平行である長さ方向
軸を有する複数の多角形断面の突出部を含む。
【００３１】
前記プリズムシートの突出部の各々は、前記第１面と直交する線と約６５～７５°の角を
形成する少なくとも一つの第１辺と、第１辺と隣接し、前記第１面と直交する線と約４０
～６０°の角を形成する少なくとも一つの第２辺を有する。
【００３２】
前記第１辺は前記第２辺より前記突出部の最上端頂点に近接するようにできる。
【００３３】
また逆に、前記第２辺は前記第１辺より前記突出部の最上端頂点に近接するようにもでき
る。
【００３４】
望ましくは、前記第１辺の総長さは前記第２辺の総長さより長い。
【００３５】
本発明の他の目的、特徴及び長所は、本発明の詳細な説明からさらに明白になる。
【００３６】
【発明の実施の形態】
以下、図面を参照して本発明の望ましい一実施形態をより詳細に説明する。
【００３７】
図６は本発明の一実施形態によるプリズムシートの斜視図であり、図７は図６のプリズム
シートにおける一つの突出部の断面図である。
【００３８】
図６に示すように、プリズムシートは光が入射される入射面である第１面５２と、第１面
５２を背にしており、多角形構造の複数の突出部５６を有する第２面５４を含む。各々の
突出部５６は一方向（Ｘ－方向）に沿って実質的に互いに平行に配列されている。
【００３９】
突出部５６は、図７に示したように、少なくとも五角形の多角形構造を有する。図７の断
面構造で、最も高い頂点Ｐに連接する二辺（ｅ１、ｅ２）の各々は第１面の法線Ｙと約６
５°～７５°の角度Ｃを有し、望ましくは、約７０°の角度を有する。これは前述したよ
うに、法線に対して約２．８°以内の角を有しで各突出部５６の傾斜面に入射する光が反
射されずに、射出されるようにする範囲に該当する。第１辺（ｅ１、ｅ２）に連接した第
２辺（ｅ３、ｅ４）は第１面の法線Ｙに対して約４０°～６０°の角度Ｄを有する。
【００４０】
図８は図７の変形形態を示した図面で、突出部が五角形の辺の数である５個より多い数の
辺を有し、最も高い頂点Ｐに連接した辺ｅ１は第１面の法線Ｙと約４０°～６０°の角度
Ｃを有し、第１辺ｅ１に連接した第２辺ｅ３は、第１面の法線Ｙに対して約６５～７５の
角度Ｄを有し、望ましくは約７０°角度を有する。これは、前述したように、法線Ｙに対
して約２．８°以内の角を有して各突出部の傾斜面に入射する光が反射されずに、射出さ
れるようにする範囲に該当する。
【００４１】
図９は本発明の他の実施形態によるプリズムシートで一つの突出部の断面図であり、図１
０は図９の“Ａ”部分の詳細図である。図９と図１０に示したように、本発明の突出部は
法線Ｙに対して約６５°～７５°の角度Ｄ、Ｅを有する二つ以上の辺（ｅ３、ｅ７）を含
み、これら辺（ｅ３、ｅ７）は、望ましくは、約７０°の角度を有する。
【００４２】
同様に、この角度は法線に対して約２．８°以内の角を有して各突出部の傾斜面に入射す
る光が反射されずに、射出されるようにする角度範囲に該当する。



