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(57)【要約】
【課題】輝度むらの無い均一な輝度分布の光を照射する
ことができる面光源を提供する。
【解決手段】外部に開口した空間を有するフレーム１と
、光を入射させる入射端面１１と入射端面１１から入射
した光を出射させる出射面１２とを有し、フレーム１内
の空間に、出射面１２を前記空間の開口面に対向させて
配置された導光板１０と、フレーム１内の空間に、導光
板１０の入射端面に対向させて配置された発光素子１４
と、導光板１０の出射面側に配置された光学シート２１
とを備え、前記フレーム１は、導光板１０及び発光素子
１４の配置空間を囲む枠状部２の端面に形成されたシー
ト載置面３を有し、前記光学シート２１は、周縁部が全
周にわたって導光板１０の周囲に張出し、且つ各辺の全
てまたは発光素子１４の配置側に対応する辺以外の辺が
、これらの辺の全長にわたって直線辺に形成された形状
を有し、前記周縁部を前記フレーム１のシート載置面３
上に載置して配置されている。
【選択図】図３
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　外部に開口した空間を有するフレームと、
　光を入射させる入射端面と前記入射端面から入射した光を出射させる出射面とを有し、
前記フレーム内の空間に、前記出射面を前記空間の開口面に対向させて配置された導光板
と、
　前記フレーム内の空間に、前記導光板の入射端面に対向させて配置された発光素子と、
　前記導光板の出射面側に配置された光学シートと、を備えた面光源において、
　前記フレームは、前記導光板及び前記発光素子の配置空間を囲む枠状部の端面に形成さ
れたシート載置面を有し、
　前記光学シートは、周縁部が全周にわたって前記導光板の周囲に張出し、且つ各辺の全
てまたは前記発光素子の配置側の辺に対向する一辺とこれに隣接する二辺が、これらの辺
の全長にわたって直線辺に形成された形状を有し、前記周縁部を前記フレームの前記シー
ト載置面上に載置して配置されていることを特徴とする面光源。
【請求項２】
　前記フレームの枠状部は矩形枠形状に形成され、前記シート載置面は前記枠状部の端面
の全周にわたって形成されており、前記導光板は、前記フレームの前記枠状部により囲ま
れた空間に収容される矩形形状に形成され、前記光学シートは、その周縁部が前記シート
載置面上に重なる矩形形状に形成されていることを特徴とする請求項１に記載の面光源。
【請求項３】
　前記フレームは、前記導光板及び前記発光素子の配置空間を囲む枠状部と、前記枠状部
の端面上に前記シート載置面を囲んで突設された側壁部と、前記側壁部のうちの少なくと
も互いに反対側の２つの側壁部の内面の前記シート載置面上の部分を、その全長にわたっ
て前記シート載置面の延長方向に凹入させて形成されたシート差込み溝とを有しており、
前記光学シートは、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端を前記シート差
込み溝に差込んで前記シート載置面上に配置されていることを特徴とする請求項１または
２に記載の面光源。
【請求項４】
　前記光学シートの周縁部の外面にその周縁部の全周にわたって、前記フレームの枠状部
の内周面と前記導光板の外周縁との間の領域を覆う形状に形成された遮光膜が配置され、
前記光学シート及び前記遮光膜は、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端
をそれぞれ前記シート差込み溝に差込んで前記シート載置面上に配置されていることを特
徴とする請求項３に記載の面光源。
【請求項５】
　前記フレームは、前記導光板及び前記発光素子の配置空間を囲む枠状部と、前記枠状部
の端面上に前記シート載置面を囲んで突設された側壁部とを有しており、前記光学シート
は、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端位置を前記側壁部の内面により
位置決めして前記シート載置面上に配置されていることを特徴とする請求項１または２に
記載の面光源。
【請求項６】
　前記フレームの前記シート載置面は、前記フレームの枠状部の端面を凹入させて形成さ
れており、前記光学シートは、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端位置
を前記凹入したシート載置面の外側の立上がり面により位置決めして前記シート載置面上
