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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が、平面であることを特徴とす
る面光源装置。
【請求項２】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における
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突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従
って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする面光源装置。
【請求項３】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されていることを特徴とする面光源装置。
【請求項４】
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されていることを特徴とする請求項１又は２記載の面光源装置。
【請求項５】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする面光源装置。
【請求項６】
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする請求項１，２，３又は４記載の面光源装置。
【請求項７】
　前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上にお
ける突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れる
に従って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする請求項６記載の面光
源装置。
【請求項８】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の両面に、前記側面から遠ざかる方向に向かって
延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されるプリズム突起は、前記側面か
ら遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突
起高さがゼロになるように形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側
の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成された
ことを特徴とする面光源装置。
【請求項９】
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　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断
面略円弧状に形成されていることを特徴とする請求項８記載の面光源装置。
【請求項１０】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は、少なくとも
前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源
の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成
されていることを特徴とする請求項８又は９記載の面光源装置。
【請求項１１】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部
分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されると
ともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴とする請求項
８，９又は１０記載の面光源装置。
【請求項１２】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起は、少なくとも
前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源
の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成
されていることを特徴とする請求項８，９，１０又は１１記載の面光源装置。
【請求項１３】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高
さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるような
プリズム突起が前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光
の拡散を可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における
突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従
って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする面光源装置。
【請求項１４】
　導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内部に入射した後に導
光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になっ
た光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって
延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光
の拡散を可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減さ
せるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形
成されたことを特徴とする面光源装置。
【請求項１５】
　前記請求項１～１４のいずれかに記載の面光源装置と、この面光源装置から出射される
光によって面状に照明される被照明部材と、を備えたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項１６】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
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　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が平面であることを特徴とする
導光板。
【請求項１７】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における
突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従
って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする導光板。
【請求項１８】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されていることを特徴とする導光板。
【請求項１９】
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されていることを特徴とする請求項１６又は１７記載の導光板。
【請求項２０】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする導光板。
【請求項２１】
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする請求項１６，１７，１８又は１９記載の導光板
。
【請求項２２】
　前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上にお
ける突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れる
に従って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする請求項２０又は２１
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記載の導光板。
【請求項２３】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の両面に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設され
たプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記出射面とその反対側の面の一方に形成されるプリズム突起は、前記側面から遠ざか
るに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さが
ゼロになるように形成され、
　前記出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側の部分が
前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されたことを特
徴とする導光板。
【請求項２４】
　前記出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断面略円弧
状に形成されていることを特徴とする請求項２３記載の導光板。
【請求項２５】
　前記出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記側面
近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源の光軸か
ら前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成されてい
ることを特徴とする請求項２３又は２４記載の導光板。
【請求項２６】
　前記出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部分が、前
記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、
当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている請求項２３，２４又は２５記載の
導光板。
【請求項２７】
　前記出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記側面
近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源の光軸か
ら前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成されてい
る請求項２３，２４，２５又は２６記載の導光板。
【請求項２８】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減
する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるようなプリズム
突起が前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光の拡散を
可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における
突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従
って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする導光板。
【請求項２９】
　側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に対
する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板におい
て、
　前記出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設され
たプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
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　前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光の拡散を
可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減さ
せるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形
成されたことを特徴とする導光板。
【請求項３０】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が、平面であることを特徴とす
る面光源装置。
【請求項３１】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿っ
た幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍
から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形
成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向か
う方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする面光源装
置。
【請求項３２】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されていることを特徴とする面光源装置。
【請求項３３】
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されている請求項３０又は３１記載の面光源装置。
【請求項３４】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向
に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
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　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする面光源装置。
【請求項３５】
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されている請求項３０，３１，３２又は３３記載の面光源装置。
【請求項３６】
　前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に
沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部
近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するよう
に形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ
向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする請求
項３４又は３５記載の面光源装置。
【請求項３７】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の両面に、前記側面から遠ざかる方向に向かって
延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されるプリズム突起は、前記側面か
ら遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突
起高さがゼロになるように形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側
の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成された
ことを特徴とする面光源装置。
【請求項３８】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断
面略円弧状に形成されている請求項３７記載の面光源装置。
【請求項３９】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は、少なくとも
前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが
最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ
向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他
方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増
するように形成されている請求項３７又は３８記載の面光源装置。
【請求項４０】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部
分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されると
ともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている請求項３７，３８又は３
９記載の面光源装置。
【請求項４１】
　前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起は、少なくとも
前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが
最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ
向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他
方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増
するように形成されている請求項３７，３８，３９又は４０記載の面光源装置。
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【請求項４２】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高
さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるような
プリズム突起が前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光
の拡散を可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿っ
た幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍
から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形
成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向か
う方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする面光源装
置。
【請求項４３】
　導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板の内部に入射した後
に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角が臨界角以下に
なった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置において、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって
延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光
の拡散を可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減さ
せるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形
成されたことを特徴とする面光源装置。
【請求項４４】
　前記請求項３０～４３のいずれかに記載の面光源装置と、この面光源装置から出射され
る光によって面状に照明される被照明部材と、を備えたことを特徴とする画像表示装置。
【請求項４５】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が平面であることを特徴とする
導光板。
【請求項４６】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿っ
た幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍
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から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形
成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向か
う方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする導光板。
【請求項４７】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されていることを特徴とする導光板。
【請求項４８】
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成
されている請求項４５又は４６記載の導光板。
【請求項４９】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かっ
て延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させ
るような傾向をもって形成され、
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする導光板。
【請求項５０】
　前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起
高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよう
に前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状とな
るように形成されていることを特徴とする請求項４５，４６，４７又は４８記載の導光板
。
【請求項５１】
　前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に
沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部
近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するよう
に形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ
向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする請求
項４９又は５０記載の導光板。
【請求項５２】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の両面に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設され
たプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記出射面とその反対側の面の一方に形成されるプリズム突起は、前記側面から遠ざか
るに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さが
ゼロになるように形成され、
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　前記出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側の部分が
前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されたことを特
徴とする導光板。
【請求項５３】
　前記出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断面略円弧
状に形成されていることを特徴とする請求項５２記載の導光板。
【請求項５４】
　前記出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記側面
近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高く
なるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方
向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部
近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するよう
に形成されていることを特徴とする請求項５２又は５３記載の導光板。
【請求項５５】
　前記出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部分が、前
記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、
当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている請求項５２，５３又は５４記載の
導光板。
【請求項５６】
　前記出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記側面
近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高く
なるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方
向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部
近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するよう
に形成されている請求項５２，５３，５４又は５５記載の導光板。
【請求項５７】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減
する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるようなプリズム
突起が前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光の拡散を
可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成され、
　前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿っ
た幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍
から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形
成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向か
う方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴とする導光板。
【請求項５８】
　側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過程において出射面に
対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっている導光板にお
いて、
　前記出射面とその反対側の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設され
たプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、
　前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光の乱反射又は光の拡散を
可能にする粗面が形成され、
　前記プリズム突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減さ
せるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形
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成されたことを特徴とする導光板。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
この発明は、携帯型電話機，携帯型電子端末装置，電子手帳，カーナビゲーション装置，
デジタルカメラ，ＶＴＲ装置，パソコン，テレビ，各種事務用機器等において、液晶表示
パネル（被照明部材）を面状に照明するバックライト等として使用される面光源装置及び
この面光源装置を備えた画像表示装置に関するものであり、また、これら面光源装置及び
画像表示装置に使用される導光板に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
（第１従来例）
例えば、携帯型電話機や携帯型電子端末装置等に使用される面光源装置は、導光板の側面
（入射面）側に光源としての蛍光ランプを配置し、この蛍光ランプからの光を導光板を介
して面状に出射し、その出射光で液晶表示パネルを照射するようになっている。そして、
このような面光源装置は、液晶表示パネルと共に画像表示装置を構成するようになってい
る。また、面光源装置の輝度向上等を図るために、従来より種々の工夫が導光板に施され
ており、その一つとして導光板の入射面に対して略直交する方向へ延びるプリズム状の突
起を多数形成したものを本出願人は提案している（例えば、特開平１０－２６８１３８号
公報参照）。
【０００３】
ところで、近年、携帯型電話機や携帯型電子端末装置等は、ユーザーの使い勝手を向上す
るため、電話機本体や装置本体の薄型化・軽量化を図りつつ、表示画面を可能な限り大型
化するという試みがなされてきた。このような技術背景のもとにおいて、蛍光ランプの代
わりに点光源としてのＬＥＤを使用し、光源の収容スペースを小さくして、この光源の収
容スペースを削減した分だけ表示画面の大型化を図るようにした面光源装置が開発され、
この面光源装置を使用した携帯型電話機や携帯型電子端末装置等が市場に提供されるよう
になっている。
【０００４】
図４０～図４１は、上述したプリズム状の突起を多数形成した導光板にＬＥＤ１００を光
源として使用した面光源装置１０１の例を示すものである。これらの図に示すように、面
光源装置１０１は、導光板１０２の側面（入射面）１０３に対向するように複数のＬＥＤ
１００を配置してある。そして、この面光源装置１０１は、導光板１０２の入射面１０３
に対して略直交する方向へ延びるプリズム突起１０４を裏面（出射面１０６と反対側の面
）１０５に多数形成し、このプリズム突起１０４で導光板１０２の内部を伝播する光Ｌを
反射して、導光板１０２の出射面１０６から出射する光を出射面１０６の法線方向寄りに
集光し、照明輝度を高めるようになっている（図４２参照）。
【０００５】
（第２従来例）
また、携帯型電話機や携帯型電子端末装置等に使用される面光源装置は、図４３～図４４
に示すように、導光板１０２の側面（入射面１０３）側に棒状光源としての蛍光ランプ１
００Ａを配置し、この蛍光ランプ１００Ａからの光を導光板１０２を介して面状に出射し
、その出射光で図外の液晶表示パネルを照射するようになっている。そして、このような
面光源装置１０１は、導光板１０２の出射面１０６に対向するように配置される図外の液
晶表示パネルと共に画像表示装置を構成するようになっている。また、このような面光源
装置１０１は、照明光の輝度の向上等を図るために、従来より種々の工夫が導光板に施さ
れており、例えば、導光板１０２の入射面１０３に対して略直交する方向へ延びるプリズ
ム突起１０４を導光板１０２の裏面１０５に多数形成し、そのプリズム突起１０４の光反
射機能を利用して、照明光の高輝度化を図っている（例えば、特開平１０－２６８１３８
号公報参照）。
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【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
（第１従来例の課題）
しかしながら、このような導光板１０２に用いる光源として、蛍光ランプをそのままＬＥ
Ｄ１００に置き換えたのでは、図４０に示すように、導光板１０２を出射面１０６側から
観察した場合、入射面１０３近傍においてＶ字形状の異常発光（輝線）ＨがほぼＬＥＤ１
００に対応して生じ、照明品質を著しく損なう場合があった。これは、ＬＥＤ１００が蛍
光ランプと相違して指向性を有している点、及び、導光板１０２の内部を伝播する光Ｌが
入射面近傍に位置するプリズム突起１０４で反射されて出射面１０６の特定方向に向かっ
て出射しやすくなっているためと考えられる。
【０００７】
（第２従来例の課題）
また、第２従来例のように、線状光源としての蛍光ランプ１００Ａを使用する面光源装置
１０１は、蛍光ランプ１００Ａの両端部に位置する電極部分が発光しないため、導光板１
０２の入射面１０３側の両端部に他部よりも暗くなる部分（図４３において斜線で示す低
輝度部分１１０）ができやすいという構造上の問題を有している。また、第２従来例のよ
うな面光源装置１０１は、図４３及び図４４に示すように、導光板１０２の入射面１０３
の上下のエッジ部１０３Ａ，１０３Ｂから入射する光Ｈ１，Ｈ２が出射面１０６の入射面
近傍部分から明るく輝く線（輝線）１１１として出射しやすい（視認されやすい）という
問題を有している。このような面光源装置１０１の問題点は、表示画面の大型化を図る上
において、導光板１０２の有効発光面積（均一な面照明光として使用できる出射面上の面
積）を可能な限り大きくする必要があるため、近年、業界において一層クローズアップさ
れてきている。
【０００８】
そこで、本発明は、点光源としてのＬＥＤや線状光源としての蛍光ランプを使用する導光
板，面光源装置の入射面近傍の異常発光を抑え、出射光輝度の均質化を図ることを目的と
する。また、本発明は、このような導光板や面光源装置を備えた画像表示装置の照明品質
の向上を図ることを目的とする。
【０００９】
【課題を解決するための手段】
　請求項１の発明は、請求項１の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源か
らの光が導光板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出
射面に対する入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになって
いる面光源装置に関するものである。そして、この面光源装置は、前記導光板の出射面と
その反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプ
リズム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、前記プリズム突起の前記側面側部
分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されてい
る。また、前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が、平面であることを
特徴としている。ここで、「突起高さを漸減させるような傾向をもって」とは、例えば、
図１８（ｃ）～（ｄ）に示すように、突起高さが一定の部分（側面４から点Ｐａまでの範
囲）を一部に有するプリズム突起をも含むことを意味する。
【００１０】
　請求項２の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内
部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角
が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置に関
するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも
一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿
って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面
に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。そして、前
記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起