(6) JP 4431327 B2 2010.3.10

10

20

30

40

50

【００４３】
以上の実施形態で提示された突出部はプリズムシートの第１面に垂直な法線Ｙに対して少
なくとも一辺が約６５°～７５°の角度を有する。この角度は法線に対して約２．８°以
内の角を有して各突出部の傾斜面に入射する光が反射されずに、射出されるようにする角
度であり、これにより光効率を向上させる。
【００４４】
図１１と図１２は、図６から図１２に示したプリズムシートの作用を説明するための概念
図としての断面であり、図１１は光が断面で見たプリズムシートの左側から入射される際
の概念図であり、図１２は光が断面形状プリズムの右側から入射される際の概念図である
。
【００４５】
図１１に示すように、断面の左側から法線Ｙに対して約７０°の角を有する辺に対し、種
々の光線（Ｌ１～Ｌ４）が入射する。これら光線（Ｌ１～Ｌ４）のうち、法線Ｙに対して
約２．８°より大きい角を有して入射する光線（Ｌ２～Ｌ４）は、突出部と空気間の屈折
率差異により突出部の傾斜面Ｃ２で屈折され、突出部の外側に射出される。
【００４６】
これと共に、法線Ｙに対して約２．８°以内の角を有して入射する光線Ｌ１も、前述した
突出部の傾斜面Ｃ２で屈折され突出部の外側に射出される。
【００４７】
図１２に示すように、断面の右側から法線Ｙに対して約７０°の角を有する辺に対し、種
々の光線（Ｌ５～Ｌ６）が入射する。これら光線（Ｌ５～Ｌ６）のうち、法線Ｙに対して
約２．８°より大きい角を有して入射する光は突出部と空気との間の屈折率差異により傾
斜面Ｃ２で屈折され突出部の外側に射出される。
【００４８】
これと共に、法線Ｙに対して約２．８°以内の角を有して入射する光線も、前述した突出
部の傾斜面Ｃ２で屈折され突出部の外側に射出される。
【００４９】
前述したように、プリズムシート内に入射した光は突出部の傾斜面で屈折されながら射出
されるが、本発明の突出部を有するプリズムシートは法線に対して約２．８°以内の角を
有して入射する光線も、前述した突出部の傾斜面で反射されるものではなく、屈折され突
出部の外側に射出されるようにする。従って、従来のプリズムシートに比べて、プリズム
シート内に入射されて射出される光量が増加されて、光効率が向上される。
【００５０】
図１３は本発明のプリズムシートが適用された液晶表示器の分解斜視図である。
【００５１】
図１３に示すように、本発明の液晶表示器はバックライト光源１３０から射出され、導光
板１２０とその下部の反射板１１０を通じて入射される光を拡散する拡散板１４０と、拡
散板１４０から入射した光に対する視野角を狭くするためのプリズムシート１５０と、プ
リズムシート１５０を通過した光を偏光する偏光板（図示せず）、及び偏光板を通じて偏
光された光を利用して映像を表示する液晶表示パネル１６０を含む。符号１００は下部ケ
ース、１６２はカラーフィルタ基板、１６４はＴＦＴ基板、１６６はデータＰＣＢ（プリ
ンティッドサーキットボード）、１６６はゲートＰＣＢ、１８０は偏光板、そして、１９
０は上部ケースを各々示す。
【００５２】
プリズムシート１５０は、図１４に示したように、拡散板１４０から光が入射される入射
