
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光入射面より導入された光を閉じこめて光出射面から外部へ取り出すための導光板と、
導光板の光入射面側に配置された、導光板の光入射面の幅と比較して小さな光源とを備え
た面光源装置において、
　

　

　 ことを特徴とする面光
源装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は面光源装置に関する。具体的にいうと、本発明は液晶表示装置や照明装置などに
用いられる面光源装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
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前記光源は、発光素子チップを透明樹脂で封止してなる発光素子を、表面反射率の大き
な外装部材の内部に埋め込んで形成し、

前記外装部材の光出射面には、前記導光板の光入射面に形成された凹部に合致する形状
の突部が突出しており、
　前記突部の、前記導光板の光出射面と垂直方向の中央部に、該突部全幅にわたって前記
発光素子からの出射光を透過するためのスリットを開口し、

前記スリットの開口高さを前記発光素子の高さより狭く形成した



従来例の面光源装置１を図１の分解斜視図及び図２の断面図により示す。面光源装置１は
、光を閉じ込めるための導光板２と発光部３と反射板４とから構成されている。導光板２
はポリカーボネイト樹脂やメタクリル樹脂等の透明で屈折率の大きな樹脂により成形され
ており、導光板２の下面には凹凸加工や拡散反射インクのドット印刷等によって拡散パタ
ーン５が形成されている。発光部３は、回路基板６上に複数の発光ダイオード（ＬＥＤ）
等のいわゆる点光源７を実装したものであって、導光板２の側面（光入射面８）に対向し
ている。反射板４は、反射率の高い例えば白色樹脂シートによって形成されており、両面
テープ９によって両側部を導光板２の下面に貼り付けられている。
【０００３】
しかして、図２に示すように、発光部３から出射されて光入射面８から導光板２の内部に
導かれた光ｆは、導光板２内部で全反射することによって導光板２内部に閉じ込められる
。導光板２内部の光ｆは拡散パターン５に入射すると拡散反射され、光出射面１０へ向け
て全反射の臨界角よりも小さな角度で反射された光ｆが光出射面１０から外部へ取り出さ
れる。また、導光板２下面の拡散パターン５の存在しない箇所を透過した光ｆは、反射板
４によって反射されて再び導光板２内部へ戻るので、導光板２下面からの光量損失を防止
される。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
点光源を用いた上記のような面光源装置１は、低消費電力化のため、点光源７で疑似的に
線状光源化を図ったものであった。すなわち、点光源７を一列に配列することによって冷
陰極線管のような線状光源を模したものである。従って、より低消費電力化を図るために
は、点光源の数を減らして、好ましくは１つの点光源により高輝度で輝度ばらつきの少な
い面光源装置を得ることが望まれる。
【０００５】
しかしながら、１つの点光源７で面光源装置１を光らせようとすると、図３に示すように
、導光板２の光入射面側の隅部分１１（図３で斜線を施した領域）が暗くなり、均一な輝
度分布を得ることができなかった。
【０００６】
本発明は叙上の従来例の欠点に鑑みてなされたものであり、その目的とするところは、導
光板の寸法に比較して小さな光源を用いた面光源装置において、光入射面側の隅部分が暗
くなるのを防止し、輝度分布の均一化を図ることにある。
【００１１】
【発明の開示】
　請求項 に記載の面光源装置は、光入射面より導入された光を閉じこめて光り出射面か
ら外部へ取り出すための導光板と、導光板の光入射面側に配置された、導光板の光入射面
の幅と比較して小さな光源とを備えた面光源装置において、

したことを特徴としている。
【００１３】
　 面光源装置にあっては、導光板の光入射面に設けた凹部に光源を配置しているので
、光源から出た光は凹部から導光板へ広い範囲にわたって入射する。従って、導光板の光
入射面側の隅部分にも光が拡散され、当該隅部分が暗くなるのを防止することができる。
従って、導光板に比較して小さな光源を用いる場合にも、面光源装置の輝度分布を均一化
することができる。
【００１４】
　また、光源と凹部の間の空間の光出射面側及びその反対面側を光反射性の部材により覆
っているから、光源から出射された光が導光板に入射することなく、光源と導光板の隙間
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１