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高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って
突起高さが漸増するように形成されている。
【００１１】
　 請求項３の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の
内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射
角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置に
関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくと
も一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に
沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側
面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、当該
突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている。
【００１２】
　請求項４の発明は、請求項１又は２の発明において、前記プリズム突起の前記側面側部
分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されると
ともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴としている。
【００１３】
　請求項５の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内
部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角
が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置に関
するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくとも
一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿
って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側面
に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。そして、前
記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さ
が漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように前
記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状となるよ
うに形成されている。ここで、「突起高さが漸減する傾向で」とは、例えば、図１８（ｂ
）～（ｃ）に示すように、突起高さが一定の部分（側面４から点Ｐｂまでの範囲）を一部
に有するプリズム突起をも含むことを意味する。
【００１４】
　 請求項６の発明は、請求項１，２，３又は４に記載の発明において、 前記プリズム突
起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾
向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように前記プリズム突
起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状となるように形成され
ていることを特徴としている。
【００１５】
　請求項７の発明は、請求項６に記載の発明における前記別のプリズム突起に特徴を有す
るものである。すなわち、前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、
前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿
う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成されている。
【００１６】
　請求項８の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内
部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角
が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置に関
する者である。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の両面に、前記
側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って多数平行
に形成されている。また、前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されるプリ
ズム突起は、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から
所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように形成されている。そして、前記導光板
の出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側の部分が前記
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側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されたことを特徴と
している。
【００１７】
　 請求項９の発明は、請求項８の発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面
の一方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断面略円弧状に形成されていることを特徴
としている。
【００１８】
　請求項１０の発明は、請求項８又は９の発明において、プリズム突起に特徴を有してい
る。すなわち、前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は
、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり
、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増す
るように形成されていることを特徴としている。
【００１９】
　請求項１１の発明は、請求項８，９又は１０の発明において、前記導光板の出射面とそ
の反対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに
従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形
状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴としている。
【００２０】
　 請求項１２の発明は、請求項８，９，１０又は１１の発明において、プリズム突起に
特徴を有するものである。すなわち、前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成
されたプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における
突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従
って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴としている。
【００２１】
　請求項１３の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の
内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射
角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置に
関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に、
前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れ
るとその突起高さがゼロになるようなプリズム突起が前記側面に沿って多数平行に形成さ
れている。また、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光
の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリズム突起間の
溝形状が断面略円弧形状に形成されている。そして、前記プリズム突起は、少なくとも前
記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源の
光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成さ
れていることを特徴としている。
【００２２】
請求項１４の発明は、導光板の側面に点光源を配置し、この点光源からの光が導光板の内
部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入射角
が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置に関
するものである。そして、この発明の面光源装置は、前記導光板の出射面とその反対側の
面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面
に沿って多数平行に形成され、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれ
か一方に、光の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリ
ズム突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような
傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されてい
る。
【００２３】
請求項１５の発明は、前記請求項１～１４のいずれかの発明に係る面光源装置と、この面
光源装置から出射される光によって面状に照明される被照明部材と、を備えたことを特徴
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とする画像表示装置に関するものである。
【００２４】
　請求項１６の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過
程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようにな
っている導光板に関するものである。そして、この導光板は、前記出射面とその反対側の
面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が
、前記側面に沿って多数平行に形成され、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前記側
面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。また、前
記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が平面であることを特徴としている
。
【００２５】
　請求項１７の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過
程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようにな
っている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面の
少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前
記側面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が
、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。
そして、前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上に
おける突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れ
るに従って突起高さが漸増するように形成されていることを特徴としている。
【００２６】
　 請求項１８の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する
過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するように
なっている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面
の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、
前記側面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分
が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとと
もに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴としている。
【００２７】
　請求項１９の発明は、請求項１６又は１７の発明において、前記プリズム突起の前記側
面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成さ
れるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴として
いる。
【００２８】
　請求項２０の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過
程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようにな
っている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面の
少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前
記側面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が
、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。
そして、前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従っ
て突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロにな
るように前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形
状となるように形成されていることを特徴としている。
【００２９】
　 請求項２１の発明は、請求項１６，１７，１８又は１９の発明において、前記プリズ
ム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減す
る傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように前記プリズ
ム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状となるように形成
されていることを特徴としている。
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【００３０】
　請求項２２の発明は、請求項２０又は２１の発明において、前記別のプリズム突起に特
徴を有するものである。すなわち、前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍に
おいて、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記
側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成されていること
を特徴としている。
【００３１】
　請求項２３の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過
程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようにな
っている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面の
両面に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿
って多数平行に形成されている。また、前記出射面とその反対側の面の一方に形成される
プリズム突起は、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面
から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように形成されている。そして、前記出
射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側の部分が前記側面
に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されたことを特徴として
いる。
【００３２】
　 請求項２４の発明は、請求項２３の発明において、前記出射面とその反対側の面の一
方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断面略円弧状に形成されていることを特徴とし
ている。
【００３３】
　請求項２５の発明は、請求項２３又は２４の発明において、プリズム突起に特徴を有す
るものである。すなわち、前記出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起
は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小とな
り、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増
するように形成されていることを特徴としている。
【００３４】
　請求項２６の発明は、請求項２３，２４又は２５の発明において、前記出射面とその反
対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従っ
て突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が
断面略円弧形状に形成されている記載の導光板。
【００３５】
　 請求項２７の発明は、請求項２３，２４，２５又は２６の発明において、プリズム突
起に特徴を有するものである。すなわち、前記出射面とその反対側の面の他方に形成され
たプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起
高さが最小となり、前記点光源の光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って
突起高さが漸増するように形成されていることを特徴としている。
【００３６】
　請求項２８の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過
程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようにな
っている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面の
一方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定
寸法離れるとその突起高さがゼロになるようなプリズム突起が前記側面に沿って多数平行
に形成されている。また、前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に、光
の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリズム突起間の
溝形状が断面略円弧形状に形成されている。そして、前記プリズム突起は、少なくとも前
記側面近傍において、前記点光源の光軸上における突起高さが最小となり、前記点光源の
光軸から前記側面に沿う方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成さ
れている。
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【００３７】
請求項２９の発明は、側面側から入射した点光源からの光のうちで、内部を伝播する過程
において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようになっ
ている導光板に関するものである。そして、本発明の導光板は、前記出射面とその反対側
の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側
面に沿って多数平行に形成され、前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方
に、光の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリズム突
起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向を
もって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている。
【００３８】
　 請求項３０の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導
光板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対す
る入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源
装置に関するものである。そして、本発明の面光源装置は、前記導光板の出射面とその反
対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム
突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、前記プリズム突起の前記側面側部分が、
前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。ま
た、前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が、平面であることを特徴と
している。
【００３９】
　請求項３１の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光
板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する
入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装
置に関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の少な
くとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側
面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前
記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。そし
て、前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿
った幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近
傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように
形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向
かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴としている。
【００４０】
　請求項３２の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光
板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する
入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装
置に関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の少な
くとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側
面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前
記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、
当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴としている。
【００４１】
　 請求項３３の発明は、請求項３０又は３１の面光源装置において、前記プリズム突起
の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもっ
て形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特
徴としている。
【００４２】
　請求項３４の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光
板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する
入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装
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置に関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の少な
くとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側
面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分が、前
記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。そし
て、前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突
起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよ
うに前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状と
なるように形成されていることを特徴としている。
【００４３】
　請求項３５の発明は、請求項３０，３１，３２又は３３の発明に係る面光源装置におい
て、前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突
起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるよ
うに前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状と
なるように形成されている。
【００４４】
　 請求項３６の発明は、請求項３４又は３５の発明における前記別のプリズム突起に特
徴を有するものである。すなわち、前記別のプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍に
おいて、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるよ
うに、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿
ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍か
ら前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成
されていることを特徴としている。
【００４５】
　請求項３７の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光
板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する
入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装
置に関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の両面
に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に沿って
多数平行に形成されている。また、前記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成さ
れるプリズム突起は、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記
側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように形成されている。そして、前
記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側の部
分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されたこと
を特徴としている。
【００４６】
　請求項３８の発明は、請求項３７の発明において、前記導光板の出射面とその反対側の
面の一方に形成されたプリズム突起間の溝形状が断面略円弧状に形成されている。
【００４７】
　 請求項３９の発明は、請求項３７又は３８の発明において、前記導光板の出射面とそ
の反対側の面の一方に形成されたプリズム突起に特徴を有するものである。すなわち、前
記導光板の出射面とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記
側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も
高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向か
う方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他方の
端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増する
ように形成されている。
【００４８】
　請求項４０の発明は、請求項３７，３８又は３９の発明において、前記導光板の出射面
とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づ
くに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の
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溝形状が断面略円弧形状に形成されている。
【００４９】
　請求項４１の発明は、請求項３７，３８，３９又は４０の発明において、前記導光板の
出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起に特徴を有するものである。す
なわち、前記導光板の出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起は、少な
くとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起
高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端
面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光
源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さ
が漸増するように形成されている。
【００５０】
　 請求項４２の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導
光板の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対す
る入射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源
装置に関するものである。この発明において、前記導光板の出射面とその反対側の面の一
方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸
法離れるとその突起高さがゼロになるようなプリズム突起が前記側面に沿って多数平行に
形成されている。また、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方
に、光の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリズム突
起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている。そして、前記プリズム突起は、少なく
とも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高
さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面
側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源
の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが
漸増するように形成されていることを特徴としている。
【００５１】
請求項４３の発明は、導光板の側面に棒状光源を配置し、この棒状光源からの光が導光板
の内部に入射した後に導光板の内部を伝播し、この伝播の過程において出射面に対する入
射角が臨界角以下になった光が導光板の出射面から出射するようになっている面光源装置
に関するものである。そして、本発明の面光源装置は、前記導光板の出射面とその反対側
の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側
面に沿って多数平行に形成され、前記導光板の出射面とその反対側の面の少なくともいず
れか一方に、光の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プ
リズム突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるよう
な傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されて
いる。
【００５２】
請求項４４の発明は、前記請求項３０～４３のいずれかの発明に係る面光源装置と、この
面光源装置から出射される光によって面状に照明される被照明部材と、を備えたことを特
徴とする画像表示装置に関するものである。
【００５３】
　 請求項４５の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播す
る過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するよう
になっている導光板に関するものである。そして、本発明の導光板は、前記出射面とその
反対側の面の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズ
ム突起が、前記側面に沿って多数平行に形成され、前記プリズム突起の前記側面側部分が
、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている。
そして、前記プリズム突起が形成された面のうちの前記側面近傍が平面であることを特徴
としている。
【００５４】
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　請求項４６の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する
過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するように
なっている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面
