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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　（Ａ）発光素子、並びに、
　（Ｂ）発光素子の上に配置され、発光素子からの光を出射する曲面部が設けられた上面
を有する光出射部材、
を備えており、
　（イ）発光素子の光出射面の法線と平行であって曲面部の中心を通る軸線を曲面部中心
軸とし、
　（ロ）発光素子の中心を通り、発光素子の光出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及
びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光素子の光出射面とが交わる点を原点とした
３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を想定し、
　（ハ）ＸＺ平面内において曲面部から出射された光がＸ軸の正の方向に向かう場合、係
る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とし、
　（ニ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点から出射された光が、ＸＺ平
面内において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部から出射されるとし、
　（ホ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）にて曲面部から出射
されるとし、
　（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ－｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ-）にて曲面部から出射
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されるとしたとき、
　曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、
　曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であり、
　原点から出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度θ0（但し
、θ0＞０）にて曲面部から出射され、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少する発光素子組立体。
【請求項２】
　曲面部は、凹面、及び、該凹面から連続した凸面から構成されており、
　凹面の極小点と原点との成す角度φmin-vは、φmin-v＜φ0を満足し、
　凹面の極小点を通り、発光素子の光出射面の法線を含む任意の仮想平面で曲面部を切断
したときに得られる曲線は、極小点を出発点としたとき、下に凸の状態から変曲点を経て
上に凸の状態で単調に増加し、極大値を通過して、上に凸の状態で単調に減少する請求項
１に記載の発光素子組立体。
【請求項３】
　Δφは、６０度以下のいずれかの値である請求項１に記載の発光素子組立体。
【請求項４】
　ＸＺ平面内において曲面部から最大光強度の光が出射される点のｘ座標の値ｘI-maxは
正の値である請求項１に記載の発光素子組立体。
【請求項５】
　ＸＺ平面で曲面部を切断したとき得られる曲線は、ｘ座標の値が最小値から増加するに
従い、上に凸で第１の極大値を有する第１の曲線、第１の曲線と滑らかに結ばれ、下に凸
で極小値を有する第２の曲線、第２の曲線と滑らかに結ばれ、上に凸で第２の極大値を有
する第３の曲線から構成されている請求項１に記載の発光素子組立体。
【請求項６】
　第２の極大値は第１の極大値よりも大きな値である請求項５に記載の発光素子組立体。
【請求項７】
　曲面部は、Ｚ軸に対して非回転対称形状である請求項１に記載の発光素子組立体。
【請求項８】
　曲面部は、ＸＺ平面に対して対称である請求項１に記載の発光素子組立体。
【請求項９】
　発光素子は、光透過媒体層を介して光出射部材と対向している請求項１に記載の発光素
子組立体。
【請求項１０】
　光出射部材と発光素子との間には空気層が存在し、
　光出射部材には、曲面部に対向した光入射下面が設けられており、
、発光素子からの光は、空気層を介して、光入射下面から光出射部材に入射する請求項１
に記載の発光素子組立体。
【請求項１１】
　光出射部材は、曲面部において内部反射された光を内部反射して上面から出射させる光
反射下面を有する請求項１に記載の発光素子組立体。
【請求項１２】
　光反射下面は、光出射部材の縁部分に位置し、傾斜面から構成されており、
　該傾斜面は、外側に向かって下方に傾斜し、且つ、下に凸である請求項１１に記載の発
光素子組立体。
【請求項１３】
　複数の発光素子組立体ユニットを備えた面状光源装置であって、
　各発光素子組立体ユニットは複数の発光素子組立体から構成されており、
　各発光素子組立体は、
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　（Ａ）発光素子、並びに、
　（Ｂ）発光素子の上に配置され、発光素子からの光を出射する曲面部が設けられた上面
を有する光出射部材、
を備えており、
　（イ）発光素子の光出射面の法線と平行であって曲面部の中心を通る軸線を曲面部中心
軸とし、
　（ロ）発光素子の中心を通り、発光素子の光出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及
びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光素子の光出射面とが交わる点を原点とした
３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を想定し、
　（ハ）ＸＺ平面内において曲面部から出射された光がＸ軸の正の方向に向かう場合、係
る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とし、
　（ニ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点から出射された光が、ＸＺ平
面内において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部から出射されるとし、
　（ホ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）にて曲面部から出射
されるとし、
　（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ－｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ-）にて曲面部から出射
されるとしたとき、
　曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、
　曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であり、
　原点から出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度θ0（但し
、θ0＞０）にて曲面部から出射され、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少し、
　各発光素子組立体ユニットにおいて、複数の発光素子組立体のそれぞれの正の方向に向
かうＸ軸は、１点で交わる面状光源装置。
【請求項１４】
　発光素子組立体ユニットの上方には光拡散板が備えられている請求項１３に記載の面状
光源装置。
【請求項１５】
　発光素子組立体ユニットは３つの発光素子組立体から構成されており、
　３つの発光素子組立体におけるＺ軸のそれぞれは、正三角形の頂点に配置されており、
且つ、半径ＲCの円上に位置しており、
　発光素子の光出射面から光拡散板までの距離をＨとしたとき、
０．１≦ＲC／Ｈ≦０．６
を満足する請求項１３に記載の面状光源装置。
【請求項１６】
　発光素子組立体ユニットは４つの発光素子組立体から構成されており、
　４つの発光素子組立体におけるＺ軸のそれぞれは、正方形の頂点に配置されており、且
つ、半径ＲCの円上に位置しており、
　発光素子の光出射面から光拡散板までの距離をＨとしたとき、
０．１≦ＲC／Ｈ≦０．６
を満足する請求項１３に記載の面状光源装置。
【請求項１７】
　複数の発光素子組立体ユニットを備えた面状光源装置であって、
　各発光素子組立体ユニットは、対向する一対の発光素子組立体の複数から構成されてお
り、
　各発光素子組立体は、
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　（Ａ）発光素子、並びに、
　（Ｂ）発光素子の上に配置され、発光素子からの光を出射する曲面部が設けられた上面
を有する光出射部材、
を備えており、
　（イ）発光素子の光出射面の法線と平行であって曲面部の中心を通る軸線を曲面部中心
軸とし、
　（ロ）発光素子の中心を通り、発光素子の光出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及
びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光素子の光出射面とが交わる点を原点とした
３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を想定し、
　（ハ）ＸＺ平面内において曲面部から出射された光がＸ軸の正の方向に向かう場合、係
る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とし、
　（ニ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点から出射された光が、ＸＺ平
面内において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部から出射されるとし、
　（ホ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）にて曲面部から出射
されるとし、
　（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ－｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ-）にて曲面部から出射
されるとしたとき、
　曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、
　曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であり、
　原点から出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度θ0（但し
、θ0＞０）にて曲面部から出射され、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少し、
　各発光素子組立体ユニットにおいて、対向する一対の発光素子組立体のＸ軸は重なって
おり、且つ、対向する一対の発光素子組立体のＸ軸の正の方向は、互いに逆方向である面
状光源装置。
【請求項１８】
　１つの発光素子組立体ユニット内において対向する一対の発光素子組立体におけるＺ軸
間の距離をＬ1、Ｘ軸方向に隣接する発光素子組立体ユニットの中心と発光素子組立体ユ
ニットの中心との間の距離をＬ2、発光素子の光出射面から光拡散板までの距離をＨとし
たとき、
０．１≦（Ｌ2／４－Ｌ1／２）／Ｈ≦０．６
を満足する請求項１７に記載の面状光源装置。
【請求項１９】
　（ａ）液晶表示装置、及び、
　（ｂ）液晶表示装置を背面から照明する面状光源装置、
を備えた液晶表示装置組立体であって、
　面状光源装置は、複数の発光素子組立体ユニットを備えており、
　各発光素子組立体ユニットは複数の発光素子組立体から構成されており、
　各発光素子組立体は、
　（Ａ）発光素子、並びに、
　（Ｂ）発光素子の上に配置され、発光素子からの光を出射する曲面部が設けられた上面
を有する光出射部材、
を備えており、
　（イ）発光素子の光出射面の法線と平行であって曲面部の中心を通る軸線を曲面部中心
軸とし、
　（ロ）発光素子の中心を通り、発光素子の光出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及
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びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光素子の光出射面とが交わる点を原点とした
３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を想定し、
　（ハ）ＸＺ平面内において曲面部から出射された光がＸ軸の正の方向に向かう場合、係
る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とし、
　（ニ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点から出射された光が、ＸＺ平
面内において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部から出射されるとし、
　（ホ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）にて曲面部から出射
されるとし、
　（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ－｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ-）にて曲面部から出射
されるとしたとき、
　曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、
　曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であり、
　原点から出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度θ0（但し
、θ0＞０）にて曲面部から出射され、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少し、
　各発光素子組立体ユニットにおいて、複数の発光素子組立体のそれぞれの正の方向に向
かうＸ軸は、１点で交わる液晶表示装置組立体。
【請求項２０】
　（ａ）液晶表示装置、及び、
　（ｂ）液晶表示装置を背面から照明する面状光源装置、
を備えた液晶表示装置組立体であって、
　面状光源装置は、複数の発光素子組立体ユニットを備えており、
　各発光素子組立体ユニットは、対向する一対の発光素子組立体の複数から構成されてお
り、
　各発光素子組立体は、
　（Ａ）発光素子、並びに、
　（Ｂ）発光素子の上に配置され、発光素子からの光を出射する曲面部が設けられた上面
を有する光出射部材、
を備えており、
　（イ）発光素子の光出射面の法線と平行であって曲面部の中心を通る軸線を曲面部中心
軸とし、
　（ロ）発光素子の中心を通り、発光素子の光出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及
びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光素子の光出射面とが交わる点を原点とした
３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を想定し、
　（ハ）ＸＺ平面内において曲面部から出射された光がＸ軸の正の方向に向かう場合、係
る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とし、
　（ニ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点から出射された光が、ＸＺ平
面内において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部から出射されるとし、
　（ホ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）にて曲面部から出射
されるとし、
　（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ－｜Δφ｜／２）にて原点から出射
された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ-）にて曲面部から出射
されるとしたとき、
　曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、
　曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であり、
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　原点から出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度θ0（但し
、θ0＞０）にて曲面部から出射され、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少し、
　各発光素子組立体ユニットにおいて、対向する一対の発光素子組立体のＸ軸は重なって
おり、且つ、対向する一対の発光素子組立体のＸ軸の正の方向は、互いに逆方向である液
晶表示装置組立体。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、光出射部材、係る光出射部材を備えた発光素子組立体、係る発光素子組立体
を備えた面状光源装置、及び、係る面状光源装置を備えた液晶表示装置組立体に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置組立体として、透明電極、配向膜等が積層された透明なガラス基板が対向
するように重ね合わされた２枚のパネルの間に液晶材料が挟まれた液晶表示装置と、この
液晶表示装置の下方（Ｚ軸方向）に配置され、液晶表示装置に照明光を供給する面状光源
装置とから構成された液晶表示装置組立体が周知である。また、面状光源装置として、直
下型の面状光源装置が周知である。
【０００３】
　直下型の面状光源装置８７０は、図２５の（Ａ）に概念図を示すように、筐体８７１内
に配置された光源８２０と、光源８２０からの出射光を上方に反射する反射部材８８５と
、光源８２０の上方に位置する筐体開口部に取り付けられ、光源８２０からの出射光及び
反射部材８８５からの反射光を拡散させながら通過させる光拡散板８８１とから構成され
ている。そして、光源８２０は、複数の赤色発光ダイオード、複数の緑色発光ダイオード
及び複数の青色発光ダイオードから構成され、これらの発光ダイオードから出射された赤
色、緑色及び青色を混色することで得られた色純度の高い白色光を照明光としている。
【０００４】
　発光ダイオードから出射される光を上方に位置する液晶表示装置に直接入射させる構成
とした場合、即ち、発光ダイオードから専らＺ軸方向に沿って光を出射させた場合、面状
光源装置に輝度ムラや色ムラが発生してしまう。それ故、頂面に凹部を有する光束制御部
材と発光ダイオードから構成された発光ダイオード組立体を光源として使用し、発光ダイ
オードから出射された光が光束制御部材から水平方向に出射される２次元方向出射構成が
、例えば、特開２００６－０９２９８３から周知である。また、形状に特徴を有するレン
ズと発光ダイオードから構成された発光ダイオード組立体を光源として使用し、発光ダイ
オードから出射された光がレンズから所定の方向に出射される構造が、例えば、特開２０
０７－１８８８５８から周知である。
【０００５】
【特許文献１】特開２００６－０９２９８３
【特許文献２】特開２００７－１８８８５８
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　ところで、特開２００６－０９２９８３に開示された技術にあっては、図２５の（Ｂ）
に示すように、発光ダイオードの光出射面の法線と平行であって発光ダイオードの中心を
通る軸線と光束制御部材の中心を通る軸線とは、一致している。そして、光束制御部材は
、係る軸線に対して回転対称形状である。それ故、赤色発光ダイオードから構成された発
光ダイオード組立体、緑色発光ダイオードから構成された発光ダイオード組立体、及び、
青色発光ダイオードから構成された発光ダイオード組立体を用いて、これらの発光ダイオ
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ードから出射された赤色、緑色及び青色を混色しても、色ムラが十分に解消されず、また
、輝度ムラも十分に解消されないといった問題がある。
【０００７】
　特開２００７－１８８８５８に開示された技術にあっては、レンズの具体的な形状には
、何ら言及されていない。
【０００８】
　従って、本発明の目的は、輝度ムラや色ムラが発生し難い構成、構造を有する発光素子
組立体、係る発光素子組立体における使用に適した光出射部材（光取出しレンズ）、係る
発光素子組立体を備えた面状光源装置、及び、係る面状光源装置を備えた液晶表示装置組
立体を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００９】
　上記の目的を達成するための本発明の光出射部材は、発光素子の上に配置され、発光素
子からの光を出射する曲面部が設けられた上面を有する光出射部材である。
【００１０】
　また、上記の目的を達成するための本発明の発光素子組立体は、
　（Ａ）発光素子、並びに、
　（Ｂ）発光素子の上に配置され、発光素子からの光を出射する曲面部が設けられた上面
を有する光出射部材、
を備えている。
【００１１】
　そして、
　（イ）発光素子の光出射面の法線と平行であって曲面部の中心を通る軸線を曲面部中心
軸とし、
　（ロ）発光素子の中心を通り、発光素子の光出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及
びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光素子の光出射面とが交わる点を原点Ｏとし
た３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）を想定し、
　（ハ）ＸＺ平面内において曲面部から出射された光がＸ軸の正の方向に向かう場合、係
る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とし、
　（ニ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点Ｏから出射された光が、ＸＺ
平面内において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部から出射されるとし、
　（ホ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）にて原点Ｏから出
射された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）にて曲面部から出
射されるとし、
　（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ－｜Δφ｜／２）にて原点Ｏから出
射された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ-）にて曲面部から出
射されるとしたとき、
　曲面部中心軸のｘ座標（ｘCL）の値は正の値であり、
　曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であり、
　原点Ｏから出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度θ0（但
し、θ0＞０）にて曲面部から出射され、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少する。
【００１２】
　上記の目的を達成するための本発明の第１の態様に係る面状光源装置は、複数の発光素
子組立体ユニットを備えており、各発光素子組立体ユニットは複数の発光素子組立体から
構成されており、各発光素子組立体は、上述した本発明の発光素子組立体によって構成さ
れている。そして、各発光素子組立体ユニットにおいて、複数の発光素子組立体のそれぞ
れの正の方向に向かうＸ軸は、１点で交わる。尚、組立時のバラツキによっては、厳密に
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は１点で交わらない場合もある。以下においても同様である。
【００１３】
　また、上記の目的を達成するための本発明の第１の態様に係る液晶表示装置組立体は、
　（ａ）液晶表示装置、及び、
　（ｂ）液晶表示装置を背面から照明する面状光源装置（より具体的には、直下型の面状
光源装置）、
を備えており、
　面状光源装置は、複数の発光素子組立体ユニットを備えており、各発光素子組立体ユニ
ットは複数の発光素子組立体から構成されており、各発光素子組立体は、上述した本発明
の発光素子組立体によって構成されている。そして、各発光素子組立体ユニットにおいて
、複数の発光素子組立体のそれぞれの正の方向に向かうＸ軸は、１点で交わる。
【００１４】
　本発明の第１の態様に係る面状光源装置、あるいは、本発明の第１の態様に係る液晶表
示装置組立体における面状光源装置（以下、これらを総称して、『本発明の第１の態様に
係る面状光源装置等』と呼ぶ場合がある）にあっては、発光素子組立体ユニットの上方に
光拡散板が備えられている形態とすることができる。
【００１５】
　また、上記の好ましい形態を含む本発明の第１の態様に係る面状光源装置等にあっては
、
　発光素子組立体ユニットは３つの発光素子組立体から構成されており、
　３つの発光素子組立体におけるＺ軸のそれぞれは、正三角形の頂点に配置されており、
且つ、半径ＲCの円上に位置しており、
　発光素子の光出射面から光拡散板までの距離をＨとしたとき、
０．１≦ＲC／Ｈ≦０．６
を満足する構成とすることが望ましい。尚、ＸＺ平面内において、最大光強度を有する光
がＺ軸との成す角度をθI-maxとしたとき、θI-maxは、５０度乃至８５度、好ましくは、
６０度乃至８０度である。ここで、厳密には、最大光強度を有する光が出射される曲面部
上の点から光拡散板までの距離を「Ｈ」とすべきであるが、最大光強度を有する光が出射
される曲面部上の点から光拡散板までの距離と、発光素子の光出射面から光拡散板までの
距離とは、ほぼ等しいので、上記の式においては、発光素子の光出射面から光拡散板まで
の距離Ｈを用いている。以下においても同様である。１つの発光素子組立体ユニットを構
成する３つの発光素子組立体を、赤色を発光する１つの発光素子組立体、緑色を発光する
１つの発光素子組立体、及び、青色を発光する１つの発光素子組立体から構成することが
できる。
【００１６】
　あるいは又、上記の好ましい形態を含む本発明の第１の態様に係る面状光源装置等にあ
っては、
　発光素子組立体ユニットは４つの発光素子組立体から構成されており、
　４つの発光素子組立体におけるＺ軸のそれぞれは、正方形の頂点に配置されており、且
つ、半径ＲCの円上に位置しており、
　発光素子の光出射面から光拡散板までの距離をＨとしたとき、
０．１≦ＲC／Ｈ≦０．６
を満足する構成とすることが望ましい。尚、ＸＺ平面内において、最大光強度を有する光
がＺ軸との成す角度をθI-maxとしたとき、θI-maxは、５０度乃至８５度、好ましくは、
６０度乃至８０度である。１つの発光素子組立体ユニットを構成する４つの発光素子組立
体を、赤色を発光する１つの発光素子組立体、緑色を発光する２つの発光素子組立体、及
び、青色を発光する１つの発光素子組立体から構成することができる。
【００１７】
　上記の目的を達成するための本発明の第２の態様に係る面状光源装置は、複数の発光素
子組立体ユニットを備えており、各発光素子組立体ユニットは、対向する一対の発光素子
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組立体の複数から構成されており、各発光素子組立体は、上述した本発明の発光素子組立
体によって構成されている。そして、各発光素子組立体ユニットにおいて、対向する一対
の発光素子組立体のＸ軸は重なっており、且つ、対向する一対の発光素子組立体のＸ軸の
正の方向は、互いに逆方向である。尚、組立時のバラツキによっては、厳密にはＸ軸が重
なっていない場合もあるし、厳密にはＸ軸の正の方向は互いに逆方向ではない場合もある
。以下においても同様である。
【００１８】
　また、上記の目的を達成するための本発明の第２の態様に係る液晶表示装置組立体は、
　（ａ）液晶表示装置、及び、
　（ｂ）液晶表示装置を背面から照明する面状光源装置（より具体的には、直下型の面状
光源装置）、
を備えており、
　面状光源装置は、複数の発光素子組立体ユニットを備えており、各発光素子組立体ユニ
ットは、対向する一対の発光素子組立体の複数から構成されており、各発光素子組立体は
、上述した本発明の発光素子組立体によって構成されている。そして、各発光素子組立体
ユニットにおいて、対向する一対の発光素子組立体のＸ軸は重なっており、且つ、対向す
る一対の発光素子組立体のＸ軸の正の方向は、互いに逆方向である。
【００１９】
　本発明の第２の態様に係る面状光源装置、あるいは、本発明の第２の態様に係る液晶表
示装置組立体における面状光源装置（以下、これらを総称して、『本発明の第２の態様に
係る面状光源装置等』と呼ぶ場合がある）において、一対の発光素子組立体は、白色を発
光する発光素子組立体から構成することができる。
【００２０】
　本発明の第２の態様に係る面状光源装置等にあっては、１つの発光素子組立体ユニット
内において対向する一対の発光素子組立体におけるＺ軸間の距離をＬ1、Ｘ軸方向に隣接
する発光素子組立体ユニットの中心と発光素子組立体ユニットの中心との間の距離をＬ2