前記光源は、発光素子チップ
を透明樹脂で封止してなる発光素子を、表面反射率の大きな外装部材の内部に埋め込んで
形成し、前記外装部材の光出射面には、前記導光板の光入射面に形成された凹部に合致す
る形状の突部が突出しており、前記突部の、前記導光板の光出射面と垂直方向の中央部に
、該突部全幅にわたって前記発光素子からの出射光を透過するためのスリットを開口し、
前記スリットの開口高さを前記発光素子の高さより狭く形成

この



から上方もしくは下方へ逃げるのを防止することができ、光の結合効率を向上させ、面光
源装置の輝度を高くできる。

【００１５】
　 凹部及び光反射性の部材を略反円形状に形成す 光源からの光を各方向に
均等に広がらせることができ、輝度分布をより均一化することができる。
【００１６】
【発明の実施の形態】
図４は本発明の一実施形態による面光源装置２１を示す分解斜視図である。屈折率の大き
な透明樹脂材料によって形成されている導光板２２の上面が光出射面２３となっており、
下面には凹凸加工や拡散反射インクのドット印刷等によって拡散パターン２４が形成され
ている。この導光板２２の下面両側部には、溝状をした反射板保持部２５が設けられてお
り、導光板２２の光入射面２６と反対側の端面には、下方へ向けてストッパー２７が垂下
されている。
【００１７】
発光部２８は、白色樹脂等の表面反射率の高い材質からなる外装部材２９によって点光源
３０、すなわち導光板２２に比べて小さな光源を包んだものである。例えば、樹脂モール
ド型発光ダイオードのような発光素子（点光源３０）を外装部材２９で包んだものである
。この点光源３０は光出射側の面だけが外装部材２９から露出している。しかして、点光
源３０から背面方向や側面方向へ出射された光は、外装部材２９の内面で反射され、点光
源３０の光は前面のみから効率よく出射される。なお、豆電球などの点光源３０を白色樹
脂等からなる外装部材２９内に納めて発光部２８を形成してもよい。
【００１８】
反射板３１は表面反射率の高い材料によって形成されており、例えば硬質もしくは比較的
軟質の白色プラスチックシートによって形成されている。この反射板３１は、光入射面２
６側から反射板保持部２５に差し込んでストッパー２７に当てることにより、導光板２２
下面に保持される。
【００１９】
また、導光板２２の光入射面２６からは一対の弾性片３２が一体成形されており、両弾性
片３２の先端部内面には係合爪３３が突出している。一方、外装部材２９の両側面には、
弾性片３２がぴったりと納まるような側面溝３４が凹設されている。しかして、発光部２
８は弾性片３２を側面溝３４に納めるようにして弾性片３２間に挟持されており、弾性片
３２の係合爪３３を背面に係合することによって脱落しないよう保持されている。
【００２０】
光入射面２６の発光部２８と対向する位置、すなわち弾性片３２間の部分には、多数のプ
リズムからなるプリズムアレイ状の光学的パターン３５が形成されている。
【００２１】
図５は導光板２２の下面に設けられた拡散パターン２４を示す平面図である。この拡散パ
ターン２４は多数の拡散パターン素子２４ａからなり、拡散パターン素子２４ａは、点光
源３０を中心として導光板２２の下面全面に同心円状に配置されている。また、拡散パタ
ーン素子２４ａはランダムに配置されており、各拡散パターン素子２４ａどうしは点光源
３０からの距離が遠くなるにつれてピッチが短くなっており、点光源３０から離れるに従
って拡散パターン密度が次第に大きくなっている。
【００２２】
しかして、プリズムアレイ状の光学的パターン３５に対向して配置された発光部２８から
出射された光ｆは、前方に偏って導光板２２内に導入されることがなく、図６に示すよう
に、光学的パターン３５を構成する各プリズムで屈折することによって広い範囲にわたっ
て導光板２２内部へ導かれる。従って、光入射面２６の両側の隅部分にも光が到達し、当
該隅部分が明るくなって面光源装置２１の輝度分布が均一化される。さらに、導光板２２
の下面には、図５に示したような拡散パターン２４が形成されているので、発光部２８か
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また、スリットの開口高さは点光源（発光素子）の高さより
も小さくなっているので、光の結合効率が向上する。