の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、
前記側面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分
が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている
。そして、前記プリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側
面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の
端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増する
ように形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面
側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されていることを特徴として
いる。
【００５５】
　請求項４７の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する
過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するように
なっている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面
の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、
前記側面に沿って多数平行に形成されている。そして、前記プリズム突起の前記側面側部
分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されると
ともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴としている。
【００５６】
　 請求項４８の発明は、請求項４５又は４６の導光板において、前記プリズム突起の前
記側面側部分が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形
成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されていることを特徴と
している。
【００５７】
　請求項４９の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する
過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するように
なっている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面
の少なくとも一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、
前記側面に沿って多数平行に形成されている。また、前記プリズム突起の前記側面側部分
が、前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されている
。そして、前記プリズム突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従
って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロに
なるように前記プリズム突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧
形状となるように形成されていることを特徴としている。
【００５８】
　請求項５０の発明は、請求項４５，４６，４７又は４８の発明において、前記プリズム
突起が形成された面と反対側の面に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する
傾向で且つ前記側面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように前記プリズム
突起とは別のプリズム突起が、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状となるように形成さ
れていることを特徴とする。
【００５９】
　 請求項５１の発明は、請求項４９又は５０の発明において、前記別のプリズム突起は
、少なくとも前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でそ
の突起高さが最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一
方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記
棒状光源の他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突
起高さが漸増するように形成されていることを特徴としている。
【００６０】
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　請求項５２の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する
過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するように
なっている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の面
の両面に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記側面に
沿って多数平行に形成されている。また、前記出射面とその反対側の面の一方に形成され
るプリズム突起は、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側
面から所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるように形成されている。そして、前記
出射面とその反対側の面の他方に形成されるプリズム突起は、前記側面側の部分が前記側
面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されたことを特徴とし
ている。
【００６１】
　請求項５３の発明は、請求項５２の発明において、前記出射面とその反対側の面の一方
に形成されたプリズム突起間の溝形状が断面略円弧状に形成されていることを特徴として
いる。
【００６２】
　 請求項５４の発明は、請求項５２又は５３の発明において、前記出射面とその反対側
の面の一方に形成されたプリズム突起に特徴を有するものである。すなわち、前記出射面
とその反対側の面の一方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記側面近傍において
、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高くなるように、
前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方向に沿ってそ
の突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部近傍から前記
棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されて
いることを特徴としている。
【００６３】
　請求項５５の発明は、請求項５２，５３又は５４の発明において、前記出射面とその反
対側の面の他方に形成されたプリズム突起の前記側面側部分が、前記側面に近づくに従っ
て突起高さを漸減させるような傾向をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が
断面略円弧形状に形成されている。
【００６４】
　請求項５６の発明は、請求項５２，５３，５４又は５５の発明において、前記出射面と
その反対側の面の他方に形成されたプリズム突起に特徴をゆうするものである。すなわち
、前記出射面とその反対側の面の他方に形成されたプリズム突起は、少なくとも前記側面
近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さが最も高く
なるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側へ向かう方
向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の他方の端部
近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するよう
に形成されている。
【００６５】
　 請求項５７の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播す
る過程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するよう
になっている導光板に関するものである。この発明において、前記出射面とその反対側の
面の一方に、前記側面から遠ざかるに従って突起高さが漸減する傾向で且つ前記側面から
所定寸法離れるとその突起高さがゼロになるようなプリズム突起が前記側面に沿って多数
平行に形成されている。また、前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一方に
、光の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリズム突起
間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている。そして、前記プリズム突起は、少なくと
も前記側面近傍において、前記導光板の前記側面に沿った幅方向の両端部でその突起高さ
が最も高くなるように、前記棒状光源の一方の端部近傍から前記棒状光源の一方の端面側
へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸増するように形成されると共に、前記棒状光源の
他方の端部近傍から前記棒状光源の他方の端面側へ向かう方向に沿ってその突起高さが漸
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増するように形成されていることを特徴としている。
【００６６】
請求項５８の発明は、側面側から入射した棒状光源からの光のうちで、内部を伝播する過
程において出射面に対する入射角が臨界角以下になった光が出射面から出射するようにな
っている導光板に関するものである。そして、本発明の導光板は、前記出射面とその反対
側の面の一方に、前記側面から遠ざかる方向に向かって延設されたプリズム突起が、前記
側面に沿って多数平行に形成され、前記出射面とその反対側の面の少なくともいずれか一
方に、光の乱反射又は光の拡散を可能にする粗面が形成されている。また、前記プリズム
突起は、前記側面側の部分が前記側面に近づくに従って突起高さを漸減させるような傾向
をもって形成されるとともに、当該突起間の溝形状が断面略円弧形状に形成されている。
【００６７】
【発明の実施の形態】
以下、本発明の実施の形態を図面に基づき詳述する。
【００６８】
［第１の実施の形態］
図１～図３は、本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置１を示すものである。この
うち、図１は、画像表示装置１の分解斜視図である。又、図２は図１のＡ－Ａ線に沿って
切断して示す断面図であり、図３は反射シート２を取り除いて示す図２のＢ方向矢視図で
ある。
【００６９】
（画像表示装置の概略構成）
これらの図において、画像表示装置１は、導光板３の入射面（側面）４に対向するように
点光源としてのＬＥＤ（発光ダイオード）５が複数配置されている。そして、導光板３の
出射面（図１中上面）６に対向するように、光制御部材としてのプリズムシート７が重ね
て配置され、更にプリズムシートの図１中上面側に被照明部材としての液晶表示パネル８
が重ねて配置されるようになっている。又、導光板３の裏面（図１中下面であって、出射
面６と反対側の面）１０に対向するように、光反射性に優れた反射シート２が配置されて
いる。尚、上記ＬＥＤ５，導光板３，プリズムシート７及び反射シート２が、液晶表示パ
ネル８を面状に照明する面光源装置１１を構成する。
【００７０】
（導光板）
導光板３は、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル），ＰＣ（ポリカーボネート），シクロ
オレフィン系樹脂材料等の光透過性に優れた材料を使用して形成されており、入射面４側
から遠ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状で（図２参照）、且つ平面形
状が略矩形形状になるように形成されている（図３参照）。そして、この導光板３の裏面
１０には、入射面４に略直交する方向に延びるプリズム突起１２が入射面４に沿って平行
に多数形成されている。
【００７１】
この導光板３の裏面１０に形成されたプリズム突起１２は、導光板３の側面側部分１０ｂ
の所定範囲Ｌ２内において、プリズム突起１２の高さが入射面４に近づく程漸減するよう
に形成されており、導光板３の入射面近傍（導光板３の入射面４から遠ざかる方向に所定
距離Ｌ１だけ離れた位置までの裏面１０）１０ａでその高さがゼロになるように形成され
ている。すなわち、導光板３の裏面１０の入射面近傍１０ａが平面に形成されている（図
４（ｅ）参照）。なお、上述の所定距離Ｌ１及び所定範囲Ｌ２は、導光板３の板厚（特に
入射面４側の板厚）やＬＥＤ５の特性等に応じて適宜最良の数値が設定される。
【００７２】
図４（ａ）～（ｄ）は、上述のプリズム突起１２の断面形状を示すものであり、図３の導
光板をＣ－Ｃ線～Ｇ－Ｇ線のそれぞれに沿って切断して示す各断面の一部拡大図である。
すなわち、プリズム突起１２は、図４（ａ）に示すように、側面側部分１０ａの所定範囲
（Ｌ２）を除く部分（Ｌ３で示す裏面部分）１０ｃがほぼ一定の高さで形成され、その断
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面形状が略三角形状になっており、その頂角が５０度～１３０度の範囲、好ましくは６０
度～１１０度の範囲で決定されるようになっている。また、導光板３の側面側部分（Ｌ２
で示す範囲）１０ｂのプリズム突起１２は、図４（ｂ）～（ｄ）に示すように、頂部が略
円弧形状の曲面で形成された部分（図４（ｂ））から全体が略半円形の部分（図４（ｄ）
）まで連続的に変化するようになっている。なお、上述のＬ２の範囲とＬ３の範囲の境界
近傍では、プリズム突起１２の形状が図４（ａ）のような鋭角的な三角形状から頂部が略
円弧状の滑らかな三角形状に連続的に変化するようになっている。また、各隣り合うプリ
ズム突起１２，１２間のピッチＰは、図４（ａ）～４（ｄ）において略同一である。
【００７３】
このように構成された導光板３の裏面１０側に形成したプリズム突起１２は、入射面４か
ら入射して導光板３内部を伝播する光のうち、入射面４に略平行の面内の光を出射面６の
法線方向へ集光する機能を発揮する。しかし、プリズム突起１２の側面側部分（Ｌ２の範
囲）１０ｂは、入射面４に近づくに従って突起高さが漸減し、プリズム突起１２の断面形
状が断面略三角形状から略半円形に連続的に変化するようになっているため、プリズム突
起１２の上記集光機能が入射面４に近づくに従って弱くなる。しかも、導光板３の裏面１
０の入射面近傍（Ｌ１の範囲）１０ａにはプリズム突起１２が形成されていない。したが
って、本実施の形態の導光板３は、ＬＥＤ５を光源として使用しても、従来例において問
題になったような、導光板３の入射面近傍１０ａに形成されるプリズム突起１２に起因す
る異常発光（図４０の符号Ｈ参照）を効果的に防止できる。一方、本実施の形態の導光板
３は、出射光輝度が低下しやすい部分（入射面から離れた部分であって、Ｌ３の範囲）１
０ｃにおいて、プリズム突起１２の集光機能を十分に利用して、出射面６の法線方向への
出射を促し（図５参照）、導光板３全体として均質で明るい面照明を可能にしている。な
お、導光板３の内部を伝播する光であって入射面４から離れた部分の光は、導光板３の内
部で多数回反射され、光の指向性が弱くなっているため、プリズム突起１２による集光機
能を十分に利用しても、従来例のような異常発光を生じることがない。
【００７４】
導光板３の出射面６には、出射面６から出射する光を拡散する微細凹凸部（図示せず）が
適宜パターン状に形成される。なお、この微細凹凸部の形成密度を出射面の場所に応じて
適宜代えることにより、より一層好ましい出射光の調整が可能になる。このように、導光
板３の出射面６に微細凹凸部をパターン状に形成すれば、上述のプリズム突起１２の効果
と相俟って、導光板３から出射される面照明の均質化が可能になる。
【００７５】
（プリズムシート）
プリズムシート７は、ＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート），ＰＭＭＡやＰＣ等の光透
過性に優れた材料で形成されており、導光板３の出射面６とほぼ同様の矩形形状に形成さ
れ、導光板３の出射面６に対向する面（図１及び図２中の下面）にプリズム突起１３が多
数形成されている。このプリズムシート７のプリズム突起１３は、上記導光板３のプリズ
ム突起１２に略直交する方向へ延び、入射面４に略直交する方向に沿って多数平行に形成
されている。又、このプリズムシート７のプリズム突起１３は、図４（ａ）に示す導光板
３のプリズム突起１２の断面形状とほぼ同様の形状に形成されている。このような構成の
プリズムシート７は、導光板３の入射面４に直交し、且つ、導光板３の出射面６に直交す
る面内の光を、導光板３の出射面６の法線方向に偏向する機能を発揮する。すなわち、Ｌ
ＥＤ５から発せられた光は、上述の導光板３のプリズム突起１２とこのプリズムシート７
のプリズム突起１３とによって、２段階に集光・偏向されることになる。尚、導光板３に
形成されるプリズム突起１２と、プリズムシート７に形成されるプリズム突起１３とは、
ほぼ同様の形状に形成されず、その頂角，ピッチ，高さ等は、両突起１２，１３で適宜異
ならせても良い。
【００７６】
（反射シート）
反射シート２は、白色ＰＥＴ等の光反射性に優れた材料で形成されており、導光板３の裏
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面１０とほぼ同様の大きさの矩形形状に形成されている。この反射シート２は、導光板３
の裏面１０から出射した光を反射して導光板３内部に戻し、ＬＥＤ５からの光の有効利用
を可能にする。
【００７７】
（第１の実施の形態の作用・効果）
以上のように構成された本実施の形態の画像表示装置１は、ＬＥＤ５から発せられた光が
導光板３の入射面４から導光板３の内部に入射する。導光板３の内部に入射したＬＥＤ５
からの光は、出射面６と裏面１０との間で反射を繰り返して導光板３の内部を伝播する。
そして、この導光板３内を伝播する光は、裏面１０で反射される毎に出射面６に対する入
射角が低下し、その伝播の過程において出射面６に対する入射角が臨界角以下になったも
のが出射面６から導光板３の外部に出射する。
【００７８】
ここで、本実施の形態において、導光板３は、上述のように、その裏面１０にプリズム突
起１２が形成されているが、側面側部分１０ｂのプリズム突起１２が入射面４に近づくに
従って突起高さを漸減すると共にその断面形状が略三角形状から略半円形状に連続的に変
化するように形成され、しかも入射面近傍１０ａにおいてはプリズム突起１２が形成され
ていない。そのため、本実施の形態の画像表示装置１は、導光板３の入射面近傍１０ａで
はプリズム突起１２による集光機能が全く発揮されず、また、導光板３の側面側部分１０
ｂでは入射面４に近づくに従って集光機能が低下する。一方、本実施の形態の画像表示装
置１は、導光板３からの出射光の輝度が低くなる部分（入射面４から離れた部分）１０ｃ
では、プリズム突起１２による集光機能が十分に発揮され、導光板３の出射面６の法線方
向への光の出射が促されるようになっている。
【００７９】
従って、本実施の形態の画像表示装置１によれば、ＬＥＤ５を光源として使用しても、導
光板３のプリズム突起１２に起因する異常発光を防止することができ、導光板３全体から
出射される均質で明るい面状の照明光で液晶表示パネル８を照明することが可能になるた
め、表示画像が明るくて見やすくなる。
【００８０】
《第１の実施の形態の第１変形例》
また、上述の実施の形態は、導光板３の裏面１０にプリズム突起１２を形成する態様であ
るが、導光板３の出射面６に上述の実施の形態のプリズム突起１２と同様のプリズム突起
を形成するようにしてもよいし、また、導光板３の裏面１０と出射面６の両面に上述の実
施の形態のプリズム突起１２と同様のプリズム突起を形成するようにしてもよい。両面に
プリズム状突起を形成する場合、一方の面に形成するプリズム状突起は、部分的に形成し
てもよい。例えば、一方の面に形成するプリズム状突起は、前述のＬ２の範囲に相当する
部分にのみ形成するようにしてもよい。
【００８１】
《第１の実施の形態の第２変形例》
また、上述の実施の形態において、導光板３の裏面１０の側面側部分１０ｂに形成される
プリズム突起１２は、図６に示すように、プリズム突起１２の基部を略円弧形状に滑らか
に形成してもよく、また、図７に示すように、プリズム突起１２の全体を滑らかな曲面で
形成するようにしてもよい。
【００８２】
《第１の実施の形態の第３変形例》
また、上述の実施の形態において、導光板３のプリズム突起１２は、入射面４に対して直
交する方向へ延びるように形成される場合と、入射面４に対して直交する方向から数度程
度傾けた方向へ延びるように形成される場合とがある。
【００８３】
《第１の実施の形態の第４変形例》
また、本発明は、上述の実施の形態に限られず、図８に示すように、導光板３の出射面６
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に拡散シート１４を重ねて配置し、更に、プリズム突起１５が液晶表示パネル８側に形成
された第１のプリズムシート１６を拡散シート１４の上面に重ねて配置し、この第１のプ
リズムシート１６のプリズム突起１５と略直交する方向に上向きのプリズム突起１７が形
成された第２のプリズムシート１８を第１のプリズムシート１６の上面に重ねて配置する
態様にも適用することができる。
【００８４】
《第１の実施の形態の第５変形例》
また、上述の実施の形態において、導光板３のプリズム突起１２が導光板３の裏面１０か
ら出っ張るように形成されているが（図２参照）、図９に示すように、プリズム突起１２
の頂部が裏面１０とほぼ面一になるように形成してもよい。
【００８５】
《第１の実施の形態の第６変形例》
また、上述の実施の形態は、点光源としてのＬＥＤ５を使用する態様を例示したが、図１
０～図１２に示すように、線状光源としての蛍光ランプ５ＡをＬＥＤ５の代わりに使用す
るようにしてもよい。加えて、図１３に示すように、図８の面光源装置１１のＬＥＤ５を
蛍光ランプ５Ａに代えて使用するようにしてもよい。更に、図１４に示すように、図９に
示す面光源装置１１のＬＥＤ５を蛍光ランプ５Ａに代えて使用するようにしてもよい。尚
、図１０～図１４に示す各面光源装置１１において、上述の実施の形態の構成と同一の構
成については上述の実施の形態と同一符号を付し、上述の実施の形態と重複する説明を省
略する。
【００８６】
このように、ＬＥＤ５を蛍光ランプ５Ａに代えた本変形例の面光源装置１１は、上述の実
施の形態と同様に、導光板３の入射面近傍１０ａではプリズム突起１２による集光機能が
全く発揮されず、また、導光板３の側面側部分１０ｂでは入射面４に近づくに従ってプリ
ズム突起１２による集光機能が低下する一方、導光板３からの出射光の輝度が低くなる部
分（入射面４から離れた部分）１０ｃではプリズム突起１２による集光機能が十分に発揮
される。その結果、導光板の入射面近傍１０ａ及び側面側部分１０ｂにおける明暗の差が
生じにくくなり、導光板の上下のエッジ４Ａ，４Ｂから入射する光に起因する輝線や、導
光板３の入射面４寄りの出射面６の両端部に生じる低輝度部分が目立ちにくくなる。
【００８７】
従って、本変形例の画像表示装置１によれば、蛍光ランプ５Ａを光源として使用しても、
導光板３のプリズム突起１２に起因する異常発光を防止することができ、導光板３全体か
ら出射される均質で明るい面状の照明光で液晶表示パネル８を照明することが可能になる
ため、表示画像が明るくて見やすくなる。
【００８８】
［第２の実施の形態］
図１５～図１６は、第２の実施の形態を示すものである。このうち、図１５（ａ）が導光
板３の出射面６側から見た平面図であり、図１５（ｂ）が図１５（ａ）のＡｂ－Ａｂ線に
沿って切断して示す断面図である。又、図１６（ａ）が図１５（ｂ）のＤ１－Ｄ１線に沿
って切断して示す断面図であり、図１６（ｂ）が図１５（ｂ）のＤ２－Ｄ２線に沿って切
断して示す断面図である。又、図１６（ｃ）が図１５（ｂ）のＤ３－Ｄ３線に沿って切断
して示す断面図であり、図１６（ｄ）が図１５（ｂ）のＤ４－Ｄ４線に沿って切断して示
す断面図である。
【００８９】
これらの図に示すように、導光板３は、前述の第１の実施の形態の導光板３と同様に、入
射面４側から遠ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状であり、且つ平面形
状が略矩形形状になるように形成されている。そして、導光板３は、その裏面１０側の全
域に亘ってプリズム突起２３が形成されると共に、その出射面６で且つ入射面４から所定
範囲内にプリズム突起２４が形成されている。これらプリズム突起２３，２４は、いずれ
も入射面４に略直交する方向に延び、且つ入射面４に沿って平行に多数形成されている。
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ここで、所定範囲とは、図１５に示す導光板３の入射面４からＰ１点までの範囲であり、
導光板３の入射面４側の板厚を（Ｔ）とすると、入射面４から略２０（Ｔ）の範囲である
。
【００９０】
（裏面側のプリズム突起）
導光板３の裏面１０側のプリズム突起２３は、入射面４から所定寸法離れた位置（Ｐ０）
から導光板３の先端（入射面４と反対側の側面２２）までの範囲において、同一高さで且
つ同一形状（略三角形状）に形成されている（図１６（ｄ）参照）。
【００９１】
また、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２３は、図１５（ｂ）に示すように、入射面
４から所定寸法離れた位置（Ｐ０）から入射面４に向かって突起高さを漸減させるように
形成されている。
【００９２】
ここで、図１６（ａ）～（ｄ）は、図１５（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面
１０側において、入射面４から所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起２３，２３
間の溝形状が略三角形状であるが（図１６（ｄ）参照）、入射面４に向かうに従って各プ
リズム突起２３，２３間の溝深さが漸減し且つその溝形状が略三角形状から略円弧形状に
滑らかに変化している。
【００９３】
（出射面側のプリズム突起）
導光板３の出射面６側のプリズム突起２４は、図１５（ｂ）に示すように、入射面４から
所定寸法離れた位置（Ｐ１）から入射面４に向かって突起高さを漸増させるように形成さ
れ、プリズム突起２４の断面形状は、図１６（ａ）～（ｃ）に示すように、プリズム突起
２４間の溝形状が略円弧状の略波形形状を呈している。
【００９４】
また、図１６（ａ）～（ｄ）に示すように、導光板３の出射面６側において、入射面４か
ら所定寸法離れた位置（Ｐ１）から先端側の側面２２まではプリズム突起が形成されない
平面である（図１６（ｄ）参照）。換言すれば、導光板３の出射面６は、位置（Ｐ１）か
ら側面２２までは平面に形成される一方、位置（Ｐ１）を起点として入射面４に向かって
徐々に深くなる断面略円弧状の溝が彫り込まれて相対的に突起高さが漸増するプリズム突
起２４が形成されている。
【００９５】
（第２の実施の形態の作用・効果）
本実施の形態において、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２３を、入射面４から所定
寸法離れた位置（Ｐ０）から入射面４に向かって突起高さを漸減させるように形成するの
は、前述の第１の実施の形態と同様に、導光板３の入射面４側におけるプリズム突起２３
の集光機能を抑えて、従来問題となっていた輝線Ｈ（図４０参照）を目立ちにくくしよう
とするためであるが、本実施の形態では、更に、入射面４に向かうに従ってプリズム突起
２３間の溝形状を略三角形状のものから略円弧状に滑らかに変化させることで、輝線Ｈを
より目立ちにくくすることができる。これは、プリズム突起２３間の溝形状を略円弧状と
することにより、その部分が凹レンズの如く作用して界面に達した光が広がるように反射
・屈折し、光拡散機能が発揮されることによって輝線Ｈが生じにくくなるものと考えられ
る。
【００９６】
また、本実施の形態で導光板３の出射面６側に形成するプリズム突起２４も、同様の光拡
散機能を期待して形成するものであり、導光板３の裏面１０側に形成されたプリズム突起
２３との組み合わせで、輝線Ｈの発生をより有効に防止することができる。
【００９７】
ここで、導光板３の裏面１０側に形成するプリズム突起２３のみで実用上十分に対応可能
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な場合には、導光板３の出射面６側に形成するプリズム突起２４は、必要に応じて省略す
ることもできる。即ち、上記プリズム突起２４は、上記プリズム突起２３による輝線防止
効果が不十分な場合に、これを補うべく設けられるものである。かかる観点より、上記プ
リズム突起２４は、前述の第１の実施の形態において、導光板３の裏面１０側に形成する
態様で示したプリズム突起１２と同様のものとの組み合わせも可能である。更に、上記プ
リズム突起２４は、従来より知られている裏面等を部分的に粗面化する等して構成される
導光板において、ＬＥＤを光源に用いた場合の光源近傍における輝度むら対策に適用する
こともできる。
【００９８】
《第２の実施の形態の変形例》
また、上述の実施の形態は、点光源としてのＬＥＤ５を使用する態様を例示したが、図１
７に示すように、線状光源としての蛍光ランプ５ＡをＬＥＤ５の代わりに使用するように
してもよい。尚、図１７に示す面光源装置１１において、上述の第２の実施の形態の構成
と同一の構成については第２の実施の形態と同一符号を付し、第２の実施の形態と重複す
る説明を省略する。
【００９９】
このように、ＬＥＤ５を蛍光ランプ５Ａに代えた本変形例の面光源装置１１は、上述の第
２の実施の形態と同様に、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２３が入射面４に向かう
に従って突起高さを漸減することにより、プリズム突起２３の集光機能が抑えられ、また
、プリズム突起２３間の溝形状を略円弧形状にすることにより、プリズム突起２３間の溝
で光拡散機能が発揮されるため、入射面４の上下のエッジ４Ａ，４Ｂから入射する光に起
因する輝線や、導光板３の入射面４側の両端部の低輝度部分を目立ちにくくすることがで
きる。
【０１００】
本変形例において、導光板３の出射面６側に形成するプリズム突起２４も、上述の第２の
実施の形態の面光源装置１１と同様の光拡散機能を期待して形成するものであり、導光板
３の裏面１０側に形成されたプリズム突起２３との組み合わせで、輝線の発生をより有効
に防止することができる。
【０１０１】
［第３の実施の形態］
図１８は、本発明の第３の実施の形態に係る導光板３を示すものであり、第２の実施の形
態に示した導光板３の他の実施態様を示すものである。ここで、図１８（ａ）が導光板３
の出射面６側から見た平面図であり、図１８（ｂ）が図１８（ａ）のＡ１－Ａ１線に沿っ
て切断して示す断面図である。又、図１８（ｃ）が図１８（ａ）のＢ１－Ｂ１線に沿って
切断して示す断面図であり、図１８（ｄ）が図１８（ａ）のＣ１－Ｃ１線に沿って切断し
て示す断面図である。尚、Ａ１－Ａ１，Ｂ１－Ｂ１，Ｃ１－Ｃ１の各線に沿った断面とは
、図２２に示すように、導光板３の出射面６に垂直な面ＰＬであって、プリズム突起間の
溝底部を通る面ＰＬで切断された断面をいう。
【０１０２】
これらの図に示すように、導光板３は、前述の第１～第２の実施の形態の導光板３と同様
に、入射面４側から遠ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状であり、且つ
平面形状が略矩形形状になるように形成されている。そして、導光板３は、その裏面１０
側の全域に亘ってプリズム突起２０が形成されると共に、その出射面６で且つ入射面４か
ら所定範囲内にプリズム突起２１が形成されている。これらプリズム突起２０，２１は、
いずれも入射面４に略直交する方向に延び、且つ入射面４に沿って平行に多数形成されて
いる。ここで、所定範囲とは、図１１に示す導光板３の入射面４からＰ１点までの範囲で
あり、導光板３の入射面４側の板厚を（Ｔ）とすると、入射面４から略２０（Ｔ）の範囲
である。
【０１０３】
（裏面側のプリズム突起）
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導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０は、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位
置（Ｐ０）から導光板３の先端（入射面４と反対側の側面２２）までの範囲において、同
一高さで且つ同一形状（略三角形状）に形成されている（図１９（ｄ），図２０（ｄ），
図２１（ｄ）参照）。
【０１０４】
また、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０であって、ＬＥＤ５の光軸Ｌａ上のプリ
ズム突起２０は、図１８（ｂ）に示すように、入射面４から所定寸法離れた位置（Ｐ０）
から入射面４に向かって突起高さを漸減させるように形成されている。ここで、光軸Ｌａ
とは、図１８（ａ）に示すように、ＬＥＤ５の中心を通る線であって、入射面４に直交す
る線である。
【０１０５】
ここで、図１９（ａ）～（ｄ）は、図１８（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面
１０側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起
２０，２０間の溝形状が略三角形状であるが（図１９（ｄ）参照）、入射面４に向かうに
従って各プリズム突起２０，２０間の溝深さが漸減し且つその溝形状が略三角形状から略
円弧形状に滑らかに変化している。
【０１０６】
また、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０で且つ入射面４近傍のプリズム突起２０
は、隣り合うＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の幅方向（図１８（ａ）に示すよう
に、光軸Ｌａに直交する方向）の両端部で突起高さが最も高くなるように、幅方向にも突
起高さを変化させるようになっている。すなわち、本実施の形態において、図１８（ｃ）
及び（ｄ）に示すように、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０の突起高さは、位置
（Ｐ０）から入射面４に向かって漸減し、その後一定となっており、突起高さが一定にな
る範囲は、光軸Ｌａから幅方向に離れるに従って大きくなり、隣り合うＬＥＤ５，５間の
中間位置及び導光板３の幅方向両端部で最も大きくなるように形成されており、突起高さ
の変化部分（第３部分）と突起高さの一定部分（第４部分）との交点Ｐａの軌跡（図１８
（ａ）に点線で示す曲線Ｍ１）と入射面４とで囲まれる範囲に対応する。尚、導光板３の
裏面１０側のプリズム突起２０において、突起高さが一定になる部分は、交点Ｐａから入
射面４までの部分（第３部分）と、位置Ｐ０から側面２２までの部分（第５部分）である
。
【０１０７】
ここで、図２０（ａ）～（ｄ）は、図１８（ｃ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面
１０側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起
２０，２０間の溝形状が略三角形状であるが（図２０（ｄ）参照）、位置（Ｐ０）から入
射面４に向かうに従って各プリズム突起２０，２０間の溝深さが漸減し且つその溝形状が
略三角形状から略円弧形状に滑らかに変化しており（図２０（ｃ）～（ｂ）参照）、図１
８（ｃ）の交点Ｐａから入射面４側では突起高さが一定のプリズム突起２０，２０が形成
されている（図２０（ａ）参照）。
【０１０８】
また、図２１（ａ）～（ｄ）は、図１８（ｄ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切断
して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面１
０側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起２
０，２０間の溝形状が略三角形状であるが（図２１（ｄ）参照）、位置（Ｐ０）から入射
面４に向かうに従って各プリズム突起２０，２０間の溝深さが漸減し且つその溝形状が略
三角形状から略円弧形状に滑らかに変化しており（図２１（ｃ）参照）、図１８（ｄ）の
交点Ｐａから入射面４側では突起高さが一定のプリズム突起２０が形成されている（図２
１（ｂ）～（ａ）参照）。
【０１０９】