、発光素子の光出射面から光拡散板までの距離をＨとしたとき、
０．１≦（Ｌ2／４－Ｌ1／２）／Ｈ≦０．６
を満足する構成とすることが望ましい。尚、ＸＺ平面内において、最大光強度を有する光
がＺ軸との成す角度をθI-maxとしたとき、θI-maxは、５０度乃至８５度、好ましくは、
６０度乃至８０度である。
【００２１】
　本発明の光出射部材、本発明の発光素子組立体における光出射部材（光取出しレンズ）
、各種の好ましい形態、構成を含む本発明の第１の態様あるいは第２の態様に係る面状光
源装置における光出射部材（光取出しレンズ）、本発明の第１の態様あるいは第２の態様
に係る液晶表示装置組立体における光出射部材（光取出しレンズ）を、総称して、以下、
『本発明の光出射部材等』と呼ぶ場合がある。
【００２２】
　本発明の光出射部材等にあっては、
　曲面部は、凹面、及び、該凹面から連続した凸面から構成されており、
　凹面の極小点と原点との成す角度φmin-vは、φmin-v＜φ0を満足し、
　凹面の極小点を通り、発光素子の光出射面の法線を含む任意の仮想平面で曲面部を切断
したときに得られる曲線は、極小点を出発点としたとき、下に凸の状態から変曲点を経て
上に凸の状態で単調に増加し、極大値を通過して、上に凸の状態で単調に減少する構成と
することができる。
【００２３】
　上記の好ましい構成を含む本発明の光出射部材等において、Δφは、６０度以下のいず
れかの値、例えば、１度以上６０度以下のいずれかの値、好ましくは、１度以上２０度以
下のいずれかの値とする形態とすることができる。
【００２４】
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　上記の好ましい構成、形態を含む本発明の光出射部材等にあっては、ＸＺ平面内におい
て曲面部から最大光強度の光が出射される点のｘ座標の値ｘI-maxは正の値である形態と
することができる。
【００２５】
　あるいは又、上記の好ましい形態を含む本発明の光出射部材等において、ＸＺ平面で曲
面部を切断したとき得られる曲線は、ｘ座標の値が最小値から増加するに従い、上に凸で
第１の極大値を有する第１の曲線、第１の曲線と滑らかに結ばれ（即ち、変曲点を経て）
、下に凸で極小値を有する第２の曲線、第２の曲線と滑らかに結ばれ（即ち、変曲点を経
て）、上に凸で第２の極大値を有する第３の曲線から構成されていることが好ましい。そ
して、この場合、第２の極大値は第１の極大値よりも大きな値であることが望ましい。第
１の曲線、第２の曲線、第３の曲線は、滑らかな曲線であればよく、関数形は一義に決定
することができないが、第１の曲線、第２の曲線、第３の曲線のそれぞれは、例えば、２
次以上の多項式の組合せ（即ち、微小区間が２次以上の多項式で表され、係る２次以上の
多項式が滑らかに結ばれて成る曲線）、あるいは、２次以上の多項式で近似された関数の
組合せ（即ち、微小区間が２次以上の多項式で近似された関数で表され、係る２次以上の
多項式で近似された関数が滑らかに結ばれて成る曲線）で表すことができる。
【００２６】
　以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の光出射部材等において、曲面部は、
Ｚ軸に対して非回転対称形状であることが望ましい。また、以上に説明した好ましい構成
、形態を含む本発明の光出射部材等において、曲面部は、ＸＺ平面に対して対称であるこ
とが好ましい。
【００２７】
　更には、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の光出射部材等において、発
光素子は、光透過媒体層を介して光出射部材と対向している形態とすることができるし、
あるいは又、光出射部材を封止部材としても用い、発光素子が、隙間無く光出射部材で覆
われている形態とすることもできる。これらの形態を採用することで、発光素子と光出射
部材との間に不所望の隙間が形成されることがなくなる結果、発光素子から出射された光
が意図しない方向へ向かうことがなくなり、光の方向制御を容易に行うことができる。あ
るいは又、光出射部材と発光素子との間には空気層が存在し、光出射部材には曲面部に対
向した光入射下面が設けられており、発光素子からの光は、空気層を介して、光入射下面
から光出射部材に入射する形態とすることができる。このような形態を採用することで、
発光素子と空気層の境界及び空気層と光入射下面の境界で、発光素子からの光が光出射部
材の側方へ向かう方向に屈折され得るため、側方に向かう光量を増加させることができる
。
【００２８】
　ここで、光透過媒体層として、発光素子から出射される光に対して透明なエポキシ樹脂
（屈折率：例えば１．５）、ゲル状材料［例えば、Ｎｙｅ社の商品名ＯＣＫ－４５１（屈
折率：１．５１）、商品名ＯＣＫ－４３３（屈折率：１．４６）］、シリコーンゴム、シ
リコーンオイルコンパウンドといったオイルコンパウンド材料［例えば、東芝シリコーン
株式会社の商品名ＴＳＫ５３５３（屈折率：１．４５）］を例示することができる。尚、
光透過媒体層に発光粒子を混合してもよい。光透過媒体層に発光粒子を混合することによ
って、発光素子の選択幅（発光波長の選択幅）を広げることができる。
【００２９】
　発光粒子として、赤色発光蛍光体粒子、緑色発光蛍光体粒子、青色発光蛍光体粒子を挙
げることができる。ここで、赤色発光蛍光体粒子を構成する材料として、Ｙ2Ｏ3：Ｅｕ、
ＹＶＯ4：Ｅｕ、Ｙ（Ｐ，Ｖ）Ｏ4：Ｅｕ、３．５ＭｇＯ・０．５ＭｇＦ2・Ｇｅ2：Ｍｎ、
ＣａＳｉＯ3：Ｐｂ，Ｍｎ、Ｍｇ6ＡｓＯ11：Ｍｎ、（Ｓｒ，Ｍｇ）3（ＰＯ4）3：Ｓｎ、
Ｌａ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ、Ｙ2Ｏ2Ｓ：Ｅｕ、（ＭＥ：Ｅｕ）Ｓ［但し、「ＭＥ」は、Ｃａ、Ｓｒ
及びＢａから成る群から選択された少なくとも１種類の原子を意味し、以下においても同
様である］、（Ｍ：Ｓｍ）x（Ｓｉ，Ａｌ）12（Ｏ，Ｎ）16［但し、「Ｍ」は、Ｌｉ、Ｍ
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ｇ及びＣａから成る群から選択された少なくとも１種類の原子を意味し、以下においても
同様である］、ＭＥ2Ｓｉ5Ｎ8：Ｅｕ、（Ｃａ：Ｅｕ）ＳｉＮ2、（Ｃａ：Ｅｕ）ＡｌＳｉ
Ｎ3を挙げることができる。また、緑色発光蛍光体粒子を構成する材料として、ＬａＰＯ4

：Ｃｅ，Ｔｂ、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ，Ｍｎ、Ｚｎ2ＳｉＯ4：Ｍｎ、ＭｇＡｌ11Ｏ19

：Ｃｅ，Ｔｂ、Ｙ2ＳｉＯ5：Ｃｅ，Ｔｂ、ＭｇＡｌ11Ｏ19：ＣＥ，Ｔｂ，Ｍｎを挙げるこ
とができ、更には、（ＭＥ：Ｅｕ）Ｇａ2Ｓ4、（Ｍ：ＲＥ）x（Ｓｉ，Ａｌ）12（Ｏ，Ｎ
）16［但し、「ＲＥ」は、Ｔｂ及びＹｂを意味する］、（Ｍ：Ｔｂ）x（Ｓｉ，Ａｌ）12

（Ｏ，Ｎ）16、（Ｍ：Ｙｂ）x（Ｓｉ，Ａｌ）12（Ｏ，Ｎ）16を挙げることができる。更
には、青色発光蛍光体粒子を構成する材料として、ＢａＭｇＡｌ10Ｏ17：Ｅｕ、ＢａＭｇ