さらに、 れば、



ら導光板２２へ入射した光は、導光板２２の各領域で均等に出射され、導光板２２の全面
で均等な輝度分布を得ることができる。
【００２３】
なお、上記光学的パターン３５としては、点光源３０から入射してきた光を両側へ散らば
らせることができるようなものであればよく、特に限定されるものではない。例えば、図
７に示すような略凹面状のレンズ部分からなるレンズアレイ状の光学的パターン３５でも
よく、しぼ加工などでもよい。
【００２４】
（第２の実施形態）
図８は本発明の別な実施形態による面光源装置４１を示す平面図である。この面光源装置
４１にあっては、導光板２２の光入射面２６に凹部４２を設け、当該凹部４２の奥に光学
的パターン３５を形成している。発光部２８からは全面及び両側面に光を出射するように
なっている。
【００２５】
従って、発光部２８から両側方へ出射された光ｆは、凹部４２の側面から導光板２２に入
射して隅部分に達する。また、発光部２８から前方へ出射された光ｆは、凹部４２の前面
から導光板２２に入射し、光学的パターン３５で拡散されて導光板２２の全体に広がる。
従って、この面光源装置４１にあっても、導光板２２の隅部分が暗くなることがなく、面
光源装置４１の輝度分布を均一化することができる。
【００２６】
（第３の実施形態）
図９は本発明のさらに別な実施形態による面光源装置４３を示す分解斜視図である。この
面光源装置４３にあっては、導光板２２の光入射面２６側の端部中央部に略半円形をした
凹部４４を設けてある。一方、発光部２８は、発光ダイオード等の発光素子チップ４５を
透明樹脂４６で封止した点光源３０（発光素子）を、表面反射率の大きな白色樹脂等から
なる外装部材２９内に埋め込んだものである。この外装部材２９の前面には、導光板２２
の凹部４４に合致する形状の突部４７が突出しており、突部４７の上下方向中央部には、
突部４７全幅にわたってスリット４８が開口されており、スリット４８を通して点光源３
０が露出している。図１１に示すように、スリット４８の開口高さは、点光源３０の高さ
よりも狭くなっている。
【００２７】
しかして、点光源３０から出射された光ｆは、白色樹脂等からなる外装部材２９で反射さ
れることによって外装部材２９内に閉じ込められてスリット４８からのみ外部へ出射され
る。しかも、スリット４８の開口高さは点光源３０の高さよりも小さくなっているので、
光の結合効率が向上する。
【００２８】
また、図１０に示すように、発光部２８のスリット４８を通して略１８０゜の角度で放射
された光ｆは、導光板２２の凹部４４内面から導光板２２内部に導かれる。よって、光ｆ
は導光板２２の全体に広がり、特に導光板２２の隅部分にも達して隅部分の輝度を高くす
ることができ、面光源装置４３の輝度分布を均一化することができる。
【００２９】
（照明装置）
図１２は本発明にかかる面光源装置を利用した照明装置７１を示す分解斜視図である。こ
の照明装置７１においては、光量を大きくして輝度を高くするため、４つの発光部２８を
用いて導光板２２の略半円形をした凹部４４にはめ込んでいる。この照明装置７１は室内
照明用や自動車のテールランプなどに用いられるものである。
【００３０】
（液晶表示装置）
図１３は本発明にかかる面光源装置８０を用いた液晶表示装置８１を示す分解斜視図であ
る。この面光源装置８０にあっては、導光板２２の光入射面２６に赤（Ｒ）、緑（Ｇ）、
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青（Ｂ）の３色の点光源３０（発光部）が設けられている。面光源装置８０の前面には、
拡散反射シート８２が配置され、その前面に液晶表示パネル８３が配設されている。液晶
表示パネル８３は、透明電極やＴＦＴ、カラーフィルタ、ブラックマトリクス等を形成さ
れた２枚の液晶基板（ガラス基板、フィルム基板）８４，８５間に液晶材料を封止し、液
晶基板８４，８５の両外面に偏光板８６を配設したものである。
【００３１】
このような液晶表示装置８１によれば、表示面の輝度分布が均一にすることができ、液晶
表示装置８１の高品質化を図ることができる。
【００３２】
（液晶表示装置を備えた電子装置）