面である第１面１５２と、第１面を背にしており、複数の突出部１５６を有し、第１面１
５２を通じて入射した光が射出する第２面１５４とを含む。各々の突出部１５６は一方向
（Ｘ－方向）に沿って実質的に、互いに平行に配列されている。
【００５３】
図１４に示すように、突出部１５６は少なくとも五角形の多角形構造を有する。図１４と
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図７の断面構造を参照して述べると、最も高い頂点Ｐに連接する二辺（ｅ１、ｅ２）の各
々は第１面の法線Ｙと約６５°～７５°の角度Ｃを有し、望ましくは、約７０°の角度を
有する。これは前述したように、法線に対して約２．８°以内の角を有て各突出部５６の
傾斜面に入射する光が反射されずに、射出されるようにする範囲に該当する。第１辺（ｅ
１、ｅ２）に連接した第２辺（ｅ３、ｅ４）は第１面５２の法線Ｙに対して約４０°～６
０°の角度Ｄを有する。
【００５４】
選択的に、図８に示したように、突出部が五角形より多い数の辺を有し、最も高い頂点Ｐ
に連接された辺ｅ１に連接した辺ｅ３が第１面の法線Ｙと約６５°～７５°の角度Ｄを有
し、望ましくは約７０°の角度を有する。これは、前述したように、法線Ｙに対して約２
．８°以内の角を有して各突出部の傾斜面に入射する光が反射されずに、射出されるよう
にする範囲に該当する。第１辺ｅ１は、第１面の法線Ｙに対して約４０～６０の角度Ｃを
有する。
【００５５】
また、本発明の液晶表示器に適用されたプリズムシートの突出部は、図９と図１０に示し
たように、法線Ｙに対して約６５°～７５°の角度Ｄ、Ｅを有する二つ以上の辺（ｅ３、
ｅ７）を含み、これら辺（ｅ３、ｅ７）は、望ましくは、約７０°の角度を有する。
【００５６】
同様に、この角度は法線に対して約２．８°以内の角を有して各突出部の傾斜面に入射す
る光が反射されずに、射出されるようにする角度範囲に該当する。
【００５７】
図１５は図１３の液晶表示器で光源から射出された光の導光板での挙動などを示す図面で
ある。
【００５８】
図１５に示すように、導光板１２０の屈折率Ｎｇを１．４９とする時、ランプ１３０から
射出されて導光板１２０に入射された光は全反射し、導光板１２０の内側を進行するうち
、導光板１２０の基底面の印刷部や溝１２２に反射され光は導光板１２０の上面に射出さ
れる。導光板１２０に入射された光は全反射角より内側の角範囲にある光のみを射出する
。
【００５９】
空気の屈折率Ｎｇが１．０であり、導光板の屈折率Ｎｇが１．４９である時、全反射角（
θ）のサイン値は導光板１２０の屈折率Ｎｇに対する空気の屈折率Ｎｇの比と同一、即ち
、ｓｉｎθ＝Ｎｇ÷Ｎｇ≒０．６７１１４である。従って、全反射角θ＝約４２．１５５
°である。だから、導光板に入射された光は全反射角である４２．１５５°以内のもので
ある時、導光板１２０の外側に射出される。
【００６０】
図１６は図１３の液晶表示器で導光板１２０と、その上部の空間との間での光の射出角変
化を説明するための図面である。
【００６１】
次の表１は射出面の法線方向Ｙに対して入射角Ａが変化される時の射出角Ｂの変化を示す
。
【表１】