2Ａｌ16Ｏ27：Ｅｕ、Ｓｒ2Ｐ2Ｏ7：Ｅｕ、Ｓｒ5（ＰＯ4）3Ｃｌ：Ｅｕ、（Ｓｒ，Ｃａ，
Ｂａ，Ｍｇ）5（ＰＯ4）3Ｃｌ：Ｅｕ、ＣａＷＯ4、ＣａＷＯ4：Ｐｂを挙げることができ
る。
【００３０】
　但し、発光粒子は、蛍光体粒子に限定されず、例えば、間接遷移型のシリコン系材料に
おいて、直接遷移型のように、キャリアを効率良く光へ変換させるために、キャリアの波
動関数を局所化し、量子効果を用いた、２次元量子井戸構造、１次元量子井戸構造（量子
細線）、０次元量子井戸構造（量子ドット）等の量子井戸構造を適用した発光粒子を挙げ
ることもできるし、半導体材料に添加された希土類原子は殻内遷移により鋭く発光するこ
とが知られており、このような技術を適用した発光粒子を挙げることもできる。
【００３１】
　更には、以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の光出射部材等において、光
出射部材は、曲面部において内部反射された光を内部反射して上面から出射させる光反射
下面を有する構成とすることができ、この場合、光反射下面は、光出射部材の縁部分に位
置し、傾斜面から構成されており、この傾斜面は、外側に向かって下方に傾斜し、且つ、
下に凸である形態とすることができる。このような構成を採用することで、上面から出射
される光量を一層増やすことができるし、また、輝度ムラの発生をより効果的に抑制する
ことができる。
【００３２】
　光反射下面には光反射膜を形成してもよい。光反射膜は、例えば、増反射膜から構成す
ることができる。ここで、増反射膜として、例えば、低屈折率膜と高屈折率膜が順に積層
された構造を有する銀増反射膜を例示することができる。また、ＳｉＯ2等の低屈折率薄
膜とＴｉＯ2やＴａ2Ｏ5等の高屈折率薄膜とを数十層以上交互に積層した構造を有する誘
電体多層反射膜、屈折率の異なるサブミクロン厚さのポリマーフィルムを積層して作製さ
れる有機高分子多層薄膜型の光反射膜を例示することもできる。あるいは又、光反射膜と
して、銀薄膜、クロム薄膜、アルミニウム薄膜等の金属薄膜や、合金薄膜を挙げることが
できる。光反射膜がシート状あるいはフィルム状、板状である場合、接着剤を用いる方法
、超音波接合で固着する方法、粘着剤を用いる方法等によって、光反射膜を光反射下面に
固定することができる。あるいは又、真空蒸着法やスパッタリング法等のＰＶＤ法やＣＶ
Ｄ法といった周知の成膜方法にて、光反射膜を光反射下面上に成膜することができる。
【００３３】
　以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の光出射部材等にあっては、発光素子
から出射され、光出射部材に入射する光の入射角や、光出射部材に入射する直前の媒質の
屈折率、光出射部材の屈折率、光出射部材の曲面部から出射されるときの出射角等に基づ
き、角度φと角度θとの関係や、角度（φ＋｜Δφ｜／２）と角度（θ＋Δθ+）との関
係、角度（φ－｜Δφ｜／２）と角度（θ＋Δθ-）との関係を求めることができる。ま
た、曲面部の縁の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円であるが、曲面部の縁の
軌跡を楕円とする場合、Ｘ軸は、楕円の長軸と平行であるか、あるいは又、楕円の短軸と
平行であることが望ましい。尚、曲面部の縁は、光出射部材の上面の縁（即ち、光出射部
材の縁）の内側に位置している場合もあるし、光出射部材の上面の縁（即ち、光出射部材
の縁）と一致している場合もある。前者の場合、曲面部の縁の外側に位置する光出射部材
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の上面の領域は、Ｚ軸を含む仮想平面で切断したときの断面が線分あるいは線分の組合せ
あるいは線分と曲線の組合せで表され、あるいは又、曲面部とは異なる関数で示される曲
線で表される。関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加
し、φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少するが、一般に、関数
Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、下に凸の状態で単調に増加し、
変曲点を経て、上に凸の状態で単調に増加し、φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、
次いで、上に凸の状態で単調に減少し、変曲点を経て、下に凸の状態で単調に減少する。
【００３４】
　以上に説明した好ましい構成、形態を含む本発明の光出射部材、本発明の発光素子組立
体、本発明の第１の態様あるいは第２の態様に係る面状光源装置における光出射部材、本
発明の第１の態様あるいは第２の態様に係る液晶表示装置組立体（以下、これらを総称し
て、単に、『本発明』と呼ぶ場合がある）において、発光素子は、例えば、基体、及び、
基体上に形成された発光層から構成された発光ダイオード（ＬＥＤ）から成り、光出射部
材は、発光ダイオードを構成する発光層と対向している構成（フェイスアップ構造）とす
ることができる。あるいは又、発光素子は、例えば、基体、及び、基体上に形成された発
光層から構成された発光ダイオードから成り、光出射部材は、基体と対向している構成（
フリップチップ構造）とすることもできる。フリップチップ構造にあっては、基体を介し
て光が出射される。
【００３５】
　発光ダイオード（ＬＥＤ）は、例えば、基体上に形成された第１導電型（例えばｎ型）
を有する第１化合物半導体層、第１化合物半導体層上に形成された活性層、活性層上に形
成された第２導電型（例えばｐ型）を有する第２化合物半導体層の積層構造を有し、第１
化合物半導体層に電気的に接続された第１電極、及び、第２化合物半導体層に電気的に接
続された第２電極を備えている。発光ダイオードを構成する層は、発光波長に依存して、
周知の化合物半導体材料から構成すればよいし、基体も周知の材料、例えば、サファイア
（屈折率：１．７８５）、ＧａＮ（屈折率：２．４３８）、ＧａＡｓ（屈折率：３．４）
、ＡｌＩｎＰ（屈折率：２．８６）、アルミナ（屈折率：１．７８）等から構成すればよ
い。
【００３６】
　一般に、発光ダイオードの色温度は作動電流に依存する。従って、所望の輝度を得なが
ら、忠実に色を再現させるためには、即ち、色温度を一定に維持するためには、パルス幅
変調（ＰＷＭ）信号によって発光ダイオードを駆動することが好ましい。パルス幅変調（
ＰＷＭ）信号のデューティ比を変化させると、発光ダイオードにおける平均的な順方向電
流の変化と輝度とは、線形的に変化する。
【００３７】
　発光素子は、通常、基板に取り付けられている。ここで、基板は、限定するものではな
いが、発光素子の発する熱に耐え、しかも、放熱性に優れた基板であることが好ましい。
具体的には、基板として、片面あるいは両面に配線が形成されたメタルコアプリント配線
板、多層メタルコアプリント配線板、片面あるいは両面に配線が形成されたメタルベース
プリント配線板、多層メタルベースプリント配線板、片面あるいは両面に配線が形成され
たセラミックス配線板、多層セラミックス配線板を例示することができる。これらの各種
のプリント配線板の製造方法は、従来の方法とすればよい。また、発光素子と基板に形成
された回路との電気的な接続方法（実装方法）として、発光素子の構造にもよるが、ダイ
ボンド法、ワイヤボンド法、これらの方法の組合せ、サブマウントを用いる方式を挙げる
ことができる。尚、ダイボンド法として、ハンダ・ボールを用いる方法、ハンダ・ペース
トを用いる方法、ＡｕＳｎ共晶ハンダを溶融してボンディングする方法、金バンプを形成
して超音波を用いて接合する方法を挙げることができる。発光素子の基板への取付け方法
は、周知の取付け方法とすればよい。また、基板をヒートシンクに固定することが望まし
い。
【００３８】
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　本発明において、光出射部材を構成する材料の屈折率をｎ1としたとき、１．３５≦ｎ1

≦２．５、好ましくは、１．４≦ｎ1≦１．８であることが望ましい。ここで、光出射部
材を構成する材料として、メガネレンズに用いられている材料を挙げることができ、セイ
コーオプティカルプロダクツ株式会社の商品名プレステージ（屈折率：１．７４）、昭和
光学株式会社の商品名ＵＬＴＩＭＡＸ　Ｖ　ＡＳ　１．７４（屈折率：１．７４）、ニコ
ン・エシロールの商品名ＮＬ５－ＡＳ（屈折率：１．７４）といった高屈折率を有するプ
ラスチック材料や、ＰＭＭＡ、ポリカーボネート樹脂、アクリル系樹脂、非晶性のポリプ
ロピレン系樹脂、ＡＳ樹脂を含むスチレン系樹脂、ノルボルネン系の重合体樹脂である日
本ゼオン株式会社製「ゼオノア」（ＺＥＯＮＯＲ）］といった各種のプラスチックを挙げ
ることができる。また、ＨＯＹＡ株式会社製の硝材ＮＢＦＤ１１（屈折率ｎ1：１．７８
）、Ｍ－ＮＢＦＤ８２（屈折率ｎ1：１．８１）、Ｍ－ＬＡＦ８１（屈折率ｎ1＝１．７３
１）といった光学ガラス；ＫＴｉＯＰＯ4（屈折率ｎ1：１．７８）、ニオブ酸リチウム［
ＬｉＮｂＯ3］（屈折率ｎ1：２．２３）といった無機誘電体材料を挙げることができる。
光出射部材を射出成形可能な熱可塑性材料から構成する場合、光出射部材を射出成形法に
て成形することができる。
【００３９】
　発光素子から出射した光は、光出射部材の曲面部に対向した下面から光出射部材へと入
射するが、係る下面は平坦であってもよいし、係る下面には凹部が形成されていてもよい
。発光素子は、係る下面よりも下方に配置されていてもよいし、係る下面と同じレベルに
配置されていてもよいし、係る下面に設けられた凹部内に配置されていてもよい。発光素
子は、例えば、シリコーン樹脂（屈折率：例えば、１．４１～１．５０）やエポキシ樹脂
（屈折率：例えば、１．４０～１．６０）から成る封止樹脂によって封止された状態とさ
れていてもよい。あるいは又、シリコーン樹脂やエポキシ樹脂から光出射部材を作製し、
光出射部材を封止部材としても機能させ、発光素子が、隙間無く光出射部材で覆われてい
る構造とすることもできる。
【００４０】
　面状光源装置にあっては、赤色（例えば、波長６４０ｎｍ）を発光する複数の赤色発光
素子組立体、緑色（例えば、波長５３０ｎｍ）を発光する複数の緑色発光素子組立体、及
び、青色（例えば、波長４５０ｎｍ）を発光する複数の青色発光素子組立体が、筐体内に
配置、配列されている。発光素子組立体の配列状態として、赤色発光素子組立体、緑色発
光素子組立体及び青色発光素子組立体を１組とした発光素子組立体ユニットを液晶表示装
置の画面水平方向に複数、連ねて発光素子組立体アレイを形成し、この発光素子組立体ア
レイを液晶表示装置の画面垂直方向に複数本、並べる配列を例示することができる。尚、
発光素子組立体ユニットとして、上述したとおり、（１つの赤色発光素子組立体，１つの
緑色発光素子組立体，１つの青色発光素子組立体）、（１つの赤色発光素子組立体，２つ
の緑色発光素子組立体，１つの青色発光素子組立体）の組合せを挙げることができる。尚
、光の三原色である赤色、緑色、青色以外の第４番目の色を発光する発光素子組立体を更
に備えていてもよい。
【００４１】
　面状光源装置は、光拡散板だけでなく、光拡散シート、プリズムシート（フィルム）、
ＢＥＦやＤＢＥＦ（これらは、住友スリーエム株式会社の商品名）、偏光変換シート（フ
ィルム）といった光学機能シート（フィルム）群や、反射シートを備えている構成とする
ことができる。
【００４２】
　液晶表示装置として、透過型あるいは半透過型のカラー液晶表示装置を挙げることがで
きる。これらの液晶表示装置は、例えば、透明第１電極を備えたフロント・パネル、透明
第２電極を備えたリア・パネル、及び、フロント・パネルとリア・パネルとの間に配され
た液晶材料から成る。
【００４３】
　フロント・パネルは、より具体的には、例えば、ガラス基板やシリコン基板から成る第
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１の基板と、第１の基板の内面に設けられた透明第１電極（共通電極とも呼ばれ、例えば
、ＩＴＯから成る）と、第１の基板の外面に設けられた偏光フィルムとから構成されてい
る。更には、フロント・パネルは、第１の基板の内面に、アクリル樹脂やエポキシ樹脂か
ら成るオーバーコート層によって被覆されたカラーフィルターが設けられ、オーバーコー
ト層上に透明第１電極が形成された構成を有している。透明第１電極上には配向膜が形成
されている。カラーフィルターの配置パターンとして、デルタ配列、ストライプ配列、ダ
イアゴナル配列、レクタングル配列を挙げることができる。一方、リア・パネルは、より
具体的には、例えば、ガラス基板やシリコン基板から成る第２の基板と、第２の基板の内
面に形成されたスイッチング素子と、スイッチング素子によって導通／非導通が制御され
る透明第２電極（画素電極とも呼ばれ、例えば、ＩＴＯから成る）と、第２の基板の外面
に設けられた偏光フィルムとから構成されている。透明第２電極を含む全面には配向膜が
形成されている。これらの透過型あるいは半透過型のカラー液晶表示装置を構成する各種
の部材や液晶材料は、周知の部材、材料から構成することができる。尚、スイッチング素
子として、単結晶シリコン半導体基板に形成されたＭＯＳ型ＦＥＴや、ガラス基板に形成
された薄膜トランジスタ（ＴＦＴ）といった３端子素子や、ＭＩＭ素子、バリスタ素子、
ダイオード等の２端子素子を例示することができる。
【００４４】
　本発明の第１の態様あるいは第２の態様に係る面状光源装置を、複数の面状光源ユニッ
トから構成することができる。即ち、複数の面状光源ユニットは、液晶表示装置の表示領
域をＰ×Ｑ個の仮想の表示領域ユニットに分割したと想定したときの該Ｐ×Ｑ個の表示領
域ユニットに対応したＰ×Ｑ個の面状光源ユニットから成り、面状光源ユニットに備えら
れた光源（発光素子組立体ユニット）は、個別に制御される構成とすることができる。尚
、このような構成を、便宜上、分割駆動方式の面状光源装置と呼ぶ場合がある。
【００４５】
　分割駆動方式の面状光源装置において、１つの面状光源ユニットには、１又は複数の発
光素子組立体ユニットが配置されている。尚、発光素子の発光状態（具体的には、例えば
、光源の輝度、あるいは、光源の色度、あるいは、光源の輝度と色度）を測定するための
光センサーが配設されていることが望ましい。光センサーの数は、最低１個であればよい
が、１個の面状光源ユニットに１つの光センサーが配置されている構成とすることが、各
面状光源ユニットの発光状態を確実に測定するといった観点から望ましい。光センサーと
して、周知のフォトダイオードやＣＣＤ装置を挙げることができる。
【００４６】
　分割駆動方式にあっては、サブピクセルの光透過率（開口率とも呼ばれる）Ｌｔ、サブ
ピクセルに対応する表示領域の部分の輝度（表示輝度）ｓｙ、及び、面状光源ユニットの
輝度（光源輝度）ＳＹを、以下のとおり、定義する。
【００４７】
ＳＹ1・・・・光源輝度の、例えば最高輝度であり、以下、光源輝度・第１規定値と呼ぶ
場合がある。
Ｌｔ1・・・表示領域ユニットにおけるサブピクセルの光透過率（開口率）の、例えば最
大値であり、以下、光透過率・第１規定値と呼ぶ場合がある。
Ｌｔ2・・・光源輝度が光源輝度・第１規定値ＳＹ1であるときに、表示領域ユニットを構
成する全ての画素を駆動するために駆動回路に入力される駆動信号の値の内の最大値であ
る表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxに等しい値を有する駆動信号に相当す
る制御信号がサブピクセルに供給されたと想定したときのサブピクセルの光透過率（開口
率）であり、以下、光透過率・第２規定値と呼ぶ場合がある。尚、０≦Ｌｔ2≦Ｌｔ1であ
る。
ｓｙ2・・・・光源輝度が光源輝度・第１規定値ＳＹ1であり、サブピクセルの光透過率（
開口率）が光透過率・第２規定値Ｌｔ2であると仮定したときに得られる表示輝度であり
、以下、表示輝度・第２規定値と呼ぶ場合がある。
ＳＹ2・・・・表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxに等しい値を有する駆動信
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号に相当する制御信号がサブピクセルに供給されたと想定し、しかも、このときのサブピ
クセルの光透過率（開口率）が光透過率・第１規定値Ｌｔ1に補正されたと仮定したとき
、サブピクセルの輝度を表示輝度・第２規定値（ｓｙ2）とするための面状光源ユニット
の光源輝度。但し、光源輝度ＳＹ2には、各面状光源ユニットの光源輝度が他の面状光源
ユニットの光源輝度に与える影響を考慮した補正が施される場合がある。
【００４８】
　面状光源装置の分割駆動時、表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxに等しい
値を有する駆動信号に相当する制御信号が画素に供給されたと想定したときの画素の輝度
（光透過率・第１規定値Ｌｔ1における表示輝度・第２規定値ｓｙ2）が得られるように、
表示領域ユニットに対応する面状光源ユニットを構成する光源（発光素子組立体ユニット
）の輝度を駆動回路によって制御するが、具体的には、例えば、サブピクセルの光透過率
（開口率）を、例えば光透過率・第１規定値Ｌｔ1としたときに表示輝度ｓｙ2が得られる
ように、光源輝度ＳＹ2を制御すればよい（例えば、減少させればよい）。即ち、例えば
、以下の式（Ａ）を満足するように、液晶表示装置の画像表示におけるフレーム（便宜上
、画像表示フレームと呼ぶ）毎に面状光源ユニットの光源輝度ＳＹ2を制御すればよい。
尚、ＳＹ2≦ＳＹ1の関係にある。
【００４９】
ＳＹ2・Ｌｔ1＝ＳＹ1・Ｌｔ2　　（Ａ）
【００５０】
　駆動回路は、例えば、パルス幅変調（ＰＷＭ）信号発生回路、デューティ比制御回路、
発光素子駆動回路、演算回路、記憶装置（メモリ）等から構成された面状光源装置制御回
路及び面状光源ユニット駆動回路、並びに、タイミングコントローラ等の周知の回路から
構成された液晶表示装置駆動回路から構成することができる。
【００５１】
　面状光源装置において分割駆動方式（部分駆動方式）を採用し、表示領域ユニット内・
駆動信号最大値ｓｘU-maxに等しい値を有する駆動信号に相当する制御信号が画素に供給
されたと想定したときの画素の輝度（光透過率・第１規定値Ｌｔ1における表示輝度・第
２規定値ｓｙ2）が得られるように、表示領域ユニットに対応する面状光源ユニットを構
成する光源（発光素子組立体ユニット）の輝度を駆動回路によって制御すれば、面状光源
装置の消費電力の低減を図ることができるばかりか、白レベルの増加や黒レベルの低下を
図り、高いコントラスト比（液晶表示装置の画面表面における、外光反射等を含まない、
全黒表示部と全白表示部の輝度比）を得ることができ、所望の表示領域の明るさを強調す
ることが可能となるので、画像表示の品質の向上を図ることができる。
【００５２】
　本発明の面状光源装置の適用分野として、上述した液晶表示装置組立体だけでなく、自
動車、電車、船舶、航空機等の輸送手段における灯具や灯火（例えば、ヘッドライト、テ
ールライト、ハイマウントストップライト、スモールライト、ターンシグナルランプ、フ
ォグライト、室内灯、メーターパネル用ライト、各種のボタンに内蔵された光源、行き先
表示灯、非常灯、非常口誘導灯等）、建築物における各種の灯具や灯火（外灯、室内灯、
照明具、非常灯、非常口誘導灯等）、街路灯、信号機や看板、機械、装置等における各種
の表示灯具、トンネルや地下通路等における照明具や採光部を挙げることができる。
【発明の効果】
【００５３】
　本発明の光出射部材等にあっては、曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、しかも
、関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、φ＝φ0