本発明にかかる液晶表示装置は、携帯電話や弱電力無線機のような無線情報伝達装置、携
帯用パソコン、電子手帳や電卓のような情報処理装置などに用いるのに好ましい。図１４
は本発明にかかる例えば図１３に示したような液晶表示装置８１をディスプレイ用に備え
た携帯電話８９を示す斜視図、図１５はその機能ブロック図である。携帯電話８９の正面
にはダイアル入力用のテンキー等のボタンスイッチ９０を備え、その上方に液晶表示装置
８１が配設され、上面にアンテナ９１が設けられている。しかして、ボタンスイッチ９０
からダイアル等を入力すると、入力されたダイアル情報等が送信回路９２を通じてアンテ
ナ９１から電話会社の基地局へ送信される。一方、入力されたダイアル情報等は液晶駆動
回路９３へ送られ、液晶表示装置８１が液晶駆動回路９３により駆動されてダイアル情報
等が液晶表示装置８１に表示される。
【００３３】
また、図１６は本発明にかかる例えば図１３に示したような液晶表示装置８１をディスプ
レイ用に備えた電子手帳９４を示す斜視図、図１７はその機能ブロック図である。電子手
帳９４は、カバー９５を開くと、キー入力部９６と液晶表示装置８１を備えており、内部
には液晶駆動回路９３や演算処理回路９７等が設けられている。しかして、例えばキー入
力部９６からテンキーやカナキー等を入力すると、入力情報が液晶駆動回路９３に送られ
て液晶表示装置８１に表示される。ついで、演算キー等の制御キーを押すと、演算処理回
路９７で所定の処理や演算が実行され、その結果が液晶駆動回路９３に送られて液晶表示
装置８１に表示される。
【図面の簡単な説明】
【図１】点光源を用いた従来の面光源装置を示す分解斜視図である。
【図２】同上の面光源装置の断面図である。
【図３】同上の面光源装置における輝度分布のばらつきを示す平面図である。
【図４】本発明の一実施形態による面光源装置を示す分解斜視図である。
【図５】同上の面光源装置の拡散パターンを示す平面図である。
【図６】同上の面光源装置における光学的パターンの作用説明図である。
【図７】別な光学的パターンの形状を示す平面図である。
【図８】本発明の別な実施形態による面光源装置を示す平面図である。
【図９】本発明のさらに別な実施形態による面光源装置を示す分解斜視図である。
【図１０】同上の面光源装置の作用説明図である。
【図１１】同上の面光源装置の作用説明図である。
【図１２】本発明の面光源装置を用いた照明装置の分解斜視図である。
【図１３】本発明の面光源装置を用いた液晶表示装置の分解斜視図である。
【図１４】本発明にかかる液晶表示装置をディスプレイ用に備えた携帯電話を示す斜視図
である。
【図１５】同上の携帯電話において液晶表示装置を駆動するための構成を示すブロック図
である。
【図１６】本発明にかかる液晶表示装置をディスプレイ用に備えた電子手帳を示す斜視図
である。
【図１７】同上の電子手帳において液晶表示装置を駆動するための構成を示すブロック図
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である。
【符号の説明】
２２　導光板
２３　光出射面
２６　光入射面
３０　点光源
３５　光学的パターン
４２　凹部
４４　凹部
４７　突部
４８　スリット
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【 図 ２ 】

【 図 ３ 】
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【 図 ４ 】 【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】
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【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】

【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ６ 】

【 図 １ ５ 】

【 図 １ ７ 】
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