(29) JP 4049624 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

ここで、図１９（ａ），図２０（ａ）及び図２１（ａ）の導光板３の裏面１０側において
、プリズム突起２０は、図１９（ａ），図２０（ａ），図２１（ａ）のプリズム突起２０
の順に突起高さが増すようになっており、幅方向に突起高さが滑らかに変化するようにな
っている。
【０１１０】
（出射面側のプリズム突起）
導光板３の出射面６側のプリズム突起２１であって、ＬＥＤ５の光軸Ｌａ上のプリズム突
起２１は、図１８（ｂ）に示すように、入射面４から所定寸法離れた位置（Ｐ１）から入
射面４に向かって突起高さを漸増させるように形成され、Ｐｂ点から入射面４までの突起
高さが一定になるように形成されている。
【０１１１】
ここで、図１９（ａ）～（ｄ）は、図１８（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の出射
面６側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ１）から先端側の側面
２２まではプリズム突起２１が形成されない平面であり（図１９（ｄ）参照）、位置（Ｐ
１）から入射面４に向かってＰｂ点まではプリズム突起２１の高さが漸増するように形成
され、Ｐｂ点から入射面４まではプリズム突起２１の高さが一定になるように形成されて
いる。ここで、導光板３の出射面６側のプリズム突起２１の断面形状は、図１９（ａ）～
（ｃ）に示すように、プリズム突起２１間の溝形状が略円弧状の略波形形状を呈している
。
【０１１２】
また、導光板３の出射面６側のプリズム突起２１で且つ入射面４近傍のプリズム突起２１
は、隣り合うＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の幅方向の両端部で突起高さが最も
高くなるように、幅方向にも突起高さを変化させるようになっている。すなわち、本実施
の形態において、図１８（ｂ）及び（ｃ）に示すように、導光板３の出射面６側のプリズ
ム突起２１の突起高さが一定になる範囲が光軸Ｌａから幅方向に離れるに従って小さくな
り、その導光板３の出射面６側のプリズム突起２１の突起高さが一定になる範囲が隣り合
うＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の幅方向両端部で略ゼロになるように形成され
ている。換言すれば、導光板３の出射面６側のプリズム突起２１の高さが一定になる範囲
は、突起高さの変化部分（第２部分）と突起高さの一定部分（第１部分）との交点Ｐｂの
軌跡（図１８（ａ）に細線で示す曲線Ｍ２）と入射面４とで囲まれる範囲である。
【０１１３】
ここで、図２０（ａ）～（ｄ）は、図１８（ｃ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の出射
面６側において、入射面４からＰｂ点までの範囲ではプリズム突起２１が一定の高さにな
るように形成され（図２０（ａ）参照）、Ｐｂ点から位置（Ｐ１）までの範囲ではプリズ
ム突起２１の高さが漸減するように形成されている（図２０（ｂ）～（ｃ）参照）。尚、
図２０（ａ）～（ｃ）に示すように、プリズム突起２１の断面形状は、隣り合うプリズム
突起２１，２１間の溝形状が略円弧状になるように形成されており、略波形形状を呈して
いる。
【０１１４】
また、図２１（ａ）～（ｄ）は、図１８（ｄ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切断
して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の出射面
６側において、プリズム突起２１は、位置（Ｐ１）から入射面４に向かうに従って突起高
さを漸増させるように形成されている。尚、図２１（ａ）～（ｃ）に示すように、プリズ
ム突起２１の断面形状は、隣り合うプリズム突起２１，２１間の溝形状が略円弧状になる
ように形成されており、略波形形状を呈している。
【０１１５】
ここで、図１９（ａ），図２０（ａ）及び図２１（ａ）の導光板３の出射面６側において
、プリズム突起２１は、図１９（ａ），図２０（ａ），図２１（ａ）のプリズム突起２１
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の順に突起高さが増すようになっており、導光板３の裏面１０側と同様に、導光板３の幅
方向に突起高さが滑らかに変化するようになっている。
【０１１６】
（本実施の形態の作用・効果）
以上のように構成された本実施の形態の導光板３によれば、点光源としてのＬＥＤ５近傍
からの出射を抑え、ＬＥＤ５，５間や幅方向両端部の暗部になりやすい部分からの光の出
射を促し、出射面６全体の輝度の均一化を図り、従来問題となっていた輝線Ｈ（図４０参
照）をより目立ちにくくすることができる。その結果、本実施の形態の導光板３を使用し
た面光源装置１１は、明るく均一の面照明が可能になる。又、本実施の形態の導光板３を
使用した画像表示装置１は、表示品質の高品質化を図ることが可能になる。
【０１１７】
尚、本実施の形態において、Ｐ０，Ｐ１，Ｐａ，Ｐｂの各点は、導光板３の大きさや導光
板３の入射面４側の板厚（Ｔ）、隣り合うＬＥＤ５，５の間隔等に応じて適宜に変化させ
る。但し、携帯電話の液晶表示装置等を照明するために使用されるような導光板であって
、出射面６の面積がパソコンの液晶モニター用の導光板に比較して小さな導光板の場合に
は、Ｐ０，Ｐ１の位置をほぼ２０Ｔにすると効果的であることが実験で確認されている。
【０１１８】
《第３の実施の形態の変形例》
上述の第３の実施の形態は、点光源としてのＬＥＤ５を使用する態様を例示したが、図２
３に示すように、線状光源としての蛍光ランプ５ＡをＬＥＤ５の代わりに使用するように
してもよい。尚、図２３に示す面光源装置１１において、上述の第３の実施の形態の構成
と同一の構成については第３の実施の形態と同一符号を付し、第３の実施の形態と重複す
る説明を省略する。
【０１１９】
（裏面側のプリズム突起）
導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０は、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位
置（Ｐ０）から導光板３の先端（入射面４と反対側の側面２２）までの範囲において、同
一高さで且つ同一形状（略三角形状）に形成されている（図１９（ｄ），図２０（ｄ），
図２１（ｄ）参照）。ここで、光軸方向とは、図２３（ａ）に示すように、蛍光ランプ５
Ａの長手方向に対して直交する方向であって、入射面４に直交する方向である。
【０１２０】
また、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０であって、蛍光ランプ５Ａの端面から距
離Ｌｂだけ離れた端部近傍までのプリズム突起２０は、図２３（ｂ）に示すように、入射
面４から所定寸法離れた位置（Ｐ０）を起点とし、この位置（Ｐ０）から入射面４に向か
って突起高さを漸減させるように形成されている。
【０１２１】
ここで、図１９（ａ）～（ｄ）は、図２３（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面
１０側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起
２０，２０間の溝形状が略三角形状であるが（図１９（ｄ）参照）、入射面４に向かうに
従って各プリズム突起２０，２０間の溝深さが漸減し且つその溝形状が略三角形状から略
円弧形状に滑らかに変化している。
【０１２２】
また、導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０で且つ入射面４近傍のプリズム突起２０
は、導光板３の幅方向（図２３（ａ）に示すように、入射面４に沿った方向）の両端部で
突起高さが最も高くなるように、幅方向にも突起高さを変化させるようになっている。す
なわち、本変形例において、図２３（ｃ）及び（ｄ）に示すように、導光板３の裏面１０
側のプリズム突起２０の突起高さは、位置（Ｐ０）から入射面４に向かって漸減し、その
後一定になる。そして、突起高さが一定になる範囲は、蛍光ランプ５Ａの端部近傍から蛍
光ランプ５Ａの両端に向かう方向に沿って増大し、導光板３の幅方向両端部で最も大きく
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なるように形成されている。この導光板３の裏面１０側のプリズム突起２０は、その突起
高さの変化部分（第３部分）と突起高さの一定部分（第４部分）との交点Ｐａの軌跡（図
２３（ａ）に点線で示す曲線Ｍ３）で囲まれる入射面４側のコーナー部分である。尚、導
光板３の裏面１０側のプリズム突起２０において、突起高さが一定になる部分は、交点Ｐ
ａから入射面４までの部分（第３部分）と、位置Ｐ０から側面２２までの部分（第５部分
）である。
【０１２３】
ここで、図２０（ａ）～（ｄ）は、図２３（ｃ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面
１０側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起
２０，２０間の溝形状が略三角形状であるが（図２０（ｄ）参照）、位置（Ｐ０）から入
射面４に向かうに従って各プリズム突起２０，２０間の溝深さが漸減し且つその溝形状が
略三角形状から略円弧形状に滑らかに変化しており（図２０（ｃ）～（ｂ）参照）、図２
３（ｃ）の交点Ｐａから入射面４側では突起高さが一定のプリズム突起２０，２０が形成
されている（図２０（ａ）参照）。
【０１２４】
また、図２１（ａ）～（ｄ）は、図２３（ｄ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切断
して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の裏面１
０側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ０）ではプリズム突起２
０，２０間の溝形状が略三角形状であるが（図２１（ｄ）参照）、位置（Ｐ０）から入射
面４に向かうに従って各プリズム突起２０，２０間の溝深さが漸減し且つその溝形状が略
三角形状から略円弧形状に滑らかに変化しており（図２１（ｃ）参照）、図２３（ｄ）の
交点Ｐａから入射面４側では突起高さが一定のプリズム突起２０が形成されている（図２
１（ｂ）～（ａ）参照）。
【０１２５】
ここで、図１９（ａ），図２０（ａ）及び図２１（ａ）の導光板３の裏面１０側において
、プリズム突起２０は、図１９（ａ），図２０（ａ），図２１（ａ）のプリズム突起２０
の順に突起高さが増すようになっており、蛍光ランプ５Ａの端部近傍の位置（端面から距
離Ｌｂ離れた位置）から蛍光ランプ５Ａの両端に向かって（幅方向に）突起高さが滑らか
に増大するようになっている。
【０１２６】
（出射面側のプリズム突起）
導光板３の出射面６側に形成されるプリズム突起２１は、蛍光ランプ５Ａの両端から所定
距離Ｌｂの端部近傍において、図２３（ｂ）に示すように、入射面４から所定寸法離れた
位置（Ｐ１）から入射面４に向かって突起高さを漸増させるように形成され、Ｐｂ点から
入射面４までの突起高さが一定になるように形成されている。
【０１２７】
ここで、図１９（ａ）～（ｄ）は、図２３（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の出射
面６側において、入射面４から光軸方向に所定寸法離れた位置（Ｐ１）から先端側の側面
２２まではプリズム突起２１が形成されない平面であり（図１９（ｄ）参照）、位置（Ｐ
１）から入射面４に向かってＰｂ点まではプリズム突起２１の高さが漸増するように形成
され、Ｐｂ点から入射面４まではプリズム突起２１の高さが一定になるように形成されて
いる。ここで、導光板３の出射面６側のプリズム突起２１の断面形状は、図１９（ａ）～
（ｃ）に示すように、プリズム突起２１間の溝形状が略円弧状の略波形形状を呈している
。
【０１２８】
また、導光板３の出射面６側のプリズム突起２１で且つ入射面４近傍のプリズム突起２１
は、導光板３の幅方向の両端部で突起高さが最も高くなるように、幅方向にも突起高さを
変化させるようになっている。すなわち、本変形例において、図２３（ｂ）及び（ｃ）に
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示すように、導光板３の出射面６側のプリズム突起２１の突起高さが一定になる範囲が蛍
光ランプ５Ａの端部近傍から蛍光ランプ５Ａの両端に向かう方向に沿って次第に小さくな
り、その導光板３の出射面６側のプリズム突起２１の突起高さが一定になる範囲が導光板
３の入射面４側の幅方向両端部で略ゼロになるように形成されている。換言すれば、導光
板３の出射面６側のプリズム突起２１の高さが一定になる範囲は、突起高さの変化部分（
第２部分）と突起高さの一定部分（第１部分）との交点Ｐｂの軌跡（図２３（ａ）に細線
で示す線Ｍ４）と入射面４とで囲まれる範囲である。
【０１２９】
ここで、図２０（ａ）～（ｄ）は、図２３（ｃ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切
断して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の出射
面６側において、入射面４からＰｂ点までの範囲ではプリズム突起２１が一定の高さにな
るように形成され（図２０（ａ）参照）、Ｐｂ点から位置（Ｐ１）までの範囲ではプリズ
ム突起２１の高さが漸減するように形成されている（図２０（ｂ）～（ｃ）参照）。尚、
図２０（ａ）～（ｃ）に示すように、プリズム突起２１の断面形状は、隣り合うプリズム
突起２１，２１間の溝形状が略円弧状になるように形成されており、略波形形状を呈して
いる。
【０１３０】
また、図２１（ａ）～（ｄ）は、図２３（ｄ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４線に沿って切断
して示す導光板３の一部拡大断面図である。これらの図に示すように、導光板３の出射面
６側において、プリズム突起２１は、位置（Ｐ１）から入射面４に向かうに従って突起高
さを漸増させるように形成されている。尚、図２１（ａ）～（ｃ）に示すように、プリズ
ム突起２１の断面形状は、隣り合うプリズム突起２１，２１間の溝形状が略円弧状になる
ように形成されており、略波形形状を呈している。
【０１３１】
ここで、図１９（ａ），図２０（ａ）及び図２１（ａ）の導光板３の出射面６側において
、プリズム突起２１は、図１９（ａ），図２０（ａ），図２１（ａ）のプリズム突起２１
の順に突起高さが増すようになっており、導光板３の裏面１０側と同様に、導光板３の幅
方向に突起高さが滑らかに変化するようになっている。
【０１３２】
（本変形例の効果）
以上のように構成された本変形例の導光板３によれば、蛍光ランプ５Ａの両端部に対応す
る入射面４側コーナー部からの出射光量を多くすることができ、蛍光ランプ５Ａを光源と
して使用する場合に生じやすい低輝度部分を目立ちにくくすることができる。また、本変
形例の導光板３によれば、入射面４側のプリズム突起２０，２１の突起高さを幅方向に変
化させると共に、プリズム突起２０，２１間の形状を略円弧形状にすることにより、プリ
ズム突起２０，２１による光の反射・拡散作用を工夫することにより、入射面４の上下の
エッジ４Ａ，４Ｂから入射する光に起因する輝線の発生を目立ちにくくすることができる
。その結果、本変形例の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るく均一の面照明が可
能になる。又、本変形例の導光板３を使用した画像表示装置１は、表示品質の高品質化を
図ることが可能になる。
【０１３３】
［第４の実施の形態］
図２４は、本発明の第４の実施の形態に係る導光板３を示すものである。このうち、図２
４（ａ）が導光板３の出射面６側から見た平面図であり、図２４（ｂ）が図２４（ａ）の
Ａ３－Ａ３線に沿って切断して示す断面図である。又、図２４（ｃ）が図２４（ａ）のＢ
３－Ｂ３線に沿って切断して示す断面図であり、図２４（ｄ）が図２４（ａ）のＣ３－Ｃ
３線に沿って切断して示す断面図である。
【０１３４】
本実施の形態の導光板３は、その裏面１０側及び出射面６側の両面のプリズム突起２５，
２６の突起高さを幅方向に変化させるようになっている点において前述の第３の実施の形
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態の導光板３と共通するが、そのプリズム突起２５，２６の突起高さの変化のさせ方が前
述の第３の実施の形態に係る導光板３と相違する。
【０１３５】
すなわち、本実施の形態の導光板３は、前述の第１～第３の実施の形態の導光板３と同様
に、入射面４側から遠ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状であり、且つ
平面形状が略矩形形状になるように形成されている。そして、導光板３は、その裏面１０
側の全域に亘ってプリズム突起２５が形成されると共に、入射面４から所定範囲内の出射
面６にプリズム突起２６が形成されている。これらプリズム突起２５，２６は、いずれも
入射面４に略直交する方向に延び、且つ入射面４に沿って平行に多数形成されている。
【０１３６】
出射面のプリズム突起２６は、入射面４から所定距離の点（例えば、入射面４の板厚をＴ
とすると、入射面４から約２０Ｔの位置）Ｐ２から入射面４に向かって突起高さが漸増す
るように形成されている。しかも、この出射面６のプリズム突起２６は、光軸Ｌａから導
光板３の幅方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増するように形成されており、隣
り合うＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の幅方向両端部において突起高さが最も高
くなるように形成されている。ここで、出射面６のプリズム突起２６は、図２４（ｂ），
（ｃ），（ｄ）に示すように、プリズム突起２６，２６間の溝２６ａの傾斜角（プリズム
突起２６，２６間の溝２６ａと出射面６とのなす角）αが光軸Ｌａから導光板３の幅方向
へ向かって離れる従って大きくなるように形成されている。その結果、出射面６のプリズ
ム突起２６の突起高さは、上述のように、光軸Ｌａから導光板３の幅方向へ向かって離れ
るに従って漸増するのである。
【０１３７】
裏面１０のプリズム突起２５は、入射面４から所定距離の点（例えば、導光板３の入射面
４側の板厚を（Ｔ）とすると、入射面４から約２０（Ｔ）の位置）Ｐ３より導光板３の先
端（側面２２）までの範囲において、同一の突起高さになるように形成されている。そし
て、裏面１０のプリズム突起２５は、入射面４から所定距離の点Ｐ３までの範囲において
、入射面４に向かうに従って突起高さが漸減するように形成されている。しかも、この裏