（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少する。従って、ＸＺ平面内において
曲面部から最大光強度の光が所望の方向（具体的には、出射角θI-maxの方向）に出射さ
れることが保証され、しかも、水平方向にも多くの光が出射される。その結果、例えば、
赤色発光素子から構成された赤色発光素子組立体、緑色発光素子から構成された緑色発光
素子組立体、及び、青色発光素子から構成された青色発光素子組立体を用いて、これらの
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発光素子から出射された赤色、緑色及び青色を混色したときにも、色ムラが発生し難くな
るし、輝度ムラも発生し難くなる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００５４】
　以下、図面を参照して、実施例に基づき本発明を説明する。
【実施例１】
【００５５】
　実施例１は、本発明の光出射部材及び発光素子組立体に関する。実施例１の光出射部材
及び発光素子組立体の模式的な断面図を図１に示す。また、説明のために、図１を拡大し
た模式的な断面図を図２に示し、実施例１の光出射部材の３次元形状を図３に示す。更に
は、ＸＺ平面（但し、ｙ＝０ｍｍ）で実施例１の光出射部材の切断したときの光出射部材
上面の外形線、ＸＺ平面（但し、ｙ＝±０．５ｍｍ）で実施例１の光出射部材の切断した
ときの光出射部材上面の外形線、ＸＺ平面（但し、ｙ＝±１．０ｍｍ）で実施例１の光出
射部材の切断したときの光出射部材上面の外形線を、それぞれ、実線、破線、点線で、図
４の（Ａ）に示し、ＹＺ平面（但し、ｘ＝０ｍｍ）で実施例１の光出射部材の切断したと
きの光出射部材上面の外形線、ＹＺ平面（但し、ｘ＝－１．０ｍｍ）で実施例１の光出射
部材の切断したときの光出射部材上面の外形線、ＹＺ平面（但し、ｘ＝１．０ｍｍ）で実
施例１の光出射部材の切断したときの光出射部材上面の外形線を、それぞれ、実線、破線
、点線で、図４の（Ｂ）に示す。
【００５６】
　実施例１の光出射部材３０は、発光素子２１の上に配置され、発光素子２１からの光を
出射する曲面部３２が設けられた上面３１を有する光出射部材である。また、実施例１の
発光素子組立体２０は、
　（Ａ）発光素子２１、並びに、
　（Ｂ）発光素子２１の上に配置され、発光素子２１からの光を出射する曲面部３２が設
けられた上面３１を有する光出射部材３０、
を備えている。
【００５７】
　そして、（イ）発光素子２１の光出射面の法線と平行であって曲面部３２の中心を通る
軸線を曲面部中心軸とする。また、（ロ）発光素子２１の中心を通り、発光素子２１の光
出射面の法線をＺ軸とし、曲面部中心軸及びＺ軸を含む平面をＸＺ平面とし、Ｚ軸と発光
素子２１の光出射面とが交わる点を原点Ｏとした３次元空間の直交座標系（ｘ，ｙ，ｚ）
を想定する。更には、（ハ）ＸＺ平面内において曲面部３２から出射された光がＸ軸の正
の方向に向かう場合、係る光の進行方向とＺ軸とが成す角度を正の値とする。また、（ニ
）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度φにて原点Ｏから出射された光が、ＸＺ平面内
において、Ｚ軸との成す角度θにて曲面部３２から出射されるとする。更には、（ホ）Ｘ
Ｚ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ＋｜Δφ｜／２）［≡α+］にて原点Ｏから出
射された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（θ＋Δθ+）［≡β+］にて曲面
部３２から出射されるとする。また、（ヘ）ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度（φ
－｜Δφ｜／２）［≡α-］にて原点Ｏから出射された光が、ＸＺ平面内において、Ｚ軸
との成す角度（θ＋Δθ-）［≡β-］にて曲面部３２から出射されるとする。尚、｜Δθ