に配置されていることを特徴とする請求項１または２に記載の面光源。
【請求項７】
　前記光学シートの周縁部の外面に、前記フレームの枠状部の内周面と前記導光板の外周
縁との間の領域を覆う形状に形成された遮光膜が配置されていることを特徴とする請求項
１～３及び請求項５～６の何れか一つに記載の面光源。
【請求項８】
　前記遮光膜は、前記光学シートの周縁部の全周にわって配置されていることを特徴とす
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る請求項７に記載の面光源。
【請求項９】
　前記遮光膜は、前記光学シートの周縁部のうちの前記発光素子の配置側に対応する縁部
に配置されていることを特徴とする請求項７に記載の面光源。
【請求項１０】
　前記光学シートは、一方の面が平坦面に形成され、他方の面に複数の微細なプリズム部
が配列形成されたプリズムシートであることを特徴とする請求項１～９の何れか一つに記
載の面光源。
【請求項１１】
　前記導光板の出射面側に、前記導光板の外形と略同じ形状に形成された第１プリズムシ
ートと、周縁部が全周にわたって前記導光板の周囲に張出し、且つ各辺の全てまたは前記
発光素子の配置側に対向する一辺とこれに隣接する二辺がそれぞれ、これらの辺の全長に
わたって直線辺に形成された形状の第２プリズムシートとが、それぞれの平坦面を前記導
光板側に向けて配置され、前記第１プリズムシートは、前記導光板の出射面上に貼付けら
れ、前記第２プリズムシートが、前記周縁部を前記フレームの前記シート載置面上に載置
して配置されていることを特徴とする請求項１０に記載の面光源。
【請求項１２】
　前記導光板の出射面と前記第１プリズムシートとの間に、前記第１プリズムシートと略
同じ形状に形成された拡散シートが配置され、前記第１プリズムシートは、前記拡散シー
トを介して前記導光板の出射面上に貼付けられていることを特徴とする請求項１１に記載
の面光源。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　この発明は、面光源に関する。
【背景技術】
【０００２】
　例えば液晶表示パネルの背後に配置される面光源として、枠形状に形成されたフレーム
内の空間に、１つの端面に光を入射させる入射端面が形成され、２つの板面の一方に前記
入射端面から入射した光を出射させる出射面が形成された導光板を配置すると共に、前記
フレーム内の空間に、前記導光板の入射端面に対向させて発光素子を配置し、さらに前記
導光板の出射面側に、プリズムシート等の光学シートを配置したものがある。
【０００３】
　このような面光源において、前記光学シートは、その周縁部の複数箇所に耳状の凸部を
形成した形状に形成されており、前記フレーム内の空間に、前記耳状の凸部を前記フレー
ムに支持させて配置されている（特許文献１参照）。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２００３－３１５７９３号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかし、上記従来の面光源は、前記導光板の出射面から出射し、さらに前記光学シート
を透過して出射する照射光に輝度むらを生じるという問題をもっている。
【０００６】
　この発明は、輝度むらの無い均一な輝度分布の光を照射することができる面光源を提供
することを目的としたものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
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　請求項１に記載の発明は、外部に開口した空間を有するフレームと、光を入射させる入
射端面と前記入射端面から入射した光を出射させる出射面とを有し、前記フレーム内の空
間に、前記出射面を前記空間の開口面に対向させて配置された導光板と、前記フレーム内
の空間に、前記導光板の入射端面に対向させて配置された発光素子と、前記導光板の出射
面側に配置された光学シートと、を備えた面光源において、
　前記フレームは、前記導光板及び前記発光素子の配置空間を囲む枠状部の端面に形成さ
れたシート載置面を有し、
　前記光学シートは、周縁部が全周にわたって前記導光板の周囲に張出し、且つ各辺の全
てまたは前記発光素子の配置側の辺に対向する一辺とこれに隣接する二辺が、これらの辺
の全長にわたって直線辺に形成された形状を有し、前記周縁部を前記フレームの前記シー
ト載置面上に載置して配置されていることを特徴とする。
【０００８】