面１０のプリズム突起２５は、光軸Ｌａから導光板３の幅方向へ向かって離れるに従って
突起高さが漸増するように形成されており、隣り合うＬＥＤ２５，２５間の中間位置及び
導光板３の幅方向両端部において突起高さが最も高くなるように形成されている。ここで
、裏面１０のプリズム突起２５は、図２４（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示すように、プリズ
ム突起２５，２５間の溝２５ａの傾斜角（プリズム突起２５，２５間の溝２５ａと裏面１
０とのなす角）βが光軸Ｌａから導光板３の幅方向へ向かって離れるに従って小さくなる
ように形成されている。尚、プリズム突起２５，２５間の溝２５ａの傾斜角βは、隣り合
うＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の幅方向両端部においてβ＝０°にしてもよい
。
【０１３８】
以上のように構成された本実施の形態の導光板３は、上述の第３の実施の形態の導光板３
と同様に、ＬＥＤ５近傍からの出射を抑え、ＬＥＤ５，５間や幅方向両端部の暗部になり
やすい部分からの光の出射を促し、出射面６全体の輝度の均一化を図り、従来問題となっ
ていた輝線Ｈ（図４０参照）をより目立ちにくくすることができる。その結果、本実施の
形態の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るく均一の面照明が可能になる（図１及
び図８参照）。又、本実施の形態の導光板３を使用した画像表示装置１は、表示品質の高
品質化を図ることが可能になる（図１及び図８参照）。
【０１３９】
尚、導光板３の点Ｐ２，点Ｐ３から入射面４までの各プリズム突起２６，２６間及び２５
，２５間の溝２６ａ，２５ａの断面形状を、例えば、図１９（ａ）に示すような略円弧形
状に形成することにより、光の拡散又は乱反射が効果的に生じ、導光板３からの出射光の
輝度の均一化及び高輝度化を一層効果的に図ることができる。
【０１４０】
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《第４の実施の形態の変形例》
上述の第４の実施の形態は、点光源としてのＬＥＤ５を使用する態様を例示したが、図２
５に示すように、線状光源としての蛍光ランプ５ＡをＬＥＤ５の代わりに使用するように
してもよい。尚、図２５に示す面光源装置１１において、上述の第４の実施の形態の構成
と同一の構成については第４の実施の形態と同一符号を付し、第４の実施の形態と重複す
る説明を省略する。ここで、図２５（ａ）が導光板３の出射面６側から見た平面図であり
、図２５（ｂ）が図２５（ａ）のＡ４－Ａ４線に沿って切断して示す断面図である。又、
図２５（ｃ）が図２５（ａ）のＢ４－Ｂ４線に沿って切断して示す断面図であり、図２５
（ｄ）が図２５（ａ）のＣ４－Ｃ４線に沿って切断して示す断面図である。
【０１４１】
本変形例の導光板３は、前述の第１～第４の実施の形態の導光板３と同様に、入射面４側
から遠ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状であり、且つ平面形状が略矩
形形状になるように形成されている。そして、導光板３は、その裏面１０側の全域に亘っ
てプリズム突起２５が形成されると共に、入射面４から所定範囲内の出射面６にプリズム
突起２６が形成されている。これらプリズム突起２５，２６は、いずれも入射面４に略直
交する方向に延び、且つ入射面４に沿って平行に多数形成されている。
【０１４２】
出射面のプリズム突起２６は、入射面４から所定距離の点（例えば、入射面４の板厚をＴ
とすると、入射面４から約２０Ｔの位置）Ｐ２から入射面４に向かって突起高さが漸増す
るように形成されている。しかも、この出射面６のプリズム突起２６は、蛍光ランプ５Ａ
の端部近傍（端面から距離Ｌｂの部位）から蛍光ランプ５Ａの端面へ向かう方向にいくに
従って突起高さが漸増するように形成されており、導光板３の幅方向両端部において突起
高さが最も高くなるように形成されている。ここで、出射面６のプリズム突起２６は、図
２５（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示すように、プリズム突起２６，２６間の溝２６ａの傾斜
角（プリズム突起２６，２６間の溝２６ａと出射面６とのなす角）αが蛍光ランプ５Ａの
端部近傍から蛍光ランプ５Ａの端面へ向かう方向にいくに従って大きくなるように形成さ
れている。その結果、出射面６のプリズム突起２６の突起高さは、上述のように、蛍光ラ
ンプ５Ａの端部近傍から蛍光ランプ５Ａの端面に向かう方向にいくに従って漸増するので
ある。
【０１４３】
裏面１０のプリズム突起２５は、入射面４から所定距離の点（例えば、導光板３の入射面
４側の板厚を（Ｔ）とすると、入射面４から約２０（Ｔ）の位置）Ｐ３より導光板３の先
端（側面２２）までの範囲において、同一の突起高さになるように形成されている。そし
て、裏面１０のプリズム突起２５は、入射面４から所定距離の点Ｐ３までの範囲において
、入射面４に向かうに従って突起高さが漸減するように形成されている。しかも、この裏
面１０のプリズム突起２５は、蛍光ランプ５Ａの端部近傍から蛍光ランプ５Ａの端面に向
かう方向にいくに従って突起高さが漸増するように形成されており、導光板３の幅方向両
端部において突起高さが最も高くなるように形成されている。ここで、裏面１０のプリズ
ム突起２５は、図２５（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示すように、プリズム突起２５，２５間
の溝２５ａの傾斜角（プリズム突起２５，２５間の溝２５ａと裏面１０とのなす角）βが
蛍光ランプ５Ａの端部近傍から蛍光ランプ５Ａの端面に向かう方向にいくに従って小さく
なるように形成されている。尚、プリズム突起２５，２５間の溝２５ａの傾斜角βは、導
光板３の幅方向両端部においてβ＝０°にしてもよい。
【０１４４】
（本変形例の効果）
以上のように構成された本変形例の導光板３によれば、蛍光ランプ５Ａの両端部に対応す
る入射面４側コーナー部からの出射光量を多くすることができ、蛍光ランプ５Ａを光源と
して使用する場合に生じやすい低輝度部分を目立ちにくくすることができる。また、本変
形例の導光板３によれば、その幅方向両端側で且つ入射面４側のプリズム突起２０，２１
の突起高さを、その幅方向両端部で最も高くなるように幅方向に変化させることにより、
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入射面４の上下のエッジ４Ａ，４Ｂから入射する光に起因する輝線の発生を目立ちにくく
することができる。その結果、本変形例の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るく
均一の面照明が可能になる。又、本変形例の導光板を使用した画像表示装置１は、表示品
質の高品質化を図ることが可能になる。
【０１４５】
尚、導光板３の点Ｐ２，点Ｐ３から入射面４までの各プリズム突起２６，２６間及び２５
，２５間の溝２６ａ，２５ａの断面形状を、例えば、図１９（ａ）に示すような略円弧形
状に形成することにより、光の拡散又は乱反射が効果的に生じ、導光板３からの出射光の
輝度の均一化及び高輝度化を一層効果的に図ることができる。
【０１４６】
［第５の実施の形態］
図２６は、本発明の第５の実施の形態に係る面光源装置１１を示すものである。このうち
、図２６（ａ）が導光板３の出射面６側から見た平面図であり、図２６（ｂ）が図２６（
ａ）のＡ５－Ａ５線に沿って切断して示す断面図である。又、図２６（ｃ）が図２６（ａ
）のＢ５－Ｂ５線に沿って切断して示す断面図であり、図２６（ｄ）が図２６（ａ）のＣ
５－Ｃ５線に沿って切断して示す断面図である。
【０１４７】
本実施の形態の導光板３は、その裏面１０側及び出射面６側の両面のプリズム突起２７，
２８の突起高さを幅方向に変化させるようになっている点において前述の第３及び第４の
実施の形態の導光板３と共通するが、そのプリズム突起２７，２８の突起高さの変化のさ
せ方が前述の第３及び第４の実施の形態に係る導光板３と相違する。
【０１４８】
すなわち、本実施の形態の導光板３は、前述の第１～第４の実施の形態の導光板３と同様
に、入射面４側から遠ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状であり、且つ
平面形状が略矩形形状になるように形成されている。そして、導光板３は、その裏面１０
側の全域に亘ってプリズム突起２７が形成されると共に、入射面４の近傍（特に、異常発
光（輝線）が発生しやすい部分）の出射面６にプリズム突起２８が形成されている。これ
らプリズム突起２７，２８は、いずれも入射面４に略直交する方向に延び、且つ入射面４
に沿って平行に多数形成されている。
【０１４９】
出射面６のプリズム突起２８は、入射面４に近づくに従って突起高さが漸増するように形
成されている。しかも、この出射面６のプリズム突起２８は、光軸Ｌａから導光板３の幅
方向へ向かうに従って突起高さが漸増するように形成されており、隣り合うＬＥＤ５，５
間の中間位置及び導光板３の幅方向両端部において突起高さが最も高くなるように形成さ
れている。ここで、出射面６のプリズム突起２８は、図２６（ｂ）～（ｄ）に示すように
、その隣り合うプリズム突起２８，２８間の溝２８ａの傾斜角（溝２８ａと出射面６との
なす角）が全て同一の傾斜角δとなるように形成されている。その結果、出射面６のプリ
ズム突起２８が無くなる位置（突起高さがゼロになる点）Ｐ４は、図２６（ａ）に示すよ
うに、光軸Ｌａ上で最も入射面４に近く、ＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の両端
部で最も入射面４から遠くなる。そして、出射面６のプリズム突起２８の突起高さがゼロ
になる点Ｐ４の軌跡は、図２６（ａ）に示すように、滑らかな曲線Ｍ５が波形につながっ
た形状になっている。尚、本実施の形態において、出射面６のプリズム突起２８の突起高
さがゼロになる位置Ｐ４で且つ入射面４から最も遠い位置Ｐ４は、導光板３の入射面４側
の板厚を（Ｔ）とすると、入射面４から光軸方向に約２０（Ｔ）の位置になるように決定
されている。
【０１５０】
裏面１０のプリズム突起２７は、少なくとも入射面４から所定距離の点（例えば、入射面
の板厚をＴとすると、入射面から約２０Ｔの位置）より導光板３の先端（側面２２）まで
の範囲において、同一の突起高さになるように形成されている。そして、裏面１０のプリ
ズム突起２７は、入射面４の近傍において、突起高さが一定の部分から入射面４へ向かう
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に従って突起高さを漸減させるように形成されている。しかも、この裏面１０のプリズム
突起２７は、光軸Ｌａから導光板３の幅方向へ向かって離れるに従って突起高さが漸増す
るように形成されており、隣り合うＬＥＤ５，５間の中間位置及び導光板３の幅方向両端
部において突起高さが最も高くなるように形成されている。ここで、裏面１０のプリズム
突起２７は、図２６（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示すように、プリズム突起２７，２７間の
溝２７ａの傾斜角（プリズム突起２７，２７間の溝２７ａと裏面１０とのなす角）θがど
の断面においても一定である。したがって、裏面１０のプリズム突起２７において、突起
高さが一定の部分と突起高さが変化する部分との交点Ｐ５は、光軸Ｌａ上で入射面４から
最も離れた位置にあり、導光板３の幅方向へ向かって離れるに従って入射面４に近づくよ
うになっている。これにより、裏面１０のプリズム突起２７の突起高さが変化する点Ｐ５
の軌跡は、図２６（ａ）に示すように、滑らかな曲線（点線で示す曲線）Ｍ６が波形につ
ながったような形状を呈しており、出射面６側の軌跡Ｍ５とほぼ逆の形状を呈している。
尚、図２６（ｄ）に示す断面において、裏面１０全域をほぼ一定の突起高さのプリズム突
起２７を形成するようにしてもよい。この場合、裏面１０のプリズム突起２７の突起高さ
が一定の部分と突起高さが変化する部分との交点Ｐ５の軌跡は、入射面４から所定距離２
０（Ｔ）の位置から入射面４に至る滑らかな曲線になる。
【０１５１】
以上のように構成された本実施の形態の導光板３は、上述の第３及び第４の実施の形態の
導光板３と同様に、ＬＥＤ５近傍からの出射を抑え、ＬＥＤ５，５間や幅方向両端部の暗
部になりやすい部分からの光の出射を促し、出射面６全体の輝度の均一化を図り、従来問
題となっていた輝線Ｈ（図４０参照）をより目立ちにくくすることができる。その結果、
本実施の形態の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るくて均一の面照明が可能にな
る（図１及び図８参照）。又、本実施の形態の導光板３を使用した画像表示装置１は、表
示品質の高品質化を図ることが可能になる（図１及び図８参照）。
【０１５２】
《第５の実施の形態の変形例》
上述の第５の実施の形態は、点光源としてのＬＥＤ５を使用する態様を例示したが、図２
７に示すように、線状光源としての蛍光ランプ５ＡをＬＥＤ５の代わりに使用するように
してもよい。尚、図２７に示す面光源装置１１において、上述の第５の実施の形態の構成
と同一の構成については第５の実施の形態と同一符号を付し、第５の実施の形態と重複す
る説明を省略する。ここで、図２７（ａ）が導光板３の出射面６側から見た平面図であり
、図２７（ｂ）が図２７（ａ）のＡ６－Ａ６線に沿って切断して示す断面図である。又、
図２７（ｃ）が図２７（ａ）のＢ６－Ｂ６線に沿って切断して示す断面図であり、図２７
（ｄ）が図２７（ａ）のＣ６－Ｃ６線に沿って切断して示す断面図である。
【０１５３】
本変形例の導光板３は、前述の第５の実施の形態の導光板３と同様に、入射面４側から遠
ざかるに従って板厚が薄くなるような断面略楔形形状であり、且つ平面形状が略矩形形状
になるように形成されている。そして、導光板３は、その裏面１０側の全域に亘ってプリ
ズム突起２７が形成されると共に、入射面４の近傍（特に、異常発光（輝線）が発生しや
すい部分）の出射面６にプリズム突起２８が形成されている。これらプリズム突起２７，
２８は、いずれも入射面４に略直交する方向に延び、且つ入射面４に沿って平行に多数形
成されている。
【０１５４】
出射面６のプリズム突起２８は、入射面４に近づくに従って突起高さが漸増するように形
成されている。しかも、この出射面６のプリズム突起２８は、蛍光ランプ５Ａの端面から
距離Ｌｂの位置（端部近傍）から蛍光ランプ５Ａの端面に向かう方向に沿って突起高さが
漸増するように形成されており、導光板３の幅方向両端部において突起高さが最も高くな
るように形成されている。
【０１５５】
ここで、出射面６のプリズム突起２８は、図２７（ｂ）～（ｄ）に示すように、その隣り
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合うプリズム突起２８，２８間の溝２８ａの傾斜角（溝２８ａと出射面６とのなす角）が
全て同一の傾斜角δとなるように形成されている。その結果、出射面６のプリズム突起２
８が無くなる位置（突起高さがゼロになる点）Ｐ４は、図２７（ａ）に示すように、蛍光
ランプ５Ａの両側の端部近傍に対応する位置の間が入射面４にほぼ平行の直線Ｍ６ａとな
って最も入射面４に近く、導光板３の両端部で最も入射面４から遠くなる。そして、出射
面６のプリズム突起２８の突起高さがゼロになる点Ｐ４の軌跡は、図２７（ａ）に示すよ
うに、直線Ｍ６ａの両端部に滑らかな曲線Ｍ６ｂ，Ｍ６ｂがつながった形状になっている
。尚、本実施の形態において、出射面６のプリズム突起２８の突起高さがゼロになる位置
Ｐ４で且つ入射面４から最も遠い位置Ｐ４は、導光板３の入射面４側の板厚を（Ｔ）とす
ると、入射面４から光軸方向に約２０（Ｔ）の位置になるように決定されている。
【０１５６】
裏面１０のプリズム突起２７は、少なくとも入射面４から所定距離の点（例えば、入射面
の板厚をＴとすると、入射面から約２０Ｔの位置）より導光板３の先端（側面２２）まで
の範囲において、同一の突起高さになるように形成されている。そして、裏面１０のプリ
ズム突起２７は、入射面４の近傍において、突起高さが一定の部分から入射面４へ向かう
に従って突起高さを漸減させるように形成されている。しかも、この裏面１０のプリズム
突起２７は、蛍光ランプ５Ａの端部近傍から蛍光ランプ５Ａの端面に向かう方向に沿って
突起高さが漸増するように形成されており、導光板３の幅方向両端部において突起高さが
最も高くなるように形成されている。
【０１５７】
ここで、裏面１０のプリズム突起２７は、図２７（ｂ），（ｃ），（ｄ）に示すように、
プリズム突起２７，２７間の溝２７ａの傾斜角（プリズム突起２７，２７間の溝２７ａと
裏面１０とのなす角）θがどの断面においても一定である。したがって、裏面１０のプリ
ズム突起２７において、突起高さが一定の部分と突起高さが変化する部分との交点Ｐ５は
、蛍光ランプ５Ａの両端部近傍に対応する位置間で入射面４から最も離れた位置にあり、
蛍光ランプ５Ａの端部近傍から蛍光ランプ５Ａの端面に向かう方向にいくに従って入射面
４に近づくようになっている。これにより、裏面１０のプリズム突起２７の突起高さが変
化する点Ｐ５の軌跡は、図２７（ａ）に示すように、両側の滑らかな曲線（点線で示す曲
線）Ｍ７ｂ，Ｍ７ｂを直線Ｍ７ａで接続したような形状を呈しており、出射面６側の軌跡
（曲線Ｍ６ｂと曲線Ｍ６ｂとの間を直線Ｍ６ａで接続する線）とほぼ逆の形状を呈してい
る。尚、図２７（ｄ）に示す断面において、裏面１０全域をほぼ一定の突起高さのプリズ
ム突起２７を形成するようにしてもよい。この場合、裏面１０のプリズム突起２７の突起
高さが一定の部分と突起高さが変化する部分との交点Ｐ５の軌跡は、入射面４から所定距
離２０（Ｔ）の位置から入射面４に至る滑らかな曲線になる。
【０１５８】
（本変形例の効果）
以上のように構成された本変形例の導光板３によれば、蛍光ランプ５Ａの両端部に対応す
る入射面４側コーナー部からの出射光量を多くすることができ、蛍光ランプ５Ａを光源と
して使用する場合に生じやすい低輝度部分を目立ちにくくすることができる。また、本変
形例の導光板３によれば、その幅方向両端側で且つ入射面４側のプリズム突起２０，２１
の突起高さを、その幅方向両端部で最も高くなるように幅方向に変化させることにより、
入射面４の上下のエッジ４Ａ，４Ｂから入射する光に起因する輝線の発生を目立ちにくく
することができる。その結果、本変形例の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るく
均一の面照明が可能になる。又、本変形例の導光板を使用した画像表示装置１は、表示品
質の高品質化を図ることが可能になる。
【０１５９】
尚、導光板３の点Ｐ４，点Ｐ５から入射面４までの各プリズム突起２６，２６間及び２５
，２５間の溝２６ａ，２５ａの断面形状を、例えば、図１９（ａ）に示すような略円弧形
状に形成することにより、光の拡散又は乱反射が効果的に生じ、導光板３からの出射光の
輝度の均一化及び高輝度化を一層効果的に図ることができる。