+｜の値と｜Δθ-｜の値は、通常、等しくはない。
【００５８】
　実施例１の光出射部材３０にあっては、曲面部中心軸のｘ座標（ｘCL）の値は正の値で
ある。また、曲面部３２の縁３３の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした円又は楕円である
。更には、原点Ｏから出射されたＺ軸上の光は、ＸＺ平面内において、Ｚ軸との成す角度
θ0（但し、θ0＞０）にて曲面部３２から出射される。そして、
Ｆ（φ，Δφ）＝（Δθ+－Δθ-）／Δφ　　（１）
で表される関数Ｆ（φ，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、
φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、単調に減少する。即ち、φの値が最小
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値から増加するに従い、下に凸の状態で単調に増加し、変曲点を経て、上に凸の状態で単
調に増加し、φ＝φ0（＜０）において最大値をとり、次いで、上に凸の状態で単調に減
少し、変曲点を経て、下に凸の状態で単調に減少する。
【００５９】
　より具体的には、曲面部３２の縁３３の軌跡は、曲面部中心軸を中心とした直径３．５
ｍｍの円である。実施例１にあっては、曲面部３２の縁３３は、光出射部材３０の上面３
１の縁３１Ａ（即ち、光出射部材３０の縁）の内側に位置している。曲面部３２の縁３３
の外側に位置する光出射部材３０の上面３１の領域は、Ｚ軸を含む仮想平面で切断したと
きの断面が水平な線分及び略垂直な線分の組合せで表される。また、曲面部中心軸のｘ座
標（ｘCL）の値は、０．３８ｍｍである。実施例１における光出射部材３０にあっては、
曲面部３２は、Ｚ軸に対して非回転対称形状であり、一方、ＸＺ平面に対して対称である
。また、光出射部材３０は、屈折率ｎ1が１．４１のシリコーン樹脂から構成されており
、トランスモールド法にて成形されている。ここで、光出射部材３０は発光素子２１を封
止する機能も有し、発光素子２１は、隙間無く光出射部材３０で覆われている。
【００６０】
　実施例１においては、上述したとおり、発光素子２１は、隙間無く光出射部材３０で覆
われている。但し、図１２の（Ａ）に図示するように、光出射部材３０と発光素子２１と
の間には空気層１２が存在し、光出射部材３０には曲面部３２に対向した光入射下面３４
が設けられ、光入射下面３４には凹部１３が設けられており、係る凹部１３内に発光素子
２１が配置されている構成、構造としてもよいし、図１２の（Ｂ）に図示するように、光
出射部材３０の光入射下面３４の下方に、封止材１４によって封止された発光素子２１が
配置されていてもよい。実施例１にあっては、発光素子２１からの光は、直接、光出射部
材３０に入射する。更には、光出射部材３０は、曲面部３２において内部反射された光を
内部反射して上面３１から出射させる光反射下面３５を有する。光反射下面３５は、光出
射部材３０の縁部分に位置し、傾斜面から構成されており、この傾斜面は、外側に向かっ
て下方に傾斜し、且つ、下に凸である。このような構成を採用することで、図７に点線で
模式的に示すように、発光素子２１から出射された光が、光出射部材３０から水平方向に
出射され易くなり、輝度の均一性を確保することができるし、また、輝度ムラの抑制を図
ることができる。
【００６１】
　実施例１において、発光素子２１は、基体（図１及び図２には図示せず）、及び、基体
上に形成された発光層（図１及び図２には図示せず）から構成された発光ダイオード（Ｌ
ＥＤ）から成る。尚、光出射部材３０が発光ダイオードを構成する発光層と対向している
構成（フェイスアップ構造）としてもよいし、光出射部材３０が基体と対向しており、基
体を介して光が光出射部材３０に入射する構成（フリップチップ構造）とすることもでき
る。発光ダイオード（ＬＥＤ）は、周知の構成、構造を有する。そして、発光素子２１は
、サブマウント１１に取り付けられており、サブマウント１１は基板１０に固定されてい
る。尚、発光ダイオードとして、赤色（例えば、波長６４０ｎｍ）を発光する赤色発光ダ
イオード、緑色（例えば、波長５３０ｎｍ）を発光する緑色発光ダイオード、青色（例え
ば、波長４５０ｎｍ）を発光する青色発光ダイオードを挙げることができる。
【００６２】
　実施例１における光出射部材３０にあっては、例えば、図３に図示するように、曲面部
３２は、凹面、及び、この凹面から連続した凸面から構成されている。そして、図１に示
すように、凹面の極小点と原点との成す角度φmin-vは、φmin-v＜φ0を満足している。
具体的には、極小点のｘ座標の値は負（ｘ＝－０．１７ｍｍ）である。更には、凹面の極
小点を通り、発光素子２１の光出射面の法線を含む任意の仮想平面で曲面部３２を切断し
たときに得られる曲線は、極小点を出発点としたとき、下に凸の状態から変曲点を経て上
に凸の状態で単調に増加し、極大値を通過して、上に凸の状態で単調に減少する。
【００６３】
　あるいは又、実施例１における光出射部材３０において、ＸＺ平面で曲面部３２を切断
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したとき得られる曲線は、ｘ座標の値が最小値から増加するに従い、上に凸で第１の極大
値を有する第１の曲線、第１の曲線と滑らかに結ばれ（即ち、変曲点を経て）、下に凸で
極小値を有する第２の曲線、第２の曲線と滑らかに結ばれ（即ち、変曲点を経て）、上に
凸で第２の極大値を有する第３の曲線から構成されている。そして、第２の極大値は第１
の極大値よりも大きな値である。具体的には、（第２の極大値－極小値）の値は、ｘ＝０
．９７ｍｍにおいて、（第２の極大値－極小値）＝０．４２ｍｍであり、（第１の極大値
－極小値）は、ｘ＝－０．５９ｍｍにおいて、（第１の極大値－極小値）＝０．０５ｍｍ
である。
【００６４】
　図５に、ＸＺ平面内におけるｘ座標と規格化された照度の関係を示すように、実施例１
における光出射部材３０にあっては、「Ａ」の実線で示すように、ＸＺ平面内において曲
面部３２から最大光強度の光が出射される点のｘ座標の値ｘI-maxは正の値である。即ち
、実施例１の発光素子組立体２０にあっては、ＸＺ平面内において、Ｘ軸上、正の方向で
あって、斜め上方に最も明るい光線が出射される（図７の照度分布中心を示す光線を参照
）。尚、ＸＺ平面内において、最大光強度を有する光がＺ軸との成す角度をθI-maxとし
たとき、θI-maxは７０度乃至８０度である。図５において、「Ｂ」の点線で示す比較例
１の光出射部材、発光素子組立体は、図２５の（Ｂ）に示した構成、構造を有する。
【００６５】
　Δφの値を、１度、２０度、４０度、６０度、８０度としたときのＦ（φ，Δφ）の値
を求めた結果を図６に示す。尚、図６中、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」は、
それぞれ、Δφ＝１度、Δφ＝２０度、Δφ＝４０度、Δφ＝６０度、Δφ＝８０度とし
たときのＦ（φ，Δφ）の値である。図６から、Δφの値が大きくなるほど、Ｆ（φ，Δ
φ）の最大値の値は小さくなるが、Δφの値が１度～８０度であっても、
φ＝φ0（＝－８．５度）
ｘ＝－０．２ｍｍ
で、Ｆ（φ，Δφ）の値は最大値となり、φ0の値はΔφの値に依存しない。但し、Ｆ（
φ，Δφ）の曲線から、Δφは、６０度以下のいずれかの値、例えば、１度以上６０度以
下のいずれかの値、好ましくは、１度以上２０度以下のいずれかの値とすることが望まし
いことが判る。
【００６６】
　曲面部３２をどのような曲面から構成するかは、例えば、以下に説明する方法で決定す
ることができる。即ち、光出射部材３０の曲面部３２での透過率による出射光強度補正を
行いながら、発光素子２１からの光を目的、目標の出射角にて出射させる表面形状を計算
する。そのために、先ず、狙いとする照度分布を設定する。例えば、図８に概念図を示す
ように、発光素子２１の放射角分布から、発光素子の出射角（放射角）を変数とした所望
とする照度分布を設定する。尚、図８中、「Ａ」、「Ｂ」、「Ｃ」、「Ｄ」、「Ｅ」に示
す状態は、出射角（放射角）が、それぞれ、－２５度～－１５度、－１５度～－５度、－
５度～＋５度、５度～１５度、１５度～２５度における設定照度を示している。次いで、
発光素子２１からの出射角（放射角）と光出射部材３０の曲面部３２からの出射角との関
係（図９参照）、更には、光出射部材３０の内部において光出射部材３０の曲面部３２に
衝突するときの光の角度（曲面部３２への入射角と呼ぶ）を計算から求める。その後、発
光素子２１からの出射角（放射角）と曲面部３２への入射角と光出射部材３０の曲面部３
２からの出射角との関係に基づき、或る出射角（放射角）で発光素子２１から出射された
光線（図１０では「Ａ」の実線で示す）が、曲面部３２の微小領域（図１０では、「Ｃ」
の円形で囲まれた領域で示す）と衝突して、所望の方向に出射されるときの（係る出射さ
れる光線を、図１０では「Ｂ」の点線で示す）、微小領域Ｃの傾斜角を求める。このよう
な操作を順次行うことで、最終的に、曲面部３２の形状（関数）を得ることができる。
【００６７】
　実施例１における発光素子２１である窒化ガリウム系の発光ダイオード（ＬＥＤ）は、
図１１の（Ａ）に模式的な断面図を示すように、基体１０１、及び、基体１０１上に形成
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された発光層１０２から構成されている。発光層１０２は、図示しないが、第１導電型（
例えばｎ型）を有する第１化合物半導体層、第１化合物半導体層上に形成された活性層、
活性層上に形成された第２導電型（例えばｐ型）を有する第２化合物半導体層の積層構造
を有する。赤色（例えば、波長６４０ｎｍ）を発光する赤色発光ダイオードを構成する基
体１０１は、ＧａＡｓ（屈折率ｎS：３．４）から成り、緑色（例えば、波長５３０ｎｍ
）及び青色（例えば、波長４５０ｎｍ）を発光する緑色発光ダイオード及び青色発光ダイ
オードを構成する基体１０１は、ＧａＮ（屈折率ｎS：２．４３８）あるいはアルミナ（
屈折率ｎS：１．７８）から成る。尚、各発光ダイオードを構成する発光層１０２の組成
、構成、構造は、周知の組成、構成、構造とすればよい。そして、発光層１０２からの光
は、基体１０１を通過して外部に出射され、光出射部材３０に設けられた光入射下面３４
から光出射部材３０に入射する。即ち、図１１の（Ａ）に示す構造は、所謂フリップチッ
プ構造である。
【００６８】
　第１化合物半導体層には第１電極１０３Ａが電気的に接続され、第１電極１０３Ａは金
バンプ１０４Ａによって基板１０６に設けられた第１配線１０５Ａに接続されている。ま
た、第２化合物半導体層には第２電極１０３Ｂが電気的に接続され、第２電極１０３Ｂは
金バンプ１０４Ｂによって基板１０６に設けられた第２配線１０５Ｂに接続されている。
第１配線１０５Ａ及び第２配線１０５Ｂは、図示しない発光素子駆動回路に接続され、発
光素子２１はこの発光素子駆動回路からのパルス幅変調（ＰＷＭ）信号、若しくは、定電
流回路からのＣＣ信号によって駆動される。尚、基板は、例えば、アルミベースの両面に
配線が形成されたメタルコアプリント配線板から構成されている。
【００６９】
　あるいは又、実施例１における発光素子２１である窒化ガリウム系の発光ダイオード（
ＬＥＤ）は、図１１の（Ｂ）に示すように、基体１１１、及び、基体１１１上に形成され
た発光層１１２から構成されている。発光層１１２は、発光層１０２と同様の構成、構造
を有し、基体１１１も、基体１０１と同様の構成、構造を有する。そして、発光層１１２
からの光は、光出射部材３０に設けられた光入射下面３４から光出射部材３０に入射する
。即ち、図１１の（Ｂ）に示す構造は、所謂フェイスアップ構造である。尚、基体１１１
は、基板１１６に、銀ペースト層１１７を介して固定されている。
【００７０】
　第１化合物半導体層には第１電極１１３Ａが電気的に接続され、第１電極１１３Ａは金
ジャンパ線１１４Ａによって基板１１６に設けられた第１配線１１５Ａに接続されている
。また、第２化合物半導体層には第２電極１１３Ｂが電気的に接続され、第２電極１１３
Ｂは金ジャンパ線１１４Ｂによって基板１１６に設けられた第２配線１１５Ｂに接続され
ている。第１配線１１５Ａ及び第２配線１１５Ｂは、図示しない発光素子駆動回路に接続
され、発光素子２１はこの発光素子駆動回路からのパルス幅変調（ＰＷＭ）信号、若しく
は、定電流回路からのＣＣ信号によって駆動される。
【００７１】
　光出射部材３０（例えば、プラスチック材料から成る）は、トランスモールド法だけで
なく、例えば射出成形法に基づき成形することもできる。即ち、射出成形用の金型内に溶
融した樹脂を射出し、樹脂を固化させた後、型開きして、金型から光出射部材３０を取り
出す。光出射部材３０は、形状が簡素であり、金型から容易に取り出すことができるし、
高い生産性、量産性を有する。また、製造時、形状にバラツキが発生する可能性が極めて
低いし、欠陥（欠け）も生じ難い。尚、光取り出しに寄与しない側面の端部にフランジ部
（図示せず）を形成しておくことにより、金型からの取出しを一層容易に行うことができ
るし、発光素子組立体の面状光源装置への取り付けも容易となる。その後、例えば、発光
素子から出射される光に対して透明なエポキシ樹脂から成る接着剤（例えば、光透過媒体
層としても機能する）を光出射部材３０の凹部１３あるいは発光素子２１の基体１０１，
１１１に塗布し、光出射部材３０を基体１０１，１１１の上に配置し、光出射部材３０と
基体１０１，１１１を光学的に密着させた状態で、接着剤を硬化させることで、発光素子
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２１を光出射部材３０に固定することができる。ここで、発光素子２１の大きさは基板１
０６，１１６よりも十分に小さいので、発光素子２１のみを光出射部材３０に固定すれば
、発光素子２１の動作時に発生する熱による光出射部材３０の歪みを低減することができ
、設計どおりの光取り出し性能を得ることができる。
【００７２】
　実施例１にあっては、曲面部中心軸のｘ座標の値は正の値であり、しかも、関数Ｆ（φ
，Δφ）は、φの値が最小値から増加するに従い、単調に増加し、φ＝φ0（＜０）にお
いて最大値をとり、次いで、単調に減少する。従って、ＸＺ平面内において曲面部３２か
ら最大光強度の光が所望の方向（出射角θI-maxの方向）に出射されることが保証され、
しかも、水平方向にも多くの光が出射される。その結果、色ムラが発生し難くなるし、輝
度ムラも発生し難くなる。
【実施例２】
【００７３】
　実施例２は、実施例１の変形である。実施例１にあっては、発光素子２１が、隙間無く
光出射部材３０で覆われている構成とした。一方、実施例２にあっては、図１３の（Ａ）
及び（Ｂ）に模式的な断面図を示すように、発光素子２１は、光透過媒体層１５を介して
光出射部材３０と対向している。具体的には、凹部１３は、光透過媒体層１５によって充
填されている。ここで、光透過媒体層１５は、ゲル状のシリコーン樹脂（屈折率：１．４
１）から成り、光出射部材３０は、屈折率１．５９のポリカーボネート樹脂から成る。以
上の点を除き、実施例２の光出射部材３０、発光素子組立体２０の構成、構造は、実施例
１の光出射部材３０、発光素子組立体２０の構成、構造と同様とすることができるので、
詳細な説明は省略する。
【実施例３】
【００７４】
　実施例３は、本発明の第１の態様に係る面状光源装置、及び、本発明の第１の態様に係
る液晶表示装置組立体に関する。実施例３あるいは後述する実施例４～実施例５の面状光
源装置におけるカラー液晶表示装置組立体の模式的な一部断面図を図１４に示し、カラー
液晶表示装置の模式的な一部断面図を図１５に示す。また、実施例３の面状光源装置にお
ける発光素子組立体ユニット及び発光素子組立体の配列状態を図１６の（Ａ）に示すが、
図１６の（Ａ）においては、４×４＝１６の発光素子組立体ユニット２３を図示している
。
【００７５】
　実施例３あるいは後述する実施例４～実施例５の面状光源装置７０は、複数の発光素子
組立体ユニット２３，２４，２５を備えており、各発光素子組立体ユニット２３，２４，
２５は複数の発光素子組立体２０から構成されている。また、実施例３あるいは後述する
実施例４～実施例５の液晶表示装置組立体は、
　（ａ）液晶表示装置（より具体的には、透過型のカラー液晶表示装置）４０、及び、
　（ｂ）液晶表示装置４０を背面から照明する面状光源装置７０（より具体的には、直下
型の面状光源装置）、
を備えている。各発光素子組立体２０は、上述した実施例１あるいは実施例２の発光素子
組立体２０によって構成されている。尚、図面において、発光素子組立体ユニット２３，
２４，２５は、点線で囲まれている。
【００７６】
　実施例３あるいは後述する実施例４～実施例５における面状光源装置７０は、図１４に
示すように、外側フレーム７３と内側フレーム７４とを備えた筐体７１から構成されてい
る。そして、透過型のカラー液晶表示装置４０の端部は、外側フレーム７３と内側フレー
ム７４とによって、スペーサ７５Ａ，７５Ｂを介して挟み込まれるように保持されている
。また、外側フレーム７３と内側フレーム７４との間には、ガイド部材７６が配置されて
おり、外側フレーム７３と内側フレーム７４とによって挟み込まれたカラー液晶表示装置
４０がずれない構造となっている。筐体７１の内部であって上部には、光拡散板８１が、
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スペーサ７５Ｃ、ブラケット部材７７を介して、内側フレーム７４に取り付けられている
。また、光拡散板８１の上には、拡散シート８２、プリズムシート８３、偏光変換シート
８４といった光学機能シート群が積層されている。
【００７７】
　筐体７１の内部であって下部には、反射シート８５が備えられている。ここで、この反
射シート８５は、その反射面が光拡散板８１と対向するように、しかも、光出射部材３０
の下端よりも下側に位置するように配置され、筐体７１の底面７２Ａに図示しない取付け
用部材を介して取り付けられている。反射シート８５は、例えば、シート基材上に、銀反
射膜、低屈折率膜、高屈折率膜を順に積層された構造を有する銀増反射膜から構成するこ
とができる。反射シート８５は、光出射部材３０から出射された光や、筐体７１の側面７
２Ｂによって反射された光を反射する。こうして、赤色を発光する赤色発光素子組立体２
０Ｒ（図１６の（Ａ）及び図１７の（Ａ）においては、丸印で囲まれた「Ｒ」で示す）、
緑色を発光する緑色発光素子組立体２０Ｇ（図１６の（Ａ）及び図１７の（Ａ）において
は、丸印で囲まれた「Ｇ」で示す）、及び、青色を発光する青色発光素子組立体２０Ｂ（
図１６の（Ａ）及び図１７の（Ａ）においては、丸印で囲まれた「Ｂ」で示す）から出射
された赤色、緑色及び青色が混色され、色純度の高い白色光を照明光として得ることがで
きる。この照明光は、光拡散板８１、拡散シート８２、プリズムシート８３、偏光変換シ
ート８４といった光学機能シート群を通過し、カラー液晶表示装置４０を背面から照射す
る。
【００７８】
　カラー液晶表示装置４０は、図１５に模式的な一部断面図を示すように、透明第１電極
５４を備えたフロント・パネル５０、透明第２電極６４を備えたリア・パネル６０、及び
、フロント・パネル５０とリア・パネル６０との間に配された液晶材料４１から成る。
【００７９】
　フロント・パネル５０は、例えば、ガラス基板から成る第１の基板５１と、第１の基板
５１の外面に設けられた偏光フィルム５６とから構成されている。第１の基板５１の内面
には、アクリル樹脂やエポキシ樹脂から成るオーバーコート層５３によって被覆されたカ
ラーフィルター５２が設けられ、オーバーコート層５３上には、透明第１電極（共通電極
とも呼ばれ、例えば、ＩＴＯから成る）５４が形成され、透明第１電極５４上には配向膜
５５が形成されている。一方、リア・パネル６０は、より具体的には、例えば、ガラス基
板から成る第２の基板６１と、第２の基板６１の内面に形成されたスイッチング素子（具
体的には、薄膜トランジスタ、ＴＦＴ）６２と、スイッチング素子６２によって導通／非
導通が制御される透明第２電極（画素電極とも呼ばれ、例えば、ＩＴＯから成る）６４と
、第２の基板６１の外面に設けられた偏光フィルム６６とから構成されている。透明第２
電極６４を含む全面には配向膜６５が形成されている。フロント・パネル５０とリア・パ
ネル６０とは、それらの外周部で封止材（図示せず）を介して接合されている。尚、スイ
ッチング素子６２は、ＴＦＴに限定されず、例えば、ＭＩＭ素子から構成することもでき
る。また、図面における参照番号６７は、スイッチング素子６２とスイッチング素子６２
との間に設けられた絶縁層である。
【００８０】
　尚、これらの透過型のカラー液晶表示装置を構成する各種の部材や、液晶材料は、周知
の部材、材料から構成することができるので、詳細な説明は省略する。
【００８１】
　そして、実施例３の面状光源装置、あるいは、液晶表示装置組立体を構成する面状光源
装置にあっては、各発光素子組立体ユニット２３において、複数の発光素子組立体２０の
それぞれの正の方向に向かうＸ軸は、１点で交わる（図１６の（Ｂ）の発光素子組立体ユ
ニット２３における赤色発光素子組立体２０Ｒ、緑色発光素子組立体２０Ｇ及び青色発光
素子組立体２０Ｂの配置状態を参照）。尚、図１６の（Ｂ）、（Ｃ）、図１７の（Ｂ）、
（Ｃ）、図１９の（Ｂ）、（Ｃ）において、Ｚ軸を黒点で示している。
【００８２】
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　発光素子組立体ユニット２３の配列状態は、赤色を発光する赤色発光素子組立体２０Ｒ
、緑色を発光する緑色発光素子組立体２０Ｇ、及び、青色を発光する青色発光素子組立体
２０Ｂを１組とした発光素子組立体ユニット２３を水平方向に複数、連ねて発光素子組立
体アレイを形成し、この発光素子組立体アレイを垂直方向に複数本、並べる配列とするこ
とができる。
【００８３】
　そして、実施例３にあっては、発光素子組立体ユニット２３は３つの発光素子組立体２
０（１つの赤色発光素子組立体２０Ｒ，１つの緑色発光素子組立体２０Ｇ，１つの青色発
光素子組立体２０Ｂ）から構成されており、３つの発光素子組立体２０におけるＺ軸のそ
れぞれは、正三角形の頂点に配置されており、且つ、半径ＲCの円上に位置している。即
ち、Ｚ軸とＺ軸との間の距離は、（３1/2・ＲC）である（図１６の（Ｃ）の発光素子組立
体ユニット２３における赤色発光素子組立体２０Ｒ、緑色発光素子組立体２０Ｇ及び青色
発光素子組立体２０Ｂの配置状態を参照）。
【００８４】
　そして、発光素子２１の光出射面から光拡散板８１までの距離をＨとしたとき、
０．１≦ＲC／Ｈ≦０．６
を満足している。具体的には、
ＲC　　＝５．６６ｍｍ
Ｈ　　 ＝２０ｍｍ
ｘmax　＝２．８６ｍｍ
θI-max＝７５度
である。
【００８５】
　このような構成とすることで、光拡散板８１上における輝度ムラの発生、色ムラの発生
を一層確実に抑制することができる。
【実施例４】
【００８６】
　実施例４は、実施例３の変形である。実施例４の面状光源装置における発光素子組立体
ユニット２４及び発光素子組立体の配列状態を図１７の（Ａ）に示すが、図１７の（Ａ）
においては、４×４＝１６の発光素子組立体ユニット２４を図示している。
【００８７】
　実施例３にあっては、発光素子組立体ユニット２３を構成する各発光素子組立体の個数
を、（１つの赤色発光素子組立体２０Ｒ，１つの緑色発光素子組立体２０Ｇ，１つの青色
発光素子組立体２０Ｂ）とした。一方、実施例４にあっては、発光素子組立体ユニット２
４は４つの発光素子組立体２０（１つの赤色発光素子組立体２０Ｒ，２つの緑色発光素子
組立体２０Ｇ，１つの青色発光素子組立体２０Ｂ）から構成されており、４つの発光素子
組立体２０におけるＺ軸のそれぞれは、正方形の頂点に配置されており、且つ、半径ＲC