　請求項２に記載の発明は、前記請求項１に記載の面光源において、前記フレームの枠状
部は矩形枠形状に形成され、前記シート載置面は前記枠状部の端面の全周にわたって形成
されており、前記導光板は、前記フレームの前記枠状部により囲まれた空間に収容される
矩形形状に形成され、前記光学シートは、その周縁部が前記シート載置面上に重なる矩形
形状に形成されていることを特徴とする。
【０００９】
　請求項３に記載の発明は、前記請求項１または２に記載の面光源において、前記フレー
ムは、前記導光板及び前記発光素子の配置空間を囲む枠状部と、前記枠状部の端面上に前
記シート載置面を囲んで突設された側壁部と、前記側壁部のうちの少なくとも互いに反対
側の２つの側壁部の内面の前記シート載置面上の部分を、その全長にわたって前記シート
載置面の延長方向に凹入させて形成されたシート差込み溝とを有しており、前記光学シー
トは、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端を前記シート差込み溝に差込
んで前記シート載置面上に配置されていることを特徴とする。
【００１０】
　請求項４に記載の発明は、前記請求項３に記載の面光源において、前記光学シートの周
縁部の外面にその周縁部の全周にわたって、前記フレームの枠状部の内周面と前記導光板
の外周縁との間の領域を覆う形状に形成された遮光膜が配置され、前記光学シート及び前
記遮光膜は、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端をそれぞれ前記シート
差込み溝に差込んで前記シート載置面上に配置されていることを特徴とする。
【００１１】
　請求項５に記載の発明は、前記請求項１または２に記載の面光源において、前記フレー
ムは、前記導光板及び前記発光素子の配置空間を囲む枠状部と、前記枠状部の端面上に前
記シート載置面を囲んで突設された側壁部とを有しており、前記光学シートは、その少な
くとも互いに反対側の２つの辺の縁部の先端位置を前記側壁部の内面により位置決めして
前記シート載置面上に配置されていることを特徴とする。
【００１２】
　請求項６に記載の発明は、前記請求項１または２に記載の面光源において、前記フレー
ムの前記シート載置面は、前記フレームの枠状部の端面の内周側の部分をその全周にわた
って凹入させて形成されており、前記光学シートは、その少なくとも互いに反対側の２つ
の辺の縁部の先端位置を前記凹入したシート載置面の外側の立上がり面により位置決めし
て前記シート載置面上に配置されていることを特徴とする。
【００１３】
　請求項７に記載の発明は、前記請求項１～３及び請求項５～６の何れか一つに記載の面
光源において、前記光学シートの周縁部の外面に、前記フレームの枠状部の内周面と前記
導光板の外周縁との間の領域を覆う形状に形成された遮光膜が配置されていることを特徴
とする。
【００１４】
　請求項８に記載の発明は、前記請求項７に記載の面光源において、前記遮光膜は、前記
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光学シートの周縁部の全周にわって配置されていることを特徴とする。
【００１５】
　請求項９に記載の発明は、前記請求項７に記載の面光源において、前記遮光膜は、前記
光学シートの周縁部のうちの前記発光素子の配置側に対応する縁部に配置されていること
を特徴とする。
【００１６】
　請求項１０に記載の発明は、前記請求項１～９の何れか一つに記載の面光源において、
前記光学シートは、一方の面が平坦面に形成され、他方の面に複数の微細なプリズム部が
配列形成されたプリズムシートであることを特徴とする。
【００１７】
　請求項１１に記載の発明は、前記請求項１０に記載の面光源において、前記導光板の出
射面側に、前記導光板の外形と略同じ形状に形成された第１プリズムシートと、周縁部が
全周にわたって前記導光板の周囲に張出し、且つ各辺の全てまたは前記発光素子の配置側
に対向する一辺とこれに隣接する二辺がそれぞれ、これらの辺の全長にわたって直線辺に
形成された形状の第２プリズムシートとが、それぞれの平坦面を前記導光板側に向けて配
置され、前記第１プリズムシートは、前記導光板の出射面上に貼付けられ、前記第２プリ
ズムシートが、前記周縁部を前記フレームの前記シート載置面上に載置して配置されてい
ることを特徴とする。
【００１８】
　請求項１２に記載の発明は、前記請求項１１に記載の面光源において、前記導光板の出
射面と前記第１プリズムシートとの間に、前記第１プリズムシートと略同じ形状に形成さ