(38) JP 4049624 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

【０１６０】
［第６の実施の形態］
図２８は、本発明の第６の実施の形態に係る面光源装置１１を示すものである。このうち
、図２８（ａ）が導光板３の出射面６側から見た平面図であり、図２８（ｂ）が図２８（
ａ）のＡ５－Ａ５線に沿って切断して示す断面図である。又、図２８（ｃ）が図２８（ａ
）のＢ５－Ｂ５線に沿って切断して示す断面図であり、図２８（ｄ）が図２８（ａ）のＣ
５－Ｃ５線に沿って切断して示す断面図である。
【０１６１】
この図２８に示す面光源装置１１は、前記第５の実施の形態に係る導光板３の裏面１０に
形成したプリズム突起２７の代わりに、導光板３の裏面１０を従来から公知の手法により
粗面化したものである点を除き、前記第５の実施の形態の面光源装置１１と基本的構成が
共通する。従って、本実施の形態に係る面光源装置１１の説明において、前記第５の実施
の形態の面光源装置１１と同一の構成には同一符号を付し、前記第５の実施の形態と重複
する説明を省略する。尚、導光板３の裏面１０は、射出成形金型の成形面をブラスト処理
，エッチング等の従来公知の手法で粗面化し、その粗面化した成形面を射出成形によって
転写することにより粗面化されるようになっている。
【０１６２】
すなわち、図２８に示す本実施の形態の面光源装置１１は、図２９に示すような微小な凹
凸からなるシボパターン３１が導光板３の裏面１０に多数形成され、これにより導光板３
の裏面１０が粗面化されている。尚、シボパターン３１は、導光板３の出射面６側に形成
したプリズム突起２８との関係において、最適な密度分布が決定される。
【０１６３】
このような構成の本実施の形態によれば、光散乱機能を発揮するシボパターン３１とプリ
ズム突起２８の相乗作用により、ＬＥＤ５近傍からの出射を抑え、ＬＥＤ５，５間や幅方
向両端部の暗部になりやすい部分からの光の出射を促し、出射面６全体の輝度の均一化を
図り、従来問題となっていた輝線Ｈ（図４０参照）をより目立ちにくくすることができる
。その結果、本実施の形態の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るくて均一の面照
明が可能になる（図１及び図８参照）。又、本実施の形態の導光板３を使用した画像表示
装置１は、表示品質の高品質化を図ることが可能になる（図１及び図８参照）。
【０１６４】
尚、本実施の形態において、印刷等の従来公知の手法で導光板３の裏面１０にシボパター
ン３１を直接形成し、導光板３の裏面１０を粗面化するようにしてもよい。
【０１６５】
また、本実施の形態は、導光板３の出射面６にプリズム突起２８を形成し、導光板３の裏
面１０にシボパターン３１を形成して粗面化する態様を示したが、これに限られず、導光
板３の裏面１０側にプリズム突起２８を形成し、導光板３の出射面６をシボパターン３１
等で粗面化するようにしてもよい。さらに、導光板３の出射面６にプリズム突起２８を形
成すると共に、導光板３の出射面６にシボパターン３１を形成して粗面化するようにして
もよい。加えて、導光板３の裏面１０にプリズム突起２８及びシボパターン３１を形成し
て粗面化してもよい。さらに加えて、導光板３の出射面６と裏面１０のうちの少なくとも
一方にプリズム突起２８を形成し、導光板３の出射面６及び裏面１０の両面にシボパター
ン３１等の粗面化処理を施すようにしてもよい。このように、導光板３にプリズム突起２
８と粗面（シボパターン３１）を形成することにより、粗面による光の散乱又は拡散機能
とプリズム突起２８の光制御機能の相乗効果が発揮され、暗部や輝線を目立ちにくくする
ことができ、均一で明るい面照明を得ることが可能になる。
【０１６６】
［第７の実施の形態］
図３０は、本発明の第７の実施の形態に係る面光源装置１１を示すものである。このうち
、図３０（ａ）が導光板３の出射面６側から見た平面図であり、図３０（ｂ）が図３０（
ａ）のＡ６－Ａ６線に沿って切断して示す断面図である。又、図３０（ｃ）が図３０（ａ
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）のＢ６－Ｂ６線に沿って切断して示す断面図であり、図３０（ｄ）が図３０（ａ）のＣ
６－Ｃ６線に沿って切断して示す断面図である。
【０１６７】
この図３０に示す面光源装置１１は、前記第５の実施の形態の変形例に係る導光板３の裏
面１０に形成したプリズム突起２７の代わりに、導光板３の裏面１０を従来から公知の手
法により粗面化したものである点を除き、前記第５の実施の形態の変形例に係る面光源装
置１１と基本的構成が共通する。従って、本実施の形態に係る面光源装置１１の説明にお
いて、前記第５の実施の形態の変形例に係る面光源装置１１と同一の構成には同一符号を
付し、前記第５の実施の形態の変形例と重複する説明を省略する。尚、導光板３の裏面１
０は、射出成形金型の成形面をブラスト処理，エッチング等の従来公知の手法で粗面化し
、その粗面化した成形面を射出成形によって転写することにより粗面化されるようになっ
ている。
【０１６８】
すなわち、図３０に示す本実施の形態の面光源装置１１は、図２９に示すような微小な凹
凸からなるシボパターン３１が導光板３の裏面１０に多数形成され、これにより導光板３
の裏面１０が粗面化されている。尚、シボパターン３１は、導光板３の出射面６側に形成
したプリズム突起２８との関係において、最適な密度分布が決定される。
【０１６９】
このような構成の本実施の形態によれば、光散乱機能を発揮するシボパターン３１とプリ
ズム突起２８の相乗作用により、蛍光ランプ５Ａの両端部近傍に対応する導光板３の幅方
向両端部の暗部になりやすい部分からの光の出射を促すと共に、導光板３の入射面４の上
下のエッジ４Ａ，４Ｂから入射する光に起因する輝線を目立ちにくくすることができ、出
射面６全体の輝度の均一化を図り、出射光輝度を高めることができる。その結果、本実施
の形態の導光板３を使用した面光源装置１１は、明るくて均一の面照明が可能になる（図
１及び図８参照）。又、本実施の形態の導光板３を使用した画像表示装置１は、表示品質
の高品質化を図ることが可能になる（図１及び図８参照）。
【０１７０】
尚、本実施の形態において、印刷等の従来公知の手法で導光板３の裏面１０にシボパター
ン３１を直接形成し、導光板３の裏面１０を粗面化するようにしてもよい。
【０１７１】
また、本実施の形態は、導光板３の出射面６にプリズム突起２８を形成し、導光板３の裏
面１０にシボパターン３１を形成して粗面化する態様を示したが、これに限られず、導光
板３の裏面１０側にプリズム突起２８を形成し、導光板３の出射面６をシボパターン３１
等で粗面化するようにしてもよい。さらに、導光板３の出射面６にプリズム突起２８を形
成すると共に、導光板３の出射面６にシボパターン３１を形成して粗面化するようにして
もよい。加えて、導光板３の裏面１０にプリズム突起２８及びシボパターン３１を形成し
て粗面化してもよい。さらに加えて、導光板３の出射面６と裏面１０のうちの少なくとも
一方にプリズム突起２８を形成し、導光板３の出射面６及び裏面１０の両面にシボパター
ン３１等の粗面化処理を施すようにしてもよい。このように、導光板３にプリズム突起２
８と粗面（シボパターン３１）を形成することにより、粗面による光の散乱又は拡散機能
とプリズム突起２８の光制御機能の相乗効果が発揮され、暗部や輝線を目立ちにくくする
ことができ、均一で明るい面照明を得ることが可能になる。
【０１７２】
［第８の実施の形態］
図３１に示す面光源装置１１は、図２８及び図２９に示す第６の実施の形態に係る導光板
３の出射面６に形成したプリズム突起２８の代わりに、図１５に示す第２の実施の形態に
係る導光板３の裏面１０に形成したプリズム突起２３と同様のプリズム突起３２を形成し
た点を除き、前記第６の実施の形態の構成と基本的構成が共通するため、前記第６の実施
の形態の面光源装置１１と同一構成については前記第６の実施の形態の面光源装置１１の
各構成と同一符号を付し、前記第６の実施の形態と重複する説明を省略する。
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【０１７３】
すなわち、本実施の形態に係る面光源装置１１は、導光板３の出射面６に、導光板３の入
射面４に対して略直交する方向へ延びる多数のプリズム突起３２が平行に形成され、入射
面４側の部分が入射面４に近づくに従って突起高さが漸減するとともに、プリズム突起３
２間の溝形状が断面略円弧状に形成されている。このような構成の面光源装置１１は、入
射面４側の部分のプリズム突起３２の形状を第６の実施の形態におけるプリズム突起２８
と同様のものとすることで、前記第６の実施の形態と同様の効果を得ることができるとと
もに、それ以外の部分では、断面三角形状のプリズム突起による集光機能を発揮させるこ
とができる。尚、本実施の形態において、第６の実施の形態と同様に、ＬＥＤ５の配置位
置に応じて入射面４側の部分におけるプリズム突起３２の高さを適宜変化させることがで
きる。
【０１７４】
［第９の実施の形態］
図３２に示す面光源装置１１は、図３０に示す第７の実施の形態に係る導光板３の出射面
６に形成したプリズム突起２８の代わりに、図１７に示す第２の実施の形態の変形例に係
る導光板３の裏面１０に形成したプリズム突起２３と同様のプリズム突起３２を形成した
点を除き、前記第７の実施の形態の構成と基本的構成が共通するため、前記第７の実施の
形態の面光源装置１１と同一構成については前記第７の実施の形態の面光源装置１１の各
構成と同一符号を付し、前記第７の実施の形態と重複する説明を省略する。
【０１７５】
すなわち、本実施の形態に係る面光源装置１１は、導光板３の出射面６に、導光板３の入
射面４に対して略直交する方向へ延びる多数のプリズム突起３２が平行に形成され、入射
面４側の部分が入射面４に近づくに従って突起高さが漸減するとともに、プリズム突起３
２間の溝形状が断面略円弧状に形成されている。このような構成の面光源装置１１は、入
射面４側の部分のプリズム突起３２の形状を第７の実施の形態におけるプリズム突起２８
と同様のものとすることで、前記第７の実施の形態と同様の効果を得ることができるとと
もに、それ以外の部分では、断面三角形状のプリズム突起による集光機能を発揮させるこ
とができる。尚、本実施の形態において、第７の実施の形態と同様に、蛍光ランプ５Ａの
軸線方向（長手方向）位置に応じて入射面４側の部分におけるプリズム突起３２の高さを
適宜変化させることができる。
【０１７６】
［第１０の実施の形態］
図３４は、本発明の第１０の実施の形態に係る導光板３を示すものであり、前記図１～図
９に示す導光板３の変形例を示すものである。尚、図３４（ａ）は、導光板３と液晶表示
パネル８との関係を模式的に示す縦断面図であり、図３４（ｂ）のＡｆ－Ａｆ線に沿って
切断して示す図である。また、図３４（ｂ）は、導光板３の平面図（出射面６の法線方向
から見た図）である。また、図３４（ｃ）は、導光板３の出射面６に形成するシボパター
ン（光を乱反射する微小粗面領域）４０の被覆率の変化を示す図（被覆率曲線図４１）で
ある。
【０１７７】
すなわち、図３４（ａ）に示すように、裏面１０にプリズム突起３９が形成された導光板
３は、その出射面６に図３４（ｃ）に示すような被覆率のシボパターン４０が形成されて
いる。このシボパターン４０は、導光板３の入射面４近傍における有効発光面領域の開始
位置Ｓ１から形成されており、導光板３の入射面４からＷの寸法（ＬＥＤ５，５間の距離
Ｗ）まで、その被覆率が増加するように形成され、導光板３の入射面４からＷの位置を境
として、その被覆率が入射面４から遠ざかるに従って徐々に低下するように形成されてい
る。そして、この図３４（ｃ）に示すシボパターン４０の被覆率の変化を表す曲線は、全
体が滑らかな曲線で連続している。尚、有効発光面領域とは、導光板３の出射面６のうち
、液晶表示パネル８を照明するために使用される領域であり、液晶表示パネル８の画像表
示面積とほぼ同様の大きさの領域である。
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【０１７８】
ここで、上述の導光板３の入射面４からＷの寸法の位置であって、シボパターン４０の被
覆率曲線のピーク位置Ｓ２は、隣り合うＬＥＤ５，５からの光が混ざり合う位置であり、
導光板３の入射面４と並行な断面内のＬＥＤ５からの光を線状光源としての蛍光ランプの
光と同様に見なすことができる位置である。そして、このシボパターン４０の被覆率曲線
のピーク位置Ｓ２は、ＬＥＤ５の特性等によって変化する。したがって、本実施の形態に
おいて、導光板３の入射面４からＷの寸法をＬＥＤ５，５間の距離としたが、ＬＥＤ５の
特性等に応じてＷの寸法値が変化する。
【０１７９】
このような構成の本実施の形態によれば、導光板３の入射面４近傍においてはシボパター
ン４０を形成することなく、しかも、隣り合うＬＥＤ５，５からの光が混ざり合って蛍光
ランプからの光と同様に見なせる位置（被覆率曲線４１のピーク位置Ｓ２）から入射面４
に向かってシボパターン４０の被覆率を漸減させることにより、ＬＥＤ５からの光に起因
するＶ字状の異常発光を目立ちにくくし、有効発光面領域を入射面４に近い位置まで拡大
することができ、照明面積の大型化を図ることができる。尚、図３４（ｂ）で示すように
、ＬＥＤ５の発光限界線４２は、模式的に示すと略Ｖ字形状になる。
【０１８０】
また、本実施の形態によれば、導光板３の断面形状が楔形形状であり、導光板３の板厚が
入射面４から遠ざかるに従って薄くなっている。したがって、導光板３の内部を伝播する
光は、導光板３の出射面６と裏面１０との間で反射を繰り返すことにより、出射面６に対
する入射角が変化し、入射面４から遠ざかるに従って出射し易くなる。そこで、本実施の