の円上に位置している。即ち、Ｚ軸とＺ軸との間の距離は、（２1/2・ＲC）である。
【００８８】
　そして、発光素子２１の光出射面から光拡散板８１までの距離をＨとしたとき、
０．１≦ＲC／Ｈ≦０．６
を満足している。具体的には、
ＲC　＝５．６６ｍｍ
Ｈ　　 ＝２０ｍｍ
ｘmax　＝２．８６ｍｍ
θI-max＝７５度
である。
【００８９】
　このような構成とすることで、光拡散板８１上における輝度ムラの発生、色ムラの発生
を一層確実に抑制することができる。
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【００９０】
　実施例４の面状光源装置において、光拡散板上における色度座標のｘの値の分布及びｙ
の値の分布をシミュレーションした結果を、図１８の（Ａ）に示す。また、比較例４の面
状光源装置において、光拡散板上における色度座標のｘの値の分布及びｙの値の分布をシ
ミュレーションした結果を、図１８の（Ｂ）に示す。ここで、比較例４の面状光源装置に
おいては、発光素子組立体の構成、構造を、比較例１の光出射部材、発光素子組立体と同
じ構成、構造とした。但し、発光素子組立体の配置状態は、実施例４と同じである。具体
的には、１つの発光素子組立体内におけるＺ軸とＺ軸との間の距離を８．０ｍｍとし、隣
接する発光素子組立体ユニット２４の中心と発光素子組立体ユニット２４の中心との間の
距離を３０ｍｍとし、Ｈ＝２０ｍｍとした。また、図１８の（Ａ）及び（Ｂ）にあっては
、６０ｍｍ×６０ｍｍの領域の光拡散板上における色度のｘの値の分布及びｙの値の分布
を示しており、係る領域を、図１７の（Ａ）においては、一点鎖線で示している。
【００９１】
　図１８の（Ａ）、（Ｂ）から、比較例４と比べて、実施例４の方が、色度のバラツキが
格段に小さくなっていることが判る。
【実施例５】
【００９２】
　実施例５は、本発明の第２の態様に係る面状光源装置、及び、本発明の第２の態様に係
る液晶表示装置組立体に関する。実施例５の面状光源装置における発光素子組立体ユニッ
ト２５及び発光素子組立体の配列状態を図１９の（Ａ）に示すが、図１９の（Ａ）におい
ては、４×４＝１６の発光素子組立体ユニット２５を図示している。尚、実施例５の液晶
表示装置組立体の構成、構造、並びに、面状光源装置の構成、構造は、発光素子組立体ユ
ニットを構成する発光素子組立体及びその配置が実施例３と異なっている点を除き、実施
例３の液晶表示装置組立体の構成、構造、並びに、面状光源装置の構成、構造と同様とす
ることができるので、詳細な説明は省略する。
【００９３】
　実施例５の面状光源装置、あるいは、液晶表示装置組立体を構成する面状光源装置にあ
っては、各発光素子組立体ユニット２５において、対向する一対の発光素子組立体２０の
Ｘ軸は重なっており、且つ、対向する一対の発光素子組立体２０のＸ軸の正の方向は、互
いに逆方向である（図１９の（Ｂ）の発光素子組立体ユニット２５における発光素子組立
体２０Ｗの配置状態を参照）。実施例５にあっては、一対の発光素子組立体２０Ｗ（図１
９の（Ａ）においては、丸印で囲まれた「Ｗ」で示す）は、白色を発光する発光素子組立
体から構成されている。
【００９４】
　そして、１つの発光素子組立体ユニット２５内において対向する一対の発光素子組立体
２０ＷにおけるＺ軸間の距離をＬ1、Ｘ軸方向に隣接する発光素子組立体ユニット２５の
中心と発光素子組立体ユニット２５の中心との間の距離をＬ2、発光素子２１の光出射面
から光拡散板８１までの距離をＨとしたとき、
０．１≦（Ｌ2／４－Ｌ1／２）／Ｈ≦０．６
を満足している。具体的には、
Ｌ1　　＝　９．６ｍｍ
Ｌ2　　＝３８．４ｍｍ
Ｈ　　 ＝２０ｍｍ
ｘmax　＝２．８６ｍｍ
θI-max＝７５度
である。
【００９５】
　このような構成とすることで、光拡散板８１上における輝度ムラの発生、色ムラの発生
を一層確実に抑制することができる。
【００９６】
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　実施例３～実施例５にあっては、面状光源装置として、以下に説明する分割駆動方式（
部分駆動方式）の面状光源装置を採用してもよい。
【００９７】
　分割駆動方式の面状光源装置は、カラー液晶表示装置の表示領域をＰ×Ｑ個の仮想の表
示領域ユニットに分割したと想定したときのこれらのＰ×Ｑ個の表示領域ユニットに対応
したＰ×Ｑ個の面状光源ユニットから成り、Ｐ×Ｑ個の面状光源ユニットの発光状態は、
個別に制御される。
【００９８】
　図２０に概念図を示すように、カラー液晶表示装置４０は、第１の方向に沿ってＭ0個
、第２の方向に沿ってＮ0個の、合計Ｍ0×Ｎ0個のピクセルが２次元マトリクス状に配列
された表示領域４１１を備えている。ここで、表示領域４１１を、Ｐ×Ｑ個の仮想の表示
領域ユニット４１２に分割したと想定する。各表示領域ユニット４１２は複数のピクセル
から構成されている。具体的には、例えば、画像表示用解像度としてＨＤ－ＴＶ規格を満
たすものであり、２次元マトリクス状に配列されたピクセル（画素）の数Ｍ0×Ｎ0を（Ｍ