れた拡散シートが配置され、前記第１プリズムシートは、前記拡散シートを介して前記導
光板の出射面上に貼付けられていることを特徴とする。
【発明の効果】
【００１９】
　この発明の面光源によれば、輝度むらの無い均一な輝度分布の光を照射することができ
る。
【図面の簡単な説明】
【００２０】
【図１】この発明の第１実施例の面光源の平面図。
【図２】第１実施例の面光源の分解斜視図。
【図３】第１実施例の面光源の図１のIII－III矢視線に沿った拡大断面図。
【図４】この発明の第２実施例の面光源の平面図。
【図５】この発明の第３実施例の面光源の平面図。
【図６】この発明の第４実施例の面光源におけるフレームと光学シートの一部分の断面図
。
【図７】この発明の第５実施例の面光源におけるフレームと光学シートの一部分の断面図
。
【図８】この発明の第６実施例の面光源におけるフレームと光学シートの一部分の断面図
。
【図９】比較例の面光源におけるフレームと光学シートの一部分の平面図。
【図１０】比較例の面光源の図９のX－X矢視線に沿った部分の断面図。
【発明を実施するための形態】
【００２１】
　　［第１実施例］
　図１～図３に示した第１実施例の面光源は、外部に開口した空間を有するフレーム１と
、前記フレーム１内の空間に配置された導光板１０及び複数の発光素子１４と、前記導光
板１０の出射面１２側に互いに積層して配置された３枚の光学シート１９，２０，２１と
、これらの光学シート１９，２０，２１のうちの最も出射側に配置された光学シート２１
の周縁部の外面に配置された遮光膜２２とを備えている。
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【００２２】
　前記フレーム１は、合成樹脂成形品からなっており、前記導光板１０及び発光素子１４
の配置空間を囲む枠状部２と、前記枠状部２の図２及び図３において上側の端面に形成さ
れたシート載置面３と、前記枠状部２の前記端面上に前記シート載置面３を囲んで突設さ
れた側壁部４と、前記側壁部４のうちの少なくとも互いに反対側の２つの側壁部４の内面
の前記シート載置面３上の部分を、その全長にわたって前記シート載置面３の延長方向、
即ち前記枠状部２に対して前記導光板１０が配置された側とは反対側の向きに凹入させて
形成されたシート差込み溝６とを有している。
【００２３】
　なお、この実施例の面光源は、図３に仮想線（二点鎖線）で示した液晶表示パネル２３
に向けて照明光を照射するものであり、前記液晶表示パネル２３は、前記フレーム１の前
記枠状部２よりも上側の前記側壁部４によって囲まれたスペースに配置される。
【００２４】
　前記液晶表示パネル２３は、液晶層(図示せず)を挟んで対向配置された観察側とその反
対側の一対の透明基板２４，２５の内面それぞれに複数の画素を形成するための透明電極
(図示せず)が設けられ、これらの基板２４，２５の外面にそれぞれ偏光板２６，２７が貼
付けられた構成のものであり、前記反対側の基板２５の一端部に、観察側基板２４の外方
に張出すドライバ搭載部２５ａが形成され、このドライバ搭載部２５ａに、前記複数の画
素の電極間に駆動電圧を印加するためのドライバ素子２８が搭載されると共に、前記ドラ
イバ素子２８に図示しない外部回路からの制御信号を供給するための配線フィルム２９の
一端が接続されている。
【００２５】
　前記液晶表示パネル２３は、矩形形状の平面形状を有しており、前記フレーム１の枠状
部２は、前記液晶表示パネル２３の外形に対応した矩形枠形状に形成され、前記シート載
置面３は前記枠状部２の端面の全周にわたって形成されている。
【００２６】
　また、前記枠状部２の上側の端面上に前記シート載置面３を囲んで突設された側壁部４
のうちの前記液晶表示パネル２３のドライバ搭載部２５ａに対応する部分には、前記配線
フィルム２９をフレーム１外に引出すための切欠部５が形成されている。
【００２７】
　一方、前記導光板１０は、光を入射させる入射端面１１と前記入射端面１１から入射し
た光を出射させる出射面１２とを有している。なお、この導光板１０は、板状の透明部材
からなっており、その１つの端面に前記入射端面１１が形成され、２つの板面の一方に前
記出射面１２が形成され、他方の板面に、前記入射端面１１から入射した光を前記出射面
１２に向けて内面反射する反射面１３が形成されている。
【００２８】
　前記導光板１０は、前記フレーム１の枠状部２により囲まれた空間に収容される矩形形
状に形成されており、前記フレーム１内の前記枠状部２により囲まれた空間に、前記出射