形態のように、隣り合うＬＥＤ５，５からの光が混ざり合って、ＬＥＤ５からの光を蛍光
ランプからの光と見なせる位置（導光板の入射面からＷの寸法の位置）を境とし、シボパ
ターン４０の被覆率を漸減させることにより、導光板３の楔形形状の効果と相俟って、出
射光の輝度の均一化を一層効果的に図ることができる。
【０１８１】
また、本実施の形態によれば、導光板３の出射面６にシボパターン４０が形成され、導光
板３の出射面６が粗面化されているため、導光板３の出射面６に対向するように配置され
るプリズムシート７やその他の光制御部材の貼り付きを防止でき、プリズムシート７やそ
の他の光制御部材の貼り付きに起因する照明品位の低下を防止することができる（図１参
照）。
【０１８２】
また、本実施の形態によれば、導光板３は、その内部を伝播するＬＥＤ５からの光が導光
板３の裏面１０に形成されたプリズム突起３９によって反射され、その反射された光が特
定方向への指向性をもって出射面６から出射されるように設計されるため、そのプリズム
突起３９によって反射された光の指向性を損なわない程度の被覆率のシボパターン４０が
形成される。尚、導光板３の出射面６に形成されるシボパターン４０の被覆率のピーク値
は、上述のように、プリズム突起３９によって反射された光の指向性を損なわないように
するために１０％前後にするのが好ましいが、要求される出射特性等に応じて最適な数値
が設定される。また、図３４（ｃ）に示すシボパターン４０の被覆率は、導光板３の入射
面６からＷの位置を境とし、入射面４から遠ざかるに従って漸減するようになっているが
、要求される出射特性等に応じて部分的に増減するようにしてもよい。
【０１８３】
尚、本実施の形態は、導光板３の裏面１０にのみプリズム突起３９が形成される態様を例
示したが、これに限られず、図１５～図１６，図１８～図２２，図２４及び図２６に示す
導光板３のように、出射面６にプリズム突起２４，２１，２６，２８が形成される導光板
３に図３４（ｃ）に示す被覆率のシボパターン４０を形成するようにしてもよい。また、
本実施の形態は、導光板３の出射面６にシボパターン４０を形成する態様を例示したが、
これに限られず、導光板３の出射面６と裏面１０の少なくとも一方に形成するようにして
もよい。
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【０１８４】
《第１０の実施の形態の変形例》
図３５は、光源として蛍光ランプ５Ａを使用する第１０の実施の形態の変形例を示す図で
あり、図１０～図１４で表される導光板３の変形例を示す図である。尚、図３５（ａ）は
、導光板３と液晶表示パネル８との関係を模式的に示す縦断面図であり、図３５（ｂ）の
Ａｇ－Ａｇ線に沿って切断して示す図である。また、図３５（ｂ）は、導光板３の平面図
（出射面６の法線方向から見た図）である。また、図３５（ｃ）は、導光板３の出射面６
に形成するシボパターン（光を乱反射する微小粗面領域）４３の被覆率の変化を示す図（
被覆率曲線図）である。
【０１８５】
すなわち、本変形例において、導光板３の出射面６には、その入射面４側端部から導光板
３の先端側（入射面４と反対側）に向かって離れるに従って被覆率が低下するシボパター
ン４３が形成されている。このシボパターン４３の被覆率曲線４１Ａ（図３５（ｃ）参照
）は、前記第１０の実施の形態の導光板３において、入射面４からＷの位置と導光板３の
先端面（導光板の入射面と反対側の面２２）との間に形成される被覆率曲線部分と類似し
た形状になっている。
【０１８６】
このような構成の本変形例によれば、導光板３の出射面６へのプリズムシート７等の光制
御部材の貼り付きを防止できると共に、導光板３の楔形形状の効果と相俟って、より一層
輝度の均一化を図ることができ、照明品位を向上することができる（図１０参照）。
【０１８７】
尚、本変形例は、導光板３の下面１０にのみプリズム突起３９が形成される態様を例示し
たが、これに限られず、図１７，図２３，図２５及び図２７に示す導光板３のように、出
射面６にプリズム突起２４，２１，２６，２８が形成される導光板３に図３５（ｃ）に示
す被覆率のシボパターン４３を形成するようにしてもよい。また、本変形例は、導光板３
の出射面６にシボパターン４３を形成する態様を例示したが、これに限られず、導光板３
の出射面６と裏面１０の少なくとも一方に形成するようにしてもよい。
【０１８８】
［第１１の実施の形態］
本実施の形態は、図１～図７，図８，図９，図１５～図１６，図２４及び図３１で示す導
光板（以下、本実施の形態に係る導光板と略称する）３の応用例を示すものである。すな
わち、これらの図に示す導光板３は、その幅方向（入射面４に沿った方向）の突起高さが
ほぼ一定のプリズム突起１２，２３，２４，２５，２６，３２が形成されるようになって
おり、入射面４近傍からの出射光の明暗の差をぼかし、ＬＥＤ５からの光の略Ｖ字形状の
異常発光を目立ちにくくすることができ、出射面６からの出射光の均質化を図ることがで
きるようになっている。
【０１８９】
したがって、本実施の形態の導光板３は、例えば、図３６に示すように、発光色の異なる
２種類のＬＥＤ５１，５２を導光板３の幅方向に交互に配置し、２種類のＬＥＤ５１，５
２を選択的に発光させ、２種類の異なる色で照明できるようにした場合でも、入射面４近
傍における異常発光を効果的に防止でき、均質の照明光を出射することが可能になる。す
なわち、本応用例に係る導光板３は、ＬＥＤ５１，５２を幅方向のどの位置においても、
ＬＥＤ５１，５２特有の異常発光の発生を抑えることができ、均質の面状照明が可能にな
る。
【０１９０】
また、本実施の形態に係る導光板３は、図３７に示すように、赤（Ｒ），緑（Ｇ），青（
Ｂ）の各色を発光するＬＥＤ５３，５４，５５を入射面４に対向するように配置し、これ
ら３色のＬＥＤ５３～５５を同時発光させることにより白色の照明光を出射させる場合や
、これら３色のＬＥＤ５３～５５の点灯周期と液晶表示パネルを構成する液晶のＯＮ・Ｏ
ＦＦの周期を同調させることにより、カラーフィルターの省略を図るような場合に、ＬＥ
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Ｄ５３～５５の配置位置に拘わらず、均質の照明光を出射することが可能になる。
【０１９１】
［第１２の実施の形態］
《第１例》
図３８は、本発明の第１２の実施の形態を示すものであり、図１に示すような導光板３の
出射面６側に配置されるプリズムシート７のプリズム突起１３の一態様を示す断面形状の
部分拡大図である。ここで、プリズムシート７のプリズム突起１３は、導光板３の入射面
４にほぼ沿う方向に延設されており、導光板３の入射面４にほぼ直交する方向に多数平行
に連続して形成されている。尚、図３８は、プリズムシート７を導光板３の入射面４に直
交する方向に沿って断面して示す図である。そして、この実施の形態のプリズムシート７
は、ＰＭＭＡを使用して形成されたものを例にして説明する。
【０１９２】
この図３８に示すプリズム突起１３は、導光板３の出射面６から出射される指向性を持っ
た光に対する反射機能の向上を図ったものであり、導光板３の出射面６の略法線方向に反
射する機能が強化され、照明光のより一層の輝度アップを図ることができるようになって
いる（図１参照）。
【０１９３】
すなわち、この図３８に示すプリズム突起１３は、突起先端から徐々に離間する一方の面
６０と他方の面６５とからなっている。このうち、主として入射面となる他の面６５は一
平面であり、主として反射面となる一方の面６０は傾斜角が異なる第１斜面６０ａと第２
斜面６０ｂの二平面で構成されている。このプリズム突起１３の一方の面６０において、
第１斜面６０ａが導光板３の出射面６の法線方向（以下、単に法線方向と略称する）６１
に対して３４．０°の角度で形成され、第２斜面６０ｂが法線方向６１に対して３０．５
°の角度で形成されており、プリズム突起１３の頂角が６８°になるように形成されてい
る。そして、第１斜面６０ａの形成領域は、プリズム突起１３の根本部の断面長さ（プリ
ズム突起間長さ）を１とすると、法線方向６１に直交する面への投影長さが０．３０８に
なるように形成されている。また、第２斜面６０ｂの形成領域は、プリズム突起１３の根
本部の断面長さ（プリズム突起１３，１３間長さ）を１とすると、法線方向６１に直交す
る面への投影長さが０．１７９（０．４８７－０．３０８）になるように形成されている
。尚、プリズム突起１３の突起高さは、プリズム突起１３の根本部の断面長さを１とする
と、０．７６１となるように形成されている。
【０１９４】
このようなプリズム突起１３が形成されたプリズムシート７は、導光板３の出射面６から
法線方向６１に対して約７０°の傾斜角度で出射する光を主出射光６２とした場合、この
主出射光６２をほぼ法線方向６１に反射することは勿論のこと、主出射光６２の周囲に広
がりをもって出射する光（副出射光）をも法線方向６１寄りに出射するようになっている
。すなわち、主出射光６２の傾斜角度に対して（７０°－θ１）の角度範囲内の出射光６
３及び（７０°＋θ２）の角度範囲内の出射光６４をなるべく多く法線方向６１に寄せて
反射するために、上述の第１斜面６０ａ及び第２斜面６０ｂが形成されている。このよう
に構成すれば、プリズム突起１３の一方の面６０の傾斜角度を単一（例えば、３４．０°
）とした場合に比較して、より一層多くの光を法線方向６１に寄せて出射させることがで
き、出射光輝度が向上する。尚、この第１例において、プリズム突起１３の他方の面６５
は、法線方向６１に対して３４．０°傾いた傾斜面であり、導光板３から出射した光の入
射面又は反射面となる。
【０１９５】
《第２例》
図３９は、プリズムシート７のプリズム突起１３の第２例を示すものである。この図３９
に示すプリズム突起１３は、一方の面６０と他方の面６５とが突起先端（頂点）を中心と
して左右対称形状になるように、一方の面及び他方の面６５が第１斜面６０ａ，６５ａと
第２斜面６０ｂ，６５ｂの二平面からなっている。そして、プリズム突起１３の一方の面
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６０及び他方の面６５の第１斜面６０ａ，６５ａの法線方向６１に対する傾斜角度が３４
．０°の角度で形成され、第２斜面６０ｂ，６５ｂが法線方向６１に対して３０．５°の
角度で形成されており、プリズム突起１３の頂角が６８°になるように形成されている。
このプリズム突起１３の一方の面６０及び他方の面６５は、共に入射面及び反射面として
機能する。尚、第１斜面６０ａ，６５ａ及び第２斜面６０ｂ，６５ｂの傾斜角度は、前述
の第１例と同様である。しかし、本例のプリズム突起１３の第１斜面６０ａ，６５ａの形
成領域は、プリズム突起１３の根本部の断面長さ（プリズム突起１３，１３間長さ）を１
とすると、法線方向６１に直交する面への投影長さが０．３１６になるように形成されて
いる。また、第２斜面６０ｂ，６５ｂの形成領域は、プリズム突起１３の根本部の断面長
さ（プリズム突起１３，１３間長さ）を１とすると、法線方向６１に直交する面への投影
長さが０．１８４（０．５－０．３１６）になるように形成されている。また、プリズム
突起１３の突起高さは、プリズム突起１３の根本部の断面長さを１とすると、０．７８１
となるように形成されている。
【０１９６】
このような形状のプリズム突起１３のプリズムシート７は、第１例と同様の効果を得るこ
とができることは勿論のこと、導光板３の入射面４側から先端面（入射面と反対側の側面
２２）側へ向かう光のうちの出射光のみならず、導光板３の先端面（２２）で反射されて
入射面４側へ向かう光のうちの出射光をも効果的に法線方向６１へ反射することができ、
出射光輝度をより一層高めることが可能になる（図１参照）。
【０１９７】
また、本第２例のプリズムシート７は、図３９に示すプリズム突起１３の形状が左右対称
形状であるため、左右非対称の第１例のプリズムシート７よりも容易に成形することがで
きる。
【０１９８】
尚、上述の第１例及び第２例において、プリズム突起１３に関する各種数値は、理解を容
易にするための単なる例示であり、本発明のプリズムシートはこれら各種数値に限定され
るものではない。例えば、プリズム突起１３の第１斜面６０ａ，６５ａ及び第２斜面６０
ｂ，６５ｂの傾斜角度は、導光板３の出射特性やプリズムシート７の材質等の諸条件に応
じて適宜最適の角度が設定され、また、その第１斜面６０ａ，６５ａ及び第２斜面６０ｂ
，６５ｂの反射方向も法線方向６１に限定されるものでなく、要求される設計条件等に応
じて適宜最適の反射方向が設定される。すなわち、図３８に示す例にあっては、出射光６
３の出射方向が出射光６４の出射方向と対象となるように法線方向に対して傾いており、
このような出射特性は均等な視野角の広がりを得る上で好ましいが、法線方向での一層の
輝度向上を望む場合には、第２斜面６０ｂ，６５ｂで反射する出射光６３の大部分が出射
光６２とほぼ平行に法線方向に出射するようにその傾斜角度を設定することができる。
【０１９９】
また、本実施の形態のプリズムシート７は、第１例及び第２例のプリズム突起１３の形状
に限定されるものではなく、プリズム突起１３の一方の面６０、又は一方の面６０及び他
方の面６５を、多段（２段以上）に傾斜させるか、又は滑らかな曲面で形成するようにし
てもよい。
【０２００】
［その他の実施の形態］
上述の各実施の形態において、導光板３の内部には、導光板３の屈折率と異なる屈折率の
材料からなる微粒子を混入するようにしてもよい。
【０２０１】
また、上述の各実施の形態及び変形例において、導光板３の裏面１０側又は出射面６側の
少なくとも一方のプリズム突起１２，２０，２１，２３，２４，２５，２６，２７，２８
，３２の表面の微小領域を、光を乱反射する微小凹凸面とし、多数の当該微小領域を適宜
パターンで形成するようにしてもよい。
【０２０２】