0，Ｎ0）で表記したとき、例えば、（１９２０，１０８０）である。また、２次元マトリ
クス状に配列されたピクセルから構成された表示領域４１１（図２０において、一点鎖線
で示す）がＰ×Ｑ個の仮想の表示領域ユニット４１２（境界を点線で示す）に分割されて
いる。（Ｐ，Ｑ）の値は、例えば、（１９，１２）である。但し、図面の簡素化のため、
図２０における表示領域ユニット４１２（及び、後述する面状光源ユニット７１２）の数
は、この値と異なる。各表示領域ユニット４１２は複数（Ｍ×Ｎ）のピクセルから構成さ
れており、１つの表示領域ユニット４１２を構成するピクセルの数は、例えば、約１万で
ある。各ピクセルは、それぞれが異なる色を発光する複数のサブピクセルを１組として構
成されている。より具体的には、各ピクセル（画素）は、第１サブピクセル（青色発光サ
ブピクセル，サブピクセル［Ｂ］）、第２サブピクセル（緑色発光サブピクセル，サブピ
クセル［Ｇ］）、及び、第３サブピクセル（赤色発光サブピクセル，サブピクセル［Ｒ］
）の３種のサブピクセル（副画素）から構成されている。このカラー液晶表示装置４０は
、線順次駆動される。より具体的には、カラー液晶表示装置４０は、マトリクス状に交差
する走査電極（第１の方向に沿って延びている）とデータ電極（第２の方向に沿って延び
ている）とを有し、走査電極に走査信号を入力して走査電極を選択、走査し、データ電極
に入力されたデータ信号（制御信号に基づく信号である）に基づき画像を表示させ、１画
面を構成する。
【００９９】
　カラー液晶表示装置４０は、具体的には、実施例３～実施例５にて説明した構造を有す
る。
【０１００】
　直下型の面状光源装置（バックライト）７０は、Ｐ×Ｑ個の仮想の表示領域ユニット４
１２に対応したＰ×Ｑ個の面状光源ユニット７１２から成り、各面状光源ユニット７１２
は、面状光源ユニット７１２に対応する表示領域ユニット４１２を背面から照明する。面
状光源ユニット７１２に備えられた光源は、個別に制御される。但し、面状光源ユニット
７１２の光源輝度は、例えば、他の面状光源ユニット７１２に備えられた光源の発光状態
等による影響を受けない。尚、カラー液晶表示装置４０の下方に面状光源装置７０が位置
しているが、図２０においては、カラー液晶表示装置４０と面状光源装置７０とを別々に
表示した。光源は、パルス幅変調（ＰＷＭ）制御方式に基づき駆動される発光素子（発光
ダイオード）２１から成る。面状光源ユニット７１２の輝度の増減は、面状光源ユニット
７１２を構成する発光素子２１のパルス幅変調制御におけるデューティ比の増減制御によ
って行う。
【０１０１】
　図２０及び図２１に示すように、外部（ディスプレイ回路）からの駆動信号に基づき面
状光源装置７０及びカラー液晶表示装置４０を駆動するための駆動回路は、パルス幅変調
制御方式に基づき、面状光源装置７０を構成する発光素子２１のオン／オフ制御を行う面
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状光源装置制御回路４５０及び面状光源ユニット駆動回路４６０、並びに、液晶表示装置
駆動回路４７０から構成されている。
【０１０２】
　面状光源装置制御回路４５０は、演算回路４５１及び記憶装置（メモリ）４５２から構
成されている。一方、面状光源ユニット駆動回路４６０は、演算回路４６１、記憶装置（
メモリ）４６２、ＬＥＤ駆動回路４６３、フォトダイオード制御回路４６４、ＦＥＴから
成るスイッチング素子４６５、発光素子駆動電源（定電流源）４６６から構成されている
。面状光源装置制御回路４５０及び面状光源ユニット駆動回路４６０を構成するこれらの
回路等は、周知の回路等とすることができる。一方、カラー液晶表示装置４０を駆動する
ための液晶表示装置駆動回路４７０は、タイミングコントローラ４７１といった周知の回
路から構成されている。カラー液晶表示装置４０には、液晶セルを構成するＴＦＴから成
るスイッチング素子を駆動するためのゲート・ドライバ、ソース・ドライバ等（これらは
図示せず）が備えられている。
【０１０３】
　そして、或る画像表示フレームにおける発光素子２１の発光状態は、フォトダイオード
４２４によって測定され、フォトダイオード４２４からの出力はフォトダイオード制御回
路４６４に入力され、フォトダイオード制御回路４６４、演算回路４６１において、発光
素子２１の例えば輝度及び色度としてのデータ（信号）とされ、係るデータがＬＥＤ駆動
回路４６３に送られ、次の画像表示フレームにおける発光素子２１の発光状態が制御され
るといったフィードバック機構が形成される。
【０１０４】
　発光素子２１の下流には電流検出用の抵抗体ｒが、発光素子２１と直列に挿入されてお
り、抵抗体ｒを流れる電流が電圧に変換され、抵抗体ｒにおける電圧降下が所定の値とな
るように、ＬＥＤ駆動回路４６３の制御下、発光素子駆動電源４６６の動作が制御される
。ここで、図２１には、発光素子駆動電源（定電流源）４６６を１つで描写しているが、
実際には、発光素子２１のそれぞれを駆動するための発光素子駆動電源４６６が配されて
いる。尚、図２１には、３組の面状光源ユニット７１２を図示している。図２１において
は、１つの面状光源ユニット７１２には１つの発光素子２１が備えられているように図示
したが、実際には、面状光源ユニット７１２において、発光素子組立体ユニットを構成す
る発光素子２１の個数は３あるいは４である。
【０１０５】
　２次元マトリクス状に配列されたピクセルから構成された表示領域４１１がＰ×Ｑ個の
表示領域ユニットに分割されているが、この状態を、「行」及び「列」で表現すると、Ｑ
行×Ｐ列の表示領域ユニットに分割されていると云える。また、表示領域ユニット４１２
は複数（Ｍ×Ｎ）のピクセルから構成されているが、この状態を、「行」及び「列」で表
現すると、Ｎ行×Ｍ列のピクセルから構成されていると云える。更には、第３サブピクセ
ル（サブピクセル［Ｒ］）、第２発光サブピクセル（サブピクセル［Ｇ］）、及び、第１
発光サブピクセル（サブピクセル［Ｂ］）を一括して纏めて『サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ
］』と呼ぶ場合があるし、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の動作の制御（具体的には、例え
ば、光透過率（開口率）の制御）のためにサブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に入力される第３
サブピクセル・制御信号、第２サブピクセル・制御信号、及び、第１サブピクセル・制御
信号を一括して纏めて『制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］』と呼ぶ場合があるし、表示領域ユニッ
トを構成するサブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］を駆動するために駆動回路に外部から入力され
る第３サブピクセル・駆動信号、第２サブピクセル・駆動信号、及び、第１サブピクセル
・駆動信号を一括して纏めて『駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］』と呼ぶ場合がある。
【０１０６】
　各ピクセルは、前述したように、第３サブピクセル（サブピクセル［Ｒ］）、第２サブ
ピクセル（サブピクセル［Ｇ］）、及び、第１サブピクセル（サブピクセル［Ｂ］）の３
種のサブピクセルを１組として構成されている。以下の実施例の説明においては、サブピ
クセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれの輝度の制御（階調制御）を８ビット制御とし、０～２
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５５の２8段階にて行うとする。従って、各表示領域ユニット４１２を構成する各ピクセ
ルにおけるサブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれを駆動するために液晶表示装置駆動回
路４７０に入力される駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘBのそれぞれは、
２8段階の値をとる。また、各面状光源ユニットを構成する発光素子２１のそれぞれの発
光時間を制御するためのパルス幅変調出力信号の値ＰＳも、０～２５５の２8段階の値を
とる。但し、これに限定するものではなく、例えば、１０ビット制御とし、０～１０２３
の２10段階にて行うこともでき、この場合には、８ビットの数値での表現を、例えば４倍
すればよい。
【０１０７】
　ピクセルのそれぞれに、ピクセルのそれぞれの光透過率Ｌｔを制御する制御信号が駆動
回路から供給される。具体的には、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれに、サブピク
セル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれの光透過率Ｌｔを制御する制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が液晶
表示装置駆動回路４７０から供給される。即ち、液晶表示装置駆動回路４７０においては
、入力された駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］から制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が生成され、この制御
信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］がサブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に供給（出力）される。尚、面状光源
ユニット７１２の輝度である光源輝度ＳＹ2を１画像表示フレーム毎に変化させるので、
制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］は、例えば、駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘB

を２．２乗した値に対して、光源輝度ＳＹ2の変化に基づく補正（補償）を行った値ＳＸR

-corr，ＳＸG-corr，ＳＸB-corrを有する。そして、液晶表示装置駆動回路４７０を構成
するタイミングコントローラ４７１から、カラー液晶表示装置４０のゲート・ドライバ及
びソース・ドライバに、制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が周知の方法で送出され、制御信号［Ｒ
，Ｇ，Ｂ］に基づき各サブピクセルを構成するスイッチング素子が駆動され、液晶セルを
構成する透明第１電極５４及び透明第２電極６４に所望の電圧が印加されることで、各サ
ブピクセルの光透過率（開口率）Ｌｔが制御される。ここで、制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の
値ＳＸR-corr，ＳＸG-corr，ＳＸB-corrが大きいほど、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の光
透過率（開口率）Ｌｔが高くなり、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に対応する表示領域の部
分の輝度（表示輝度ｓｙ）の値が高くなる。即ち、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］を通過す
る光によって構成される画像（通常、一種、点状である）は明るい。
【０１０８】
　表示輝度ｓｙ及び光源輝度ＳＹ2の制御は、カラー液晶表示装置４０の画像表示におけ
る１画像表示フレーム毎、表示領域ユニット毎、面状光源ユニット毎に行われる。また、
１画像表示フレーム内におけるカラー液晶表示装置４０の動作と面状光源装置７０の動作
とは同期させられる。尚、駆動回路に電気信号として１秒間に送られる画像情報の数（毎
秒画像）がフレーム周波数（フレームレート）であり、フレーム周波数の逆数がフレーム
時間（単位：秒）である。
【０１０９】
　以下、分割駆動方式の面状光源装置の駆動方法を、図２０、図２１及び図２２を参照し
て説明する。尚、図２２は、分割駆動方式の面状光源装置の駆動方法を説明するための流
れ図である。
【０１１０】
　ここで、ピクセルのそれぞれに、ピクセルのそれぞれの光透過率Ｌｔを制御する制御信
号が駆動回路から供給される。より具体的には、各ピクセルを構成するサブピクセル［Ｒ
，Ｇ，Ｂ］のそれぞれに、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれの光透過率Ｌｔを制御
する制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］が駆動回路４７０から供給される。そして、面状光源ユニッ
ト７１２のそれぞれにおいて、各表示領域ユニット４１２を構成する全てのピクセル（サ
ブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］）を駆動するために駆動回路４５０，４６０，４７０に入力さ
れる駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘBの内の最大値である表示領域ユニ
ット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxに等しい値を有する駆動信号に相当する制御信号がピ
クセルに供給されたと想定したときのピクセル（サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］）の輝度（
光透過率・第１規定値Ｌｔ1における表示輝度・第２規定値ｓｙ2）が得られるように、こ
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の表示領域ユニット４１２に対応する面状光源ユニット７１２を構成する光源の輝度を、
面状光源装置制御回路４５０及び面状光源ユニット駆動回路４６０によって制御する。具
体的には、サブピクセルの光透過率（開口率）を、光透過率・第１規定値Ｌｔ1としたと
きに表示輝度ｓｙ2が得られるように、光源輝度ＳＹ2を制御すればよい（例えば、減少さ
せればよい）。即ち、例えば、以下の式（Ａ）を満足するように、画像表示フレーム毎に
面状光源ユニット７１２の光源輝度ＳＹ2を制御すればよい。尚、ＳＹ2≦ＳＹ1の関係に
ある。
【０１１１】
ＳＹ2・Ｌｔ1＝ＳＹ1・Ｌｔ2　　（Ａ）
【０１１２】
　　［ステップ－１００］
　スキャンコンバータ等の周知のディスプレイ回路から送出された１画像表示フレーム分
の駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］及びクロック信号ＣＬＫは、面状光源装置制御回路４５０及び
液晶表示装置駆動回路４７０に入力される（図２０参照）。尚、駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］
は、例えば撮像管への入力光量をｓｙ’としたとき、撮像管からの出力信号であり、例え
ば放送局等から出力され、ピクセルの光透過率Ｌｔを制御するために液晶表示装置駆動回
路４７０にも入力される駆動信号であり、入力光量ｓｙ’の０．４５乗の関数で表すこと
ができる。そして、面状光源装置制御回路４５０に入力された１画像表示フレーム分の駆
動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘBは、面状光源装置制御回路４５０を構成
する記憶装置（メモリ）４５２に、一旦、記憶される。また、液晶表示装置駆動回路４７
０に入力された１画像表示フレーム分の駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘ

Bも、液晶表示装置駆動回路４７０を構成する記憶装置（図示せず）に、一旦、記憶され
る。
【０１１３】
　　［ステップ－１１０］
　次いで、面状光源装置制御回路４５０を構成する演算回路４５１においては、記憶装置
４５２に記憶された駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値を読み出し、第（ｐ，ｑ）番目［但し、
先ず、ｐ＝１，ｑ＝１］の表示領域ユニット４１２において、この第（ｐ，ｑ）番目の表
示領域ユニット４１２を構成する全てのピクセルにおけるサブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］を
駆動するための駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘBの内の最大値である表
示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxを、演算回路４５１において求める。そし
て、表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxを、記憶装置４５２に記憶する。こ
のステップを、ｍ＝１，２，・・・，Ｍ、ｎ＝１，２，・・・，Ｎの全てに対して、即ち
、Ｍ×Ｎ個のピクセルに対して、実行する。
【０１１４】
　例えば、ｓｘRが「１１０」に相当する値であり、ｓｘGが「１５０」に相当する値であ
り、ｓｘBが「５０」に相当する値である場合、ｓｘU-maxは「１５０」に相当する値であ
る。
【０１１５】
　この操作を、（ｐ，ｑ）＝（１，１）から（Ｐ，Ｑ）まで繰り返し、全ての表示領域ユ
ニット４１２における表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxを、記憶装置４５
２に記憶する。
【０１１６】
　　［ステップ－１２０］
　そして、表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-maxに等しい値を有する駆動信号
［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に相当する制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］がサブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に供給
されたと想定したときの輝度（光透過率・第１規定値Ｌｔ1における表示輝度・第２規定
値ｓｙ2）が面状光源ユニット７１２によって得られるように、表示領域ユニット４１２
に対応する面状光源ユニット７１２の光源輝度ＳＹ2を、面状光源ユニット駆動回路４６
０の制御下、増減する。具体的には、以下の式（Ａ）を満足するように、１画像表示フレ
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ーム毎、１面状光源ユニット毎に光源輝度ＳＹ2を制御すればよい。より具体的には、光
源輝度制御関数ｇ（ｓｘnol-max）である式（Ｂ）に基づき発光素子２１の輝度を制御し
、且つ、式（Ａ）を満足するように光源輝度ＳＹ2を制御すればよい。このような制御の
概念図を、図２３の（Ａ）及び（Ｂ）に示す。但し、後述するように、他の面状光源ユニ
ット７１２の影響に基づいた補正を、光源輝度ＳＹ2に対して、必要に応じて施すことが
望ましい。尚、光源輝度ＳＹ2の制御に関するこれらの関係、即ち、表示領域ユニット内
・駆動信号最大値ｓｘU-max、この最大値ｓｘU-maxに等しい値を有する駆動信号に相当す
る制御信号の値、このような制御信号がサブピクセルに供給されたと想定したときの表示
輝度・第２規定値ｓｙ2、このときの各サブピクセルの光透過率（開口率）［光透過率・
第２規定値Ｌｔ2］、各サブピクセルの光透過率（開口率）を光透過率・第１規定値Ｌｔ1

としたときに表示輝度・第２規定値ｓｙ2が得られるような面状光源ユニット７１２にお
ける輝度制御パラメータの関係等を、予め求めておき、記憶装置４５２等に記憶しておけ
ばよい。
【０１１７】
ＳＹ2・Ｌｔ1＝ＳＹ1・Ｌｔ2　　（Ａ）
ｇ（ｓｘnol-max）＝ａ1・（ｓｘnol-max）

2.2＋ａ0　　（Ｂ）
【０１１８】
　ここで、サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］のそれぞれを駆動するために液晶表示装置駆動回
路４７０に入力される駆動信号（駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］）の最大値をｓｘmaxとしたと
き、
ｓｘnol-max≡ｓｘU-max／ｓｘmax

であり、ａ1，ａ0は定数であり、
ａ1＋ａ0＝１
０＜ａ0＜１，０＜ａ1＜１
で表すことができる。例えば、
ａ1＝０．９９
ａ0＝０．０１
とすればよい。また、駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘBのそれぞれは、
２8段階の値をとるので、ｓｘmaxの値は「２５５」に相当する値である。
【０１１９】
　ところで、面状光源装置７０にあっては、例えば、（ｐ，ｑ）＝（１，１）の面状光源
ユニット７１２の輝度制御を想定した場合、他のＰ×Ｑ個の面状光源ユニット７１２から
の影響を考慮する必要がある場合がある。このような面状光源ユニット７１２が他の面状
光源ユニット７１２から受ける影響は、各面状光源ユニット７１２の発光プロファイルに
よって予め判明しているので、逆算によって差分を計算でき、その結果、補正が可能であ
る。演算の基本形を以下に説明する。
【０１２０】
　式（Ａ）及び式（Ｂ）の要請に基づくＰ×Ｑ個の面状光源ユニット７１２に要求される
輝度（光源輝度ＳＹ2）を行列［ＬPxQ］で表す。また、或る面状光源ユニットのみを駆動
し、他の面状光源ユニットは駆動していないときに得られる或る面状光源ユニットの輝度
を、Ｐ×Ｑ個の面状光源ユニット７１２に対して予め求めておく。係る輝度を行列［Ｌ’