面１２を前記空間の上側の開口面に対向させて配置されている。
【００２９】
　なお、前記導光板１０は、前記フレーム１の枠状部２により囲まれた空間の幅（矩形枠
の短辺方向の寸法）よりも僅かに小さい幅と、前記空間の長さ(矩形枠の長辺方向の寸法)
よりもある程度小さい長さを有しており、その入射端面１１とは反対側の端面と両側面と
をそれぞれ前記枠状部２の内周面に近接対向させて前記空間に配置されている。
【００３０】
　また、前記フレーム１の枠状部２により囲まれた空間のうちの前記導光板１０の入射端
面１１と前記枠状部２の内周面との間の部分には、ＬＥＤ(発光ダイオード)等の複数の発
光素子１４が、その出射面を前記導光板１０の入射端面１１に対向させて、前記入射端面
１１の長さ方向（導光板１０の幅方向）に適当間隔で並べて配置されている。
【００３１】
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　前記複数の発光素子１４は、これらの発光素子１４の接続配線が形成された配線基板１
５上に設けられており、この配線基板１５の一方の側縁部を、前記導光板１０の出射面１
２の入射端面１１側の端部に、両面粘着テープ１６により貼付けることにより、前記導光
板１０の入射端面１１に対向させて配置されている。
【００３２】
　なお、前記配線基板１５は、前記導光板１０の幅と略同じ幅を有しており、その両端縁
と前記導光板１０への貼付け側とは反対側の側縁とを前記枠状部２の内周面に近接対向さ
せて前記空間に収容されている。
【００３３】
　また、前記配線基板１５には、前記複数の発光素子１４を図示しない発光素子点灯回路
に接続するためのリード配線フィルム１５ａが接続されており、このリード配線フィルム
１５ａは、前記フレーム１の側壁部４に形成された前記切欠部５からフレーム１外に引出
されている。
【００３４】
　また、前記導光板１０の反射面１３側には、前記導光板１０にその入射端面１１から入
射した光のうちの前記反射面１３からの漏れ光を反射して前記導光板１０内に戻すための
反射板１７が配置されている。
【００３５】
　この反射板１７は、前記導光板１０の外形よりも大きく、且つ周縁部が前記フレーム１
の枠状部２の下側の端面の内周側の部分に対向する矩形形状に形成されたアルミニウム板
等の金属板からなっており、前記導光板１０の反射面１３の周縁部に、両面粘着テープ１
８によって貼付けられている。
【００３６】
　さらに、前記両面粘着テープ１８は、前記導光板１０の縁部から前記反射板１７の外側
縁にわたる幅を有しており、前記導光板１０と反射板１７は、前記両面粘着テープ１８の
外側の縁部を前記枠状部２の下側端面に貼付けることにより、前記枠状部２に支持されて
いる。
【００３７】
　なお、前記枠状部２の下側端面は、その内周側の部分をその全周にわたって凹入させた
形状に形成されており、前記反射板１７は、前記枠状部２の下側端面の凹入面に前記両面
粘着テープ１８によって貼付けられている。
【００３８】
　一方、前記導光板１０の出射面１２側に互いに積層して配置された３枚の光学シート１
９，２０，２１のうちの前記導光板１０の出射面１２上に配置された光学シート１９は、
前記導光板１０の出射面１２からの出射光を拡散させる拡散シートであり、この拡散シー
ト１９は、光散乱粒子が分散された透明な粘着剤層または光散乱粒子が分散された透明な
樹脂フィルムからなっている。
【００３９】
　また、拡散シート１９の上に配置された２枚の光学シート２０，２１は、一方の面が平
坦面に形成され、他方の面に複数の微細なプリズム部２０ａ，２１ａが密なピッチで形成
された第１プリズムシート及び第２プリズムシートであり、それぞれの平坦面を前記導光
板１０側に向けて配置されている。
【００４０】
　この第１プリズムシート２０と第２プリズムシート２１は、前記導光板１０の出射面１
２から出射し前記拡散シート１９により拡散された光を前記導光板１０の出射面１２の法
線方向に対する角度が小さくなる方向に屈折させ、前記法線方向、つまり正面方向の出射
光強度が高い強度分布の照明光を出射するために設けられている。
【００４１】
　なお、前記第１プリズムシート２０複数のプリズム部２０ａと、前記第２プリズムシー
ト２１の複数のプリズム部２１ａは、互いに異なる方向に沿った線状プリズム部であり、
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例えば、前記第１プリズムシート２０の複数のプリズム部２０ａは、前記導光板１０の幅
方向と平行な方向に沿わせて互いに平行に形成され、前記第２プリズムシート２１の複数