【００６２】
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表１から分かるように、導光板１２０では入射角が臨界角（Ａ≒４２．１５５）に向け増
加するに従い射出角が増加する。導光板での入射角が０°から約４２．１５５°まで均一
に入射すると仮定する時、０°から４０°で入射する光は０°から約４２．１５５°まで
の角度で入射する光のうちの約９４．９％を占め、０°から４０°で入射する光の射出角
は０°から７３．２８°の射出角（Ｂ）を有する。
【００６３】
図１７は図１３の液晶表示器で拡散板１４０と、その上部の空間との間での光の射出角変
化を説明するための図面である。
【００６４】
次の表２は射出面の法線方向Ｙに対する射出角Ａの分布比率を示し、三星電子（株）の量
産モデルである１５．３インチのバックライトユニットの測定結果である。
【表２】

【００６５】
表２から分かるように、射出角が０～３４°の範囲にある光の分布比率が最も多い約５５
．５％であり、射出角が３４～５０°の範囲にある光の分布比率が第二番目に多い約２０
．３８％であった。この結果は、大部分の光が約０～５０°の射出角を有してプリズムシ
ートに入射するということを意味する。これは図４に示したグラフに示した測定値と一致
する。
【００６６】
このような結果は、プリズムシートを基準にする時、法線基準にして約２．８°以内の角
を有して入射する光量が相当に多いことを意味する。
【００６７】
前述したように、本発明のプリズムシートは前記した法線に対して、突出部の傾斜面が法
線基準にして約６５～７５°の角を有する辺を有するために、２．８°以内の角を有して
入射する光は、所定部分で屈折してプリズムシート外側に射出される。多角形構造の特性
上、突出部の全ての辺を前述した角度範囲、即ち６５～７５°の角を有するようにするこ
とができないために、２．８°以内の角を有して入射する光がプリズムシートの突出面に
より部分的に反射されることは不可避である。だから、プリズムシートの断面が五角形構
造に作られる場合、頂点に連接する四つの辺のうちの法線方向に対して、前述した角度範
囲、即ち６５～７５°の角度範囲を有する辺の長さを可能な限り長く構成することが望ま
しい。
【００６８】
これと共に、図９と図１０に示したように、最頂点に連接する二辺を鋸刃状に作る場合、
前記した角度範囲を有する辺の長さを全体長さに対して適切に選択するようにする。
【００６９】
即ち、前述した角度範囲６５～７５°より小さい角を有する辺の長さが長くなるほど、突
出部の山の幅が狭くなり、即ち、二鋸刃状辺をなす（α）が小さくなり、前述した角度範
囲６５～７５°以内の辺の長さが長くなるほど突出部の山の幅は広くなる。即ち、二鋸刃
状辺をなす角（α）が大きくなる。
【００７０】
これは同一の面積のプリズムシートを考慮する時、突出部の数が後者の場合が前者の場合
に比べる時、さらに小さくなるということを意味する。突出部の角が小さいと、前述した
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の長さを長くすることが望ましい。
【００７１】
以上、本発明の実施例によって詳細に説明したが、本発明はこれに限定されず、本発明が
属する技術分野において通常の知識を有するものであれば本発明の思想と精神を離れるこ
となく、本発明を修正または変更できるであろう。
【００７２】
【発明の効果】
本発明によると、プリズムシートは光入射面に対して約２．８°以内の角を有して入射す
る光がその上側傾斜面で反射されずに、屈折され射出されるようにすることにより、輝度
低下を防止し、それにより入射光の利用効率を向上させることができる。
【００７３】
また、本発明のプリズムシートは、液晶表示器に適用されることができ、供給電源を増加
させずに、プリズムシート内で反射される光量を減少させることにより輝度を向上させ、
入射光の利用効率を高くすることができる。
【００７４】
これと共に、液晶表示器がノートブックコンピュータのように高い輝度を必要とする携帯
用電子機器に適用される場合、輝度を高くするために別途の高電圧供給が不必要であるの
で、使用時間が増加される。
【図面の簡単な説明】
【図１】従来の技術によるプリズムシートの斜視図である。
【図２】図１のプリズムシートの作用を説明するための断面概念図であり、光が断面をと
ったプリズムの右側辺に入射される時の概念図である。
【図３】図１のプリズムシートの作用を説明するための断面概念図であり、光が断面をと
ったプリズムの左側辺に入射される時の概念図である。
【図４】従来の液晶表示器で拡散板を通過した光の輝度分布を測定した結果を示す図面で
ある。
【図５】従来の液晶表示器でプリズムシートを通過した光の輝度分布を測定した結果を示
す図面である。
【図６】本発明の一実施形態によるプリズムシートの斜視図である。
【図７】図６のプリズムシートで一つの突出部の断面図である。
【図８】図７の変形形態を示した図面である。
【図９】本発明の他の実施形態によるプリズムシートにおける一つの突出部の断面図であ
る。
【図１０】図９の“Ａ”部分の詳細図である。
【図１１】図６乃至図９に示したプリズムシートの作用を説明するための断面概念図であ
り、光が断面をとったプリズムの右側辺に左側から入射される時の概念図である。
【図１２】図６乃至図９に示したプリズムシートの作用を説明するための断面概念図であ
り、光が断面をとったプリズムの右側辺に右側から入射される時の概念図である。
【図１３】本発明の他の実施形態によるものであり、図６乃至図９のプリズムシートが適
用された液晶表示器の分解斜視図である。
【図１４】図１３に適用されたプリズムシートの斜視図である。
【図１５】図６乃至図９のプリズムシートが適用される図１３の液晶表示器で光源と導光
板での光の挙動を説明するための図面である。
【図１６】図１３の液晶表示器で導光板とその上部の空間との間での光の射出角変化を説
明するための図面である。
【図１７】図１３の液晶表示器で拡散板とその上部の空間との間での光の射出角変化を説
明するための図面である。
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