(45) JP 4049624 B2 2008.2.20

10

20

30

40

50

また、特に、第２～第７の実施の形態及びそれらの各変形例において、導光板３の裏面１
０側に形成する突起のうち、少なくとも、位置Ｐ０～Ｐ５から入射面４に向かう部分の突
起及び／又は出射面６側に形成する突起は、その頂部に稜線が現れないように先端を丸め
るようにしてもよい。
【０２０３】
また、本発明は、上述の各実施の形態に限られず、第２～第５の実施の形態及びそれらの
各変形例の出射面６側のプリズム突起２１，２４，２６，２８を導光板３の裏面１０側に
形成し、第２～第５の実施の形態及びそれらの各変形例の裏面１０側のプリズム突起２０
，２３，２５，２７を導光板３の出射面６側に形成するようにしてもよい。
【０２０４】
また、第２～第５の実施の形態及びそれらの各変形例においても、第１の実施の形態のよ
うにプリズム突起２０，２３，２５，２７の形成される面における入射面４近傍を平面と
することもできる。
【０２０５】
また、本発明は、上述の各実施の形態に限られず、例えば、第３の実施の形態で例示した
プリズム突起２０，２１のうちの出射面６側のプリズム突起２１を導光板３の出射面６に
形成し、第４の実施の形態で例示したプリズム突起２５，２６のうちの裏面１０側のプリ
ズム突起２５を導光板３の裏面１０に形成するように、第１～第４の実施の形態に例示し
た各プリズム突起１２，２０，２１，２３，２４，２５，２６，２７，２８を適宜組み合
わせて導光板３に形成するようにしてもよい。
【０２０６】
また、上述の各実施の形態では、それぞれのプリズム突起が導光板の入射面に沿って連続
的に形成されるものを例示したが、本発明では、必要に応じてプリズム突起を入射面に沿
って断続的に形成し、各突起間に平坦な部分が形成されるようにしてもよい。この場合、
突起間の溝形状が断面略円弧形状とは、このような平坦部分を含み、突起を形成する斜面
が緩やかなカーブを描いて当該平坦部分に連続する形状をいうものとする。
【０２０７】
また、上述の第４の実施の形態において、プリズム突起２５，２５間の溝２５ａ及びプリ
ズム突起２６，２６間の溝２６ａを直線状に傾斜させる態様を例示したが、これに限られ
ず、緩やかな曲線で溝２５ａ，２６ａを形成することにより、プリズム突起２５，２６の
突起高さを変化させるようにしてもよい。又、上述の第５の実施の形態において、プリズ
ム突起２７，２７間の溝２７ａ及びプリズム突起２８，２８間の溝２８ａを直線状に傾斜
させる態様を例示したが、これに限られず、緩やかな曲線で溝２７ａ，２８ａを形成する
ことにより、プリズム突起２７，２８の突起高さを変化させるようにしてもよい。
【０２０８】
また、上述の各実施の形態及びそれらの変形例において、導光板３は、図１のＡ－Ａ断面
や図１１のＡ１－Ａ１断面が略楔形形状に形成されているが、これに限られず、図１のＡ
－Ａ断面や図１１のＡ１－Ａ１断面が矩形形状のものでもよい。また、中央部で板厚が薄
く、且つ対向する両側面で板厚が厚くなるように形成した導光板に上述の各実施の形態の
技術思想を適用するようにしてもよい。このような場合、対向する両側面に光源としての
ＬＥＤ５や蛍光ランプ５Ａをそれぞれ配置するようにしてもよい。また、上述の実施の形
態は、２個又は３個のＬＥＤ５を導光板３の入射面４に対向させて配置する態様を例示し
たが、これに限られず、導光板３の大きさ等に応じてＬＥＤ５の配置個数を決定すればよ
く、ＬＥＤ５を単数又は４個以上配置するようにしてもよい。
【０２０９】
また、上述の各実施の形態において、ＬＥＤ５を導光板３の入射面４に対向させて入射面
（側面）４側に配置する態様を例示したが（図２及び図１１参照）、図３３に示すように
、導光板３の傾斜する側面４ａ側で裏面１０に対向する側にＬＥＤ５を配置し、ＬＥＤ５
からの光を側面４ａで反射させて導光板３内部に取り入れるようにしてもよい。
【０２１０】
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【発明の効果】
以上のように、本発明は、光源としてＬＥＤを使用しても、導光板の出射面とその反対側
の面の少なくとも一方に多数形成されるプリズム突起であって、導光板のＬＥＤが配置さ
れる側面の近傍から遠ざかる方向に延設されるプリズム突起が、その形成箇所やその突起
高さを工夫することにより、導光板の前記側面近傍に生じる異常発光を目立ち難くするこ
とができ、導光板の出射面から出射される光の輝度を均一化し、均質の面照明を可能にす
る。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の分解斜視図である。
【図２】図１のＡ－Ａ線に沿って切断して示す断面図である。
【図３】図２の反射シートを取り除いて示すＢ方向矢視図である。
【図４】導光板の一部拡大断面図であり、（ａ）が図３のＣ－Ｃ線に沿って切断して示す
一部拡大断面図、（ｂ）が図３のＤ－Ｄ線に沿って切断して示す一部拡大断面図、（ｃ）
が図３のＥ－Ｅ線に沿って切断して示す一部拡大断面図、（ｄ）が図３のＦ－Ｆ線に沿っ
て切断して示す一部拡大断面図、（ｅ）が図３のＧ－Ｇ線に沿って切断して示す一部拡大
断面図である。
【図５】導光板のプリズム突起の集光機能を示す図である。
【図６】プリズム突起の形状の第１変形例を示す図である。
【図７】プリズム突起の形状の第２変形例を示す図である。
【図８】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の第４変形例を示す画像表示装置
の分解斜視図である。
【図９】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の第５変形例を示す画像表示装置
の断面図（図２に対応する図）である。
【図１０】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の第６変形例の第１態様を示す
画像表示装置の分解斜視図である。
【図１１】図１０のＡａ－Ａａ線に沿って切断して示す断面図である。
【図１２】図１０の反射シートを取り除いて示すＢ１方向矢視図である。
【図１３】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の第６変形例の第２態様を示す
画像表示装置の分解斜視図である。
【図１４】本発明の第１の実施の形態に係る画像表示装置の第６変形例の第３態様を示す
断面図（図２に対応する図）である。
【図１５】図１５（ａ）が本発明の第２の実施の形態に係る導光板を示す平面図であり、
図１５（ｂ）が図１５（ａ）のＡｂ－Ａｂ線に沿って切断して示す断面図である。
【図１６】図１６（ａ）～（ｄ）が図１５（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４の各線に沿っ
て切断して示す導光板の一部拡大断面図である。
【図１７】図１７（ａ）が本発明の第２の実施の形態の変形例を示す導光板の平面図であ
り、図１７（ｂ）が図１７（ａ）のＡｃ－Ａｃ線に沿って切断して示す断面図である。
【図１８】本発明の第３の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図１８（
ａ）が導光板の平面図であり、図１８（ｂ）が図１８（ａ）のＡ１－Ａ１線に沿って切断
して示す断面図であり、図１８（ｃ）が図１８（ａ）のＢ１－Ｂ１線に沿って切断して示
す断面図であり、図１８（ｄ）が図１８（ａ）のＣ１－Ｃ１線に沿って切断して示す断面
図である。
【図１９】図１９（ａ）～（ｄ）が図１８（ｂ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４の各線に沿っ
て切断して示す導光板の一部拡大断面図である。
【図２０】図２０（ａ）～（ｄ）が図１８（ｃ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４の各線に沿っ
て切断して示す導光板の一部拡大断面図である。
【図２１】図２１（ａ）～（ｄ）が図１８（ｄ）のＤ１－Ｄ１～Ｄ４－Ｄ４の各線に沿っ
て切断して示す導光板の一部拡大断面図である。
【図２２】導光板の断面方法を説明するための図である。
【図２３】本発明の第３の実施の形態の変形例に係る導光板を示す図である。このうち、
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図２３（ａ）が導光板の平面図であり、図２３（ｂ）が図２３（ａ）のＡ２－Ａ２線に沿
って切断して示す断面図であり、図２３（ｃ）が図２３（ａ）のＢ２－Ｂ２線に沿って切
断して示す断面図であり、図２３（ｄ）が図２３（ａ）のＣ２－Ｃ２線に沿って切断して
示す断面図である。
【図２４】本発明の第４の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図２４（
ａ）が導光板の平面図であり、図２４（ｂ）が図２４（ａ）のＡ３－Ａ３線に沿って切断
して示す断面図であり、図２４（ｃ）が図２４（ａ）のＢ３－Ｂ３線に沿って切断して示
す断面図であり、図２４（ｄ）が図２４（ａ）のＣ３－Ｃ３線に沿って切断して示す断面
図である。
【図２５】本発明の第４の実施の形態の変形例に係る導光板を示す図である。このうち、
図２５（ａ）が導光板の平面図であり、図２５（ｂ）が図２５（ａ）のＡ４－Ａ４線に沿
って切断して示す断面図であり、図２５（ｃ）が図２５（ａ）のＢ４－Ｂ４線に沿って切
断して示す断面図であり、図２５（ｄ）が図２５（ａ）のＣ４－Ｃ４線に沿って切断して
示す断面図である。
【図２６】本発明の第５の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図２６（
ａ）が導光板の平面図であり、図２６（ｂ）が図２６（ａ）のＡ５－Ａ５線に沿って切断
して示す断面図であり、図２６（ｃ）が図２６（ａ）のＢ５－Ｂ５線に沿って切断して示
す断面図であり、図２６（ｄ）が図２６（ａ）のＣ５－Ｃ５線に沿って切断して示す断面
図である。
【図２７】本発明の第５の実施の形態の変形例に係る導光板を示す図である。このうち、
図２７（ａ）が導光板の平面図であり、図２７（ｂ）が図２７（ａ）のＡ６－Ａ６線に沿
って切断して示す断面図であり、図２７（ｃ）が図２７（ａ）のＢ６－Ｂ６線に沿って切
断して示す断面図であり、図２７（ｄ）が図２７（ａ）のＣ６－Ｃ６線に沿って切断して
示す断面図である。
【図２８】本発明の第６の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図２８（
ａ）が導光板の平面図であり、図２８（ｂ）が図２８（ａ）のＡ５－Ａ５線に沿って切断
して示す断面図であり、図２８（ｃ）が図２８（ａ）のＢ５－Ｂ５線に沿って切断して示
す断面図であり、図２８（ｄ）が図２８（ａ）のＣ５－Ｃ５線に沿って切断して示す断面
図である。
【図２９】本発明の第６の実施の形態に係る導光板の裏面の一部を拡大して示す図である
。
【図３０】本発明の第７の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図３０（
ａ）が導光板の平面図であり、図３０（ｂ）が図３０（ａ）のＡ６－Ａ６線に沿って切断
して示す断面図であり、図３０（ｃ）が図３０（ａ）のＢ６－Ｂ６線に沿って切断して示
す断面図であり、図３０（ｄ）が図３０（ａ）のＣ６－Ｃ６線に沿って切断して示す断面
図である。
【図３１】本発明の第８の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図３１（
ａ）が導光板の平面図であり、図３１（ｂ）図３１（ａ）のＡｄ－Ａｄ線に沿って切断し
て示す図である。
【図３２】本発明の第９の実施の形態に係る導光板を示す図である。このうち、図３２（
ａ）が導光板の平面図であり、図３２（ｂ）図３２（ａ）のＡｅ－Ａｅ線に沿って切断し
て示す図である。
【図３３】ＬＥＤの配置構成の変形例を示す図である。
【図３４】本発明の第１０の実施の形態に係る導光板を示す図であり、図３４（ａ）は導
光板と液晶表示パネルとの関係を模式的に示す縦断面図（図３４（ｂ）のＡｆ－Ａｆ線に
沿って切断して示す断面図）、図３４（ｂ）は導光板の平面図、図３４（ｃ）は導光板の
出射面に形成するシボパターンの被覆率曲線図である。
【図３５】本発明の第１０の実施の形態に係る導光板の変形例を示す図であり、図３５（
ａ）は導光板と液晶表示パネルとの関係を模式的に示す縦断面図（図３５（ｂ）のＡｇ－
Ａｇ線に沿って切断して示す断面図）、図３５（ｂ）は導光板の平面図、図３５（ｃ）は
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導光板の出射面に形成するシボパターンの被覆率曲線図である。
【図３６】本発明の第１１の実施の形態に係る導光板を示すものであり、導光板の第１の
応用例を示す図である。
【図３７】本発明の第１１の実施の形態に係る導光板の第２の応用例を示す図である。
【図３８】本発明の第１２の実施の形態に係るプリズムシートのプリズム突起形状の第１
例を示す図である。
【図３９】本発明の第１２の実施の形態に係るプリズムシートのプリズム突起形状の第２
例を示す図である。
【図４０】第１従来例の面光源装置の平面図である。
【図４１】第１従来例の面光源装置の側面図である。
【図４２】図１９のＦ方向から見た導光板の一部拡大図である。
【図４３】第２従来例の面光源装置の平面図である。
【図４４】第２従来例の面光源装置の側面図である。
【符号の説明】
１……画像表示装置、３……導光板、４……入射面（側面）、５……ＬＥＤ（点光源）、
５Ａ……蛍光ランプ（棒状光源）、６……出射面、８……液晶表示パネル（被照明部材）
、１０……裏面（出射面に対して反対側の面）、１０ｂ……側面側近傍、１１……面光源
装置、１２，２０，２１，２３，２４，２５，２６，２７，２８，３２……プリズム突起

【図１】 【図２】

【図３】



(49) JP 4049624 B2 2008.2.20

【図４】 【図５】

【図６】

【図７】
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【図１６】 【図１７】

【図１８】 【図１９】
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【図２８】 【図２９】

【図３０】 【図３１】
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【図３２】

【図３３】

【図３４】

【図３５】 【図３６】

【図３７】
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【図３８】

【図３９】

【図４０】

【図４１】

【図４２】
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