のプリズム部２１ａは、前記導光板１０の幅方向に対して直交する方向に沿わせて互いに
平行に形成されている。
【００４２】
　そして、前記第１プリズムシート２０及び第２プリズムシート２１のうち、前記拡散シ
ート１９の上に配置された第１プリズムシート２０は、前記導光板１０の外形と略同じ矩
形形状に形成され、また、前記導光板１０の出射面１２と前記第１プリズムシート２０と
の間に配置された前記拡散シート１９は、前記第１プリズムシート２０と略同じ矩形形状
に形成されており、前記第１プリズムシート２０は、その平坦面を前記導光板１０側に向
けて前記拡散シート１９の上に重ねて配置され、前記拡散シート１９を介して前記導光板
１０の出射面１２上に貼付けられている。
【００４３】
　一方、前記第１プリズムシート２０の上に配置された第２プリズムシート２１は、その
周縁部が全周にわたって前記導光板１０の周囲に張出し、且つ各辺の全てが、これらの辺
の全長にわたって直線辺に形成された矩形形状に形成されている。
【００４４】
　そして、この第２プリズムシート２１は、その平坦面を前記導光板１０側に向けて、周
縁部を前記フレーム１の前記シート載置面３上に載置すると共に、少なくとも互いに反対
側の２つの辺の縁部の先端を、前記フレーム１に設けられた前記シート差込み溝６に差込
んで配置されている。
【００４５】
　この実施例では、前記フレーム１の枠状部２の上側端面上に突設された側壁部４のうち
の前記枠状部２の長さ方向（導光板１０の幅方向に直交する方向）の両端側の側壁部４に
前記シート差込み溝６を設け、前記第２プリズムシート２１の長さ方向（導光板１０の幅
方向に直交する方向）の両端側の２つの辺の縁部の先端を前記シート差込み溝６に差込ん
でいる。
【００４６】
　なお、前記第２プリズムシート２１は、無理なく湾曲させることができる可撓性を有し
ており、従って、この第２プリズムシート２１の一端側の縁部の先端を前記枠状部２の長
さ方向の一端側の側壁部４に設けられたシート差込み溝６に差込み、次いで前記第２プリ
ズムシート２１を湾曲させて、この第２プリズムシート２１の他端側の縁部の先端を前記
枠状部２の長さ方向の他端側の側壁部４に設けられたシート差込み溝６に差込んだ後に、
前記第２プリズムシート２１をその弾性によりフラットな状態に復帰させることにより、
容易に前記シート載置面３上に載置することができる。
【００４７】
　また、前記３枚の光学シート１９，２０，２１のうちの最も出射側に配置された第２プ
リズムシート２１の周縁部の外面に配置された遮光膜２２は、前記フレーム１の枠状部２
の内周面と前記導光板１０の外周縁との間の領域を覆う枠形状に形成されており、前記第
２プリズムシート２１の外面（図３の上側）にその周縁部の全周にわって配置され、前記
第２プリズムシート２１の上に図示しない両面粘着テープにより貼付けられている。
【００４８】
　前記遮光膜２２は、前記導光板１０の入射端面１１と前記フレーム１の枠状部２と間の
領域、つまり複数の発光素子１４が設けられた配線基板１５の配置部に対応する部分の幅
が、前記導光板１０の他の外周縁と前記枠状部２と間の領域に対応する部分の幅よりも広
い枠形状に形成されている。
【００４９】
　この面光源は、前記導光板１０の出射面１２から出射した光を前記拡散シート１９によ
り拡散し、その光を、前記第１プリズムシート２０及び前記第２プリズムシート２１によ
り、前記導光板１０の出射面１２の法線方向に対する角度が小さくなる方向に屈折させて
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出射する。
【００５０】
　そして、この面光源は、前記フレーム１の前記導光板１０及び前記複数の発光素子１４
の配置空間を囲む枠状部２の端面にシート載置面３を形成し、前記３枚の光学シート１９
，２０，２１のうちの最も出射側に配置された第２プリズムシート２１を、周縁部が全周
にわたって前記導光板１０の周囲に張出し、且つ各辺の全てが、これらの辺の全長にわた
って直線辺に形成された形状に形成し、この第２プリズムシート２１を、その周縁部を前
記フレーム１の前記シート載置面３上に載置して配置しているため、輝度むらの無い均一
な輝度分布の光を照射することができる。
【００５１】
　すなわち、図９及び図１０に示した比較例の面光源は、最も出射側に配置された光学シ
ート（例えばプリズムシート）３３を、その周縁部の複数箇所に耳状の凸部３４を形成し
た形状に形成し、この光学シート３３をフレーム３０内の空間に、前記耳状の凸部３４を