PxQ］で表す。更には、補正係数を行列［αPxQ］で表す。すると、これらの行列の関係は
、以下の式（Ｃ－１）で表すことができる。補正係数の行列［αPxQ］は、予め求めてお
くことができる。
［ＬPxQ］＝［Ｌ’PxQ］・［αPxQ］　　（Ｃ－１）
よって、式（Ｃ－１）から行列［Ｌ’PxQ］を求めればよい。行列［Ｌ’PxQ］は、逆行列
の演算から求めることができる。即ち、
［Ｌ’PxQ］＝［ＬPxQ］・［αPxQ］

-1　　（Ｃ－２）
を計算すればよい。そして、行列［Ｌ’PxQ］で表された輝度が得られるように、各面状
光源ユニット７１２に備えられた光源（発光素子２１）を制御すればよく、具体的には、
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係る操作、処理は、記憶装置（メモリ）４６２に記憶された情報（データテーブル）を用
いて行えばよい。尚、発光素子２１の制御にあっては、行列［Ｌ’PxQ］の値は負の値を
取れないので、演算結果は正の領域にとどめる必要があることは云うまでもない。従って
、式（Ｃ－２）の解は厳密解ではなく、近似解となる場合がある。
【０１２１】
　このように、面状光源装置制御回路４５０を構成する演算回路４５１において得られた
式（Ａ）及び式（Ｂ）の値に基づき得られた行列［ＬPxQ］、補正係数の行列［αPxQ］に
基づき、上述したとおり、面状光源ユニットを単独で駆動したと想定したときの輝度の行
列［Ｌ’PxQ］を求め、更には、記憶装置４５２に記憶された変換テーブルに基づき、０
～２５５の範囲内の対応する整数（パルス幅変調出力信号の値）に変換する。こうして、
面状光源装置制御回路４５０を構成する演算回路４５１において、面状光源ユニット７１
２における発光素子２１の発光時間を制御するためのパルス幅変調出力信号の値ＰＳを得
ることができる。
【０１２２】
　　［ステップ－１３０］
　次に、面状光源装置制御回路４５０を構成する演算回路４５１において得られたパルス
幅変調出力信号の値ＰＳは、面状光源ユニット７１２に対応して設けられた面状光源ユニ
ット駆動回路４６０の記憶装置４６２に送出され、記憶装置４６２において記憶される。
また、クロック信号ＣＬＫも面状光源ユニット駆動回路４６０に送出される（図２１参照
）。
【０１２３】
　　［ステップ－１４０］
　そして、パルス幅変調出力信号の値ＰＳに基づき、面状光源ユニット７１２を構成する
発光素子２１のオン時間ｔON及びオフ時間ｔOFFを演算回路４６１は決定する。尚、
ｔON＋ｔOFF＝一定値ｔConst

である。また、発光素子のパルス幅変調に基づく駆動におけるデューティ比は、
ｔON／（ｔON＋ｔOFF）＝ｔON／ｔConst

で表すことができる。
【０１２４】
　そして、面状光源ユニット７１２を構成する発光素子２１のオン時間ｔONに相当する信
号がＬＥＤ駆動回路４６３に送られ、このＬＥＤ駆動回路４６３からのオン時間ｔONに相
当する信号の値に基づき、スイッチング素子４６５がオン時間ｔONだけオン状態となり、
発光素子駆動電源４６６からのＬＥＤ駆動電流が発光素子２１に流される。その結果、各
発光素子２１は、１画像表示フレームにおいて、オン時間ｔONだけ発光する。こうして、
各表示領域ユニット４１２を、所定の照度において照明する。
【０１２５】
　こうして得られた状態を、図２４の（Ａ）及び（Ｂ）に実線で示すが、図２４の（Ａ）
は、サブピクセルを駆動するために液晶表示装置駆動回路４７０に入力される駆動信号の
値を２．２乗した値（ｓｘ’≡ｓｘ2.2）とデューティ比（＝ｔON／ｔConst）との関係を
模式的に示す図であり、図２４の（Ｂ）は、サブピクセルの光透過率Ｌｔを制御するため
の制御信号の値ＳＸと表示輝度ｓｙとの関係を模式的に示す図である。
【０１２６】
　　［ステップ－１５０］
　一方、液晶表示装置駆動回路４７０に入力された駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，
ｓｘG，ｓｘBはタイミングコントローラ４７１へ送られ、タイミングコントローラ４７１
にあっては、入力された駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に相当する制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］を、
サブピクセル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に供給（出力）する。液晶表示装置駆動回路４７０のタイミ
ングコントローラ４７１において生成され、液晶表示装置駆動回路４７０からサブピクセ
ル［Ｒ，Ｇ，Ｂ］に供給される制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ＳＸR，ＳＸG，ＳＸBと、駆
動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値ｓｘR，ｓｘG，ｓｘBとは、以下の式（Ｄ－１）、式（Ｄ－２
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）、式（Ｄ－３）の関係にある。但し、ｂ1_R，ｂ0_R，ｂ1_G，ｂ0_G，ｂ1_B，ｂ0_Bは定
数である。また、面状光源ユニット７１２の光源輝度ＳＹ2を画像表示フレーム毎に変化
させるので、制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］は、基本的に、駆動信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値を２．
２乗した値に対して、光源輝度ＳＹ2の変化に基づく補正（補償）を行った値を有する。
即ち、１画像表示フレーム毎に光源輝度ＳＹ2が変化するので、光源輝度ＳＹ2（≦ＳＹ1

）において表示輝度・第２規定値ｓｙ2が得られるように制御信号［Ｒ，Ｇ，Ｂ］の値Ｓ
ＸR，ＳＸG，ＳＸBを決定、補正（補償）して、ピクセルあるいはサブピクセルの光透過
率（開口率）Ｌｔを制御している。ここで、式（Ｄ－１）、式（Ｄ－２）、式（Ｄ－３）
の関数ｆR，ｆG，ｆBは、係る補正（補償）を行うための予め求められた関数である。
【０１２７】
ＳＸR＝ｆR（ｂ1_R・ｓｘR

2.2＋ｂ0_R）　　（Ｄ－１）
ＳＸG＝ｆG（ｂ1_G・ｓｘG

2.2＋ｂ0_G）　　（Ｄ－２）
ＳＸB＝ｆB（ｂ1_B・ｓｘB

2.2＋ｂ0_B）　　（Ｄ－３）
【０１２８】
　こうして、１画像表示フレームにおける画像表示動作が完了する。
【０１２９】
　以上、本発明を好ましい実施例に基づき説明したが、本発明はこれらの実施例に限定さ
れるものではない。実施例において説明した光出射部材（光取出しレンズ）、発光素子組
立体の形状、構成、構造、構成材料等は例示であり、適宜変更することができるし、面状
光源装置、液晶表示装置組立体の構成、構造も例示であり、適宜変更することができる。
【図面の簡単な説明】
【０１３０】
【図１】図１は、実施例１の光出射部材及び発光素子組立体の模式的な断面図である。
【図２】図２は、図１で示した実施例１の光出射部材及び発光素子組立体の模式的な拡大
された断面図である。
【図３】図３は、実施例１の光出射部材の３次元形状を示す図である。
【図４】図４の（Ａ）は、ＸＺ平面（但し、ｙ＝０ｍｍ）で実施例１の光出射部材の切断
したときの光出射部材上面の外形線、ＸＺ平面（但し、ｙ＝±０．５ｍｍ）で実施例１の
光出射部材の切断したときの光出射部材上面の外形線、ＸＺ平面（但し、ｙ＝±１．０ｍ
ｍ）で実施例１の光出射部材の切断したときの光出射部材上面の外形線を示す図であり、
図４の（Ｂ）は、ＹＺ平面（但し、ｘ＝０ｍｍ）で実施例１の光出射部材の切断したとき
の光出射部材上面の外形線、ＹＺ平面（但し、ｘ＝－１．０ｍｍ）で実施例１の光出射部
材の切断したときの光出射部材上面の外形線、ＹＺ平面（但し、ｘ＝１．０ｍｍ）で実施
例１の光出射部材の切断したときの光出射部材上面の外形線を示す図である。
【図５】図５は、実施例１における光出射部材において、ＸＺ平面内におけるｘ座標と規
格化された照度の関係を示すグラフである。
【図６】図６は、実施例１における光出射部材において、Δφの値を、１度、２０度、４
０度、６０度、８０度としたときのＦ（φ，Δφ）の値を求めた結果を示すグラフである
。
【図７】図７は、発光素子組立体から出射される光を模式的に示す図である。
【図８】図８は、発光素子の放射角分布から、発光素子の出射角（放射角）を変数とした
所望とする照度分布を設定する状態を説明する概念図である。
【図９】図９は、発光素子からの出射角（放射角）と光出射部材の曲面部からの出射角と
の関係を示すグラフである。
【図１０】図１０は、発光素子からの出射角（放射角）と曲面部への入射角と光出射部材
の曲面部からの出射角との関係に基づき、或る出射角（放射角）で発光素子から出射され
た光線が、曲面部の微小領域と衝突して出射されるときに微小領域の傾斜角を求める状態
を説明するための概念図である。
【図１１】図１１の（Ａ）及び（Ｂ）は、発光素子の模式的な断面図である。
【図１２】図１２の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例１の光出射部材及び発光素子組立体の変
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形例の模式的な断面図である。
【図１３】図１３の（Ａ）及び（Ｂ）は、実施例２の光出射部材及び発光素子組立体の模
式的な断面図である。
【図１４】図１４は、実施例３～実施例５の面状光源装置及びカラー液晶表示装置組立体
の模式的な一部断面図である。
【図１５】図１５は、実施例３～実施例５におけるカラー液晶表示装置組立体の模式的な
一部断面図である。
【図１６】図１６の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、実施例３の面状光源装置を構成する発
光素子組立体ユニットの配列状態及び発光素子組立体の配列状態を示す図である。
【図１７】図１７の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、実施例４の面状光源装置を構成する発
光素子組立体ユニットの配列状態及び発光素子組立体の配列状態を示す図である。
【図１８】図１８の（Ａ）は、実施例４の面状光源装置において、光拡散板上における色
度座標のｘの値の分布及びｙの値の分布を示す図であり、図１８の（Ｂ）は、比較例４の
面状光源装置において、光拡散板上における色度座標のｘの値の分布及びｙの値の分布を
示す図である。
【図１９】図１９の（Ａ）、（Ｂ）及び（Ｃ）は、実施例５の面状光源装置を構成する発
光素子組立体ユニットの配列状態及び発光素子組立体の配列状態を示す図である。
【図２０】図２０は、実施例での使用に適したカラー液晶表示装置及び面状光源装置から
成るカラー液晶表示装置組立体の概念図である。
【図２１】図２１は、実施例での使用に適した駆動回路の一部分の概念図である。
【図２２】図２２は、分割駆動方式の面状光源装置の駆動方法を説明するための流れ図で
ある。
【図２３】図２３の（Ａ）及び（Ｂ）は、表示領域ユニット内・駆動信号最大値ｓｘU-ma

xに等しい値を有する駆動信号に相当する制御信号がピクセルに供給されたと想定したと
きの表示輝度・第２規定値ｓｙ2が面状光源ユニットによって得られるように、面状光源
ユニットの光源輝度ＳＹ2を、面状光源ユニット駆動回路の制御下、増減する状態を説明
するための概念図である。
【図２４】図２４の（Ａ）は、サブピクセルを駆動するために液晶表示装置駆動回路に入
力される駆動信号の値を２．２乗した値（ｓｘ’≡ｓｘ2.2）とデューティ比（＝ｔON／
ｔConst）との関係を模式的に示す図であり、図２４の（Ｂ）は、サブピクセルの光透過
率を制御するための制御信号の値ＳＸと表示輝度ｓｙとの関係を模式的に示す図である。
【図２５】図２５は、従来の面状光源装置の模式的な一部端面図である。
【符号の説明】
【０１３１】
１０・・・基板、１１・・・サブマウント、１２・・・空気層、１３・・・凹部、１４・
・・封止材、１５・・・光透過媒体層、２０，２０Ｒ，２０Ｇ，２０Ｂ，２０Ｗ・・・発
光素子組立体、２３，２４，２５・・・発光素子組立体ユニット、２１・・・発光素子、
３０・・・光出射部材、３１・・・上面、３２・・・曲面部、３３・・・曲面部の縁、３
４・・・光入射下面、３５・・・光反射下面、４０・・・カラー液晶表示装置、４１・・
・液晶材料、５０・・・フロント・パネル、５１・・・第１の基板、５２・・・カラーフ
ィルター、５３・・・オーバーコート層、５４・・・透明第１電極、５５・・・配向膜、
５６・・・偏光フィルム、６０・・・リア・パネル、６１・・・第２の基板、６２・・・
スイッチング素子、６４・・・透明第２電極、６５・・・配向膜、６６・・・偏光フィル
ム、７０・・・面状光源装置、７１・・・筐体、７２Ａ・・・筐体の底面、７２Ｂ・・・
筐体の側面、７３・・・外側フレーム、７４・・・内側フレーム、７５Ａ，７５Ｂ・・・
スペーサ、７６・・・ガイド部材、７７・・・ブラケット部材、８１・・・光拡散板、８
２・・・拡散シート、８３・・・プリズムシート、８４・・・偏光変換シート、８５・・
・反射シート、１０１，１１１・・・基板、１０２，１１２・・・発光層、１０３Ａ，１
１３Ａ・・・第１電極、１０３Ｂ，１１３Ｂ・・・第２電極、１０４Ａ，１１４Ｂ・・・
金バンプ、１０５Ａ，１１５Ｂ・・・配線、１０６，１１６・・・支持体、１１７・・・
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銀ペースト層、４１１・・・表示領域、４１２・・・表示領域ユニット、４２４・・・フ
ォトダイオード、４５０・・・面状光源装置制御回路、４５１・・・演算回路、４５２・
・・記憶装置（メモリ）、４６０・・・面状光源ユニット駆動回路、４６１・・・演算回
路、４６２・・・記憶装置（メモリ）、４６３・・・ＬＥＤ駆動回路、４６４・・・フォ
トダイオード制御回路、４６５・・・スイッチング素子、４６６・・・発光素子駆動電源
（定電流源）、４７０・・・液晶表示装置駆動回路、４７１・・・タイミングコントロー
ラ

【図１】 【図２】
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【図８】 【図９】

【図１０】 【図１１】
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【図１２】 【図１３】

【図１４】 【図１５】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２０】 【図２１】

【図２２】 【図２３】
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【図２４】 【図２５】
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