前記フレーム３０の枠状部３１の端面に形成された凹入面３２に支持させて配置したもの
であり、この比較例の面光源は、前記光学シート３３の耳状の凸部３４の付近の領域Ａか
ら、他の領域からの出射光とは異なる輝度の光が出射し、照射光に輝度むらを生じる。
【００５２】
　この比較例の面光源における照射光の輝度むらは、前記光学シート３３の周縁部の上に
遮光膜３５を配置することによってある程度目立たなくすることができるが、その場合で
も、前記光学シート３３の法線方向に対して斜めに傾いた方向から観察すると、前記輝度
むらが見える。
【００５３】
　なお、この比較例の面光源において、前記遮光膜３５を、前記異なる輝度の光が出射す
る領域Ａを完全に覆い隠すように幅広に形成すれば、斜めに傾いた方向から観察したとき
も輝度むらが見えないようにすることができるが、前記遮光膜３５を幅広に形成したので
は、照明光の照射領域の面積が小さくなってしまう。
【００５４】
　このような比較例に対して、上記実施例の面光源は、最も出射側に配置された前記第２
プリズムシート２１を、その周縁部が全周にわたって前記導光板１０の周囲に張出し、且
つ各辺の全てが、これらの辺の全長にわたって直線辺に形成された形状に形成し、この第
２プリズムシート２１を、その周縁部を前記フレーム１の前記シート載置面３上に載置し
て配置しているため、前記第２プリズムシート２１の全域から略同じ輝度の光を出射させ
、前記第２プリズムシート２１の法線方向から観察したときはもちろん、前記法線方向に
対して斜めに傾いた方向から観察したときも輝度むらが見えない、均一な輝度分布の光を
照射することができる。
【００５５】
　また、上記実施例の面光源は、前記フレーム１の枠状部２を矩形枠形状に形成し、前記
シート載置面３を前記枠状部２の上側端面の全周にわたって形成すると共に、前記導光板
１０を、前記フレーム１の前記枠状部２により囲まれた空間に収容される矩形形状に形成
し、前記第２プリズムシート２１を、その周縁部が前記シート載置面３上に重なる矩形形
状に形成しているため、矩形形状の出射領域の全域から、輝度むらの無い均一な輝度分布
の光を照射することができる。
【００５６】
　さらに、上記実施例の面光源は、前記フレーム１を、前記導光板１０及び前記複数の発
光素子１４の配置空間を囲む枠状部２と、前記枠状部２の端面上に前記シート載置面３を
囲んで突設された側壁部４と、前記側壁部４のうちの互いに反対側の２つの側壁部４の内
面の前記シート載置面３上の部分を、その全長にわたって前記シート載置面３の延長方向
に凹入させて形成されたシート差込み溝６とを有する形状に形成し、前記第２プリズムシ
ート２１を、その互いに反対側の２つの辺の縁部の先端を前記シート差込み溝６に差込ん
で前記シート載置面３上に配置しているため、前記第２プリズムシート２１を、前記シー
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ト差込み溝６により位置決めすると共に、みだりに脱落しないように配置することができ
る。
【００５７】
　また、上記実施例の面光源は、前記第２プリズムシート２１の周縁部の外面に、前記フ
レーム１の枠状部２の内周面と前記導光板１０の外周縁との間の領域を覆う形状に形成さ
れた遮光膜２２を配置しているため、輪郭がシャープな矩形形状の光を照射することがで
きる。
【００５８】
　さらに、上記実施例の面光源は、前記導光板１０の出射面１２上に配置された拡散シー
ト１９と、この拡散シート１９上に配置された第１プリズムシート２０とを、前記導光板
１０の外形と略同じ形状に形成し、最も出射側に配置された前記第２プリズムシート２１
を、その周縁部が全周にわたって前記導光板１０の周囲に張出す形状に形成しているため
、前記導光板１０の出射面１２から出射した光のほとんどを前記拡散シート１９により拡
散すると共に前記第１プリズムシート２０により屈折させ、その光の全てを前記第２プリ
ズムシート２１により屈折させて出射することができ、従って前記複数の発光素子１４が
発する光を効率良く前記第２プリズムシート２１の全域から出射することができる。
【００５９】
　なお、上記実施例では、前記フレーム１の枠状部２の上側端面上に突設された側壁部４
のうちの前記枠状部２の長さ方向の両端側の側壁部４に前記シート差込み溝６を設け、前
記第２プリズムシート２１の長さ方向の両端側の２つの辺の縁部の先端を前記シート差込
み溝６に差込んでいるが、前記フレーム１の側壁部４のうちの前記枠状部２の幅方向の両
端側の側壁部４に前記シート差込み溝６を設け、前記第２プリズムシート２１の幅方向の
両端側の２つの辺の縁部の先端を前記シート差込み溝６に差込んでもよい。
【００６０】
　また、上記実施例では、前記第２プリズムシート２１を、その各辺の全てが直線辺に形
成された形状に形成しているが、前記第２プリズムシート２１は、前記発光素子１４の配
置側に対向する一辺とこれに隣接する二辺を、これらの辺の全長にわたって直線辺に形成
した形状に形成してもよい。
【００６１】
　　［第２実施例］
　さらに、上記第１実施例では、前記遮光膜２２を前記第２プリズムシート２１の周縁部
の全周にわって配置しているが、この遮光膜２２は、図４に示した第２実施例のように、
前記第２プリズムシート２１の周縁部のうちの前記発光素子１４の配置側に対応する縁部
だけに配置してもよい。
【００６２】
　　［第３実施例］
　図５に示した第３実施例の面光源は、前記フレーム１の側壁部４の内周面に、その全周
にわたって前記シート差込み溝６を設け、前記第２プリズムシート２１の全ての辺の縁部
の先端を前記シート差込み溝６に差込んだものであり、他の構成は上記第１実施例と同じ
である。
【００６３】
　　［第４実施例］
　また、図６に示した第４実施例の面光源は、遮光膜２２を、その外周縁が前記第２プリ
ズムシート２１の外周縁と略一致する形状に形成し、前記第２プリズムシート２１の縁部
の先端と前記遮光膜２２の縁部の先端とを重ね合わせて前記シート差込み溝６に差込んだ
ものであり、他の構成は第１実施例の面光源と同じである。
【００６４】
　　［第５実施例］
　図７に示した第５実施例の面光源は、前記フレーム１を、前記シート差込み溝６を有し
ない形状、つまり、前記導光板１０及び前記発光素子１４の配置空間を囲む枠状部２と、
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前記枠状部２の端面上に前記シート載置面３を囲んで突設された側壁部４とを有する形状
に形成し、前記第２プリズムシート２１を、その少なくとも互いに反対側の２つの辺の縁
部の先端位置を前記側壁部４の内面により位置決めして前記シート載置面３上に配置した
ものであり、他の構成は第１実施例の面光源と同じである。
【００６５】
　　［第６実施例］
　図８に示した第８実施例の面光源は、前記フレーム１を、前記シート差込み溝６を有さ
ず、且つ、前記シート載置面３を、前記枠状部２の端面の内周側の部分をその全周にわた
って前記シート載置面３に対して前記側壁部４が突設された側とは反対側の向きに凹入さ
せて形成した形状に形成し、前記第２プリズムシート２１を、その少なくとも互いに反対
側の２つの辺の縁部の先端位置を前記凹入したシート載置面３の外側の立上がり面により
位置決めして前記シート載置面３上に配置したものであり、他の構成は第１実施例の面光
源と同じである。
【００６６】
　　［他の実施例］
　なお、上記各実施例の面光源は、前記導光板１０の出射面１２側に、拡散シート１９と
第１プリズムシート２０と第２プリズムシート２１との３枚の光学シートを配置したもの
であるが、前記導光板１０の出射面１２側に配置する光学シートは、前記拡散シート１９
と第２プリズムシート２０との２枚の光学シートでも、前記第１プリズムシート２０と第
２プリズムシート２１との２枚の光学シートでも、或いは前記第２プリズムシート２１だ
けの１枚の光学シートでもよい。
【００６７】
　また、最も出射側に配置する光学シートは、前記第２プリズムシート２１に限らず、例
えば偏光板等の他の光学シートでもよく、その場合も、この最も出射側の光学シートを、
周縁部が全周にわたって前記導光板１０の周囲に張出し、且つ各辺の全てまたは前記発光
素子１４の配置側に対向する一辺とこれに隣接する二辺が、これらの辺の全長にわたって
直線辺に形成された形状に形成し、この光学シートの周縁部を前記フレーム１のシート載
置面３上に載置して配置することにより、輝度むらの無い均一な輝度分布の光を照射する
ことができる。
【符号の説明】
【００６８】
　１…フレーム、２…枠状部、３…シート載置面、４…側壁部、６…シート差込み溝、１
０…導光板、１１…入射端面、１２…出射面、１３…反射面、１４…発光素子、１５…配
線基板、１６…両面粘着テープ、１７…反射板、１８…両面粘着テープ、１９…拡散シー
ト（光学シート）、２０…第１プリズムシート（光学シート）、２１…第２プリズムシー
ト（光学シート）、２０ａ，２１ａ…プリズム部、２２…遮光膜、２３…液晶表示パネル
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