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(57)【要約】
【課題】コア部にポリカーボネート系樹脂を用いた場合
に光出射面に発生するイエローシフト現象が低減された
側面漏光型照光装置を提供する。
【解決手段】透明な平板状のコア部の上面及び下面がク
ラッド部により覆われているシート状導光体と、該シー
ト状導光体の少なくとも一つの端面に光学的に接続した
光源装置とを有し、該シート状導光体の側面部から漏光
させる側面漏光型照光装置であって、前記コア部が、ポ
リカーボネート樹脂に対して蛍光増白剤またはブルーイ
ング剤を０．００１質量％以上０．３質量％以下の範囲
で含有するポリカーボネート樹脂組成物で形成され、前
記クラッド部が、アクリル系樹脂で形成され、さらに、
前記光源装置が、特定の発光波長を有する発光ダイオー
ド（ＬＥＤ）もしくは半導体レーザーダイオード（ＬＤ
）、または白色光源から構成される。
【選択図】図１
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　透明な平板状のコア部の上面及び下面がクラッド部により覆われているシート状導光体
と、該シート状導光体の少なくとも一つの端面に光学的に接続した光源装置とを有し、該
シート状導光体の側面部から漏光させる側面漏光型照光装置であって、
前記コア部が、ポリカーボネート樹脂に対して蛍光増白剤を０．００１質量％以上０．３
質量％以下の範囲で含有するポリカーボネート樹脂組成物で形成され、
前記クラッド部が、アクリル系樹脂で形成され、
さらに、前記光源装置が、発光波長の中心を３２０ｎｍ以上４８０ｎｍ以下の範囲に有す
る発光ダイオード（ＬＥＤ）もしくは半導体レーザーダイオード（ＬＤ）、または発光波
長の下限を４８０ｎｍ未満に有する白色光源から構成されることを特徴とする側面漏光型
照光装置。
【請求項２】
　透明な平板状のコア部の上面及び下面がクラッド部により覆われているシート状導光体
と、該シート状導光体の少なくとも一つの端面に光学的に接続した光源装置とを有し、該
シート状導光体の側面部から漏光させる側面漏光型照光装置であって、
前記コア部が、ポリカーボネート樹脂に対してブルーイング剤を０．００１質量％以上０
．３質量％以下の範囲で含有するポリカーボネート樹脂組成物で形成され、
前記クラッド部が、アクリル系樹脂で形成され、
さらに、前記光源装置が、発光ダイオード（ＬＥＤ）もしくは半導体レーザーダイオード
（ＬＤ）、または白色光源から構成されることを特徴とする側面漏光型照光装置。
【請求項３】
　前記光源装置が接続されていない前記コア部の対向する２つの端面が、前記クラッド部
により覆われていることを特徴とする請求項１または２に記載の側面漏光型照光装置。
【請求項４】
　前記シート状導光体の厚さをＡ（μｍ）、前記クラッド部の厚さをＢ（μｍ）とすると
き、下記式（１）、式（２）及び式（３）：
　　８≦Ａ／Ｂ≦２００　　（１）
　　１００≦Ａ≦４００　　（２）
　　２≦Ｂ≦３０　　　　　（３）
を満たすことを特徴とする請求項１～３のいずれかに記載の側面漏光型照光装置。
【請求項５】
　前記コア部の上面又は下面に配置された前記クラッド部の少なくとも一部が、粗面化又
は除去されており、その粗面化又は除去されている箇所から外部に漏光させることを特徴
とする請求項１～４のいずれかに記載の側面漏光型照光装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、携帯電話のテンキーやパソコンのディスプレイやキーボード等のバックライ
トや、携帯電話、ビデオカメラ、液晶テレビ、ノートパソコン等に使用される液晶表示装
置等に使用される、シート状導光体と、特定の発光波長を有する光源装置とから構成され
る、カラーシフトが低減された側面漏光型照光装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　照明・装飾用途で用いられる光源には、蛍光灯等の線状光源、または発光ダイオード（
ＬＥＤ）や半導体レーザー（ＬＤ）等の点光源を複数個配置して、被照射体を直接照らす
形式の光源装置が広く用いられている。しかし最近では、広い範囲を均一に照光すること
ができるような面状光源に対する要望が高まっている。
【０００３】
　そのため、プラスチック製の平板又はシートと上記の点光源または線状光源を組み合わ
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せたプラスチック製の面状光源装置が注目を浴びている。このようなプラスチック製の面
光源装置は、柔軟可撓性を有するため端面又は側面の加工や取り扱いが容易であり、安価
かつ軽量という利点を有することに加え、さらに電気や熱を通さない、狭い場所にも施工
が容易という特徴から、美術館や博物館内の展示照明や、シートや紙のピンホール検出の
ためのライン状照明、パソコンのディスプレイやキーボード、携帯電話の画面、液晶パネ
ル、タッチ式コントロールパネルのバックライト照明等の用途において使用されつつある
。
【０００４】
　このようなプラスチック製の面光源装置では、その側端面に配置された光源からの光を
該導光体中に入射させ、入射した光を導光体の対向する側端面から出射させる、又は表面
あるいは裏面に、光拡散性微粒子を含有させた光散乱部等を形成して光出射機能を設ける
ことにより、光を洩出させる方法が用いられている。
【０００５】
　プラスチック製の面光源の媒体部分（シート状の導光体）には、通常アクリル樹脂板や
ポリカーボネート樹脂板、ポリスチレン樹脂などの透明熱可塑性樹脂が用いられている。
【０００６】
　上記の透明熱可塑性樹脂の中でも、特にポリカーボネート樹脂は、安価で透明性に優れ
るだけではなく、耐熱性や機械的特性に優れることからシート状の導光体のコア材料とし
て期待されている。ポリカーボネート樹脂を導光体のコア材としたシート状の導光体（照
明媒体）に関しては、これまでに幾つかの提案が行われている。
【０００７】
　特許文献１には、コア部がポリカーボネート系樹脂、クラッド部がメタクリル酸メチル
重合体から構成される平板型光導路が開示されている。
【特許文献１】特開昭５７－１３９７１１号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００８】
　特許文献１に記載の、コア部がポリカーボネート系樹脂からなる平板型光導路は、照明
媒体としての輝度が大きく、柔軟可撓性を有し、機械的特性にも非常に優れている。しか
しながら、このような平板型光導路を照明用途に用いるために、少なくとも一方の端部か
ら、光源の光をコア部に入射して、平板型光導路の側面から光を露光して照明媒体として
用いようとする場合、ポリカーボネート系樹脂自体が紫外線領域の光を吸収するため、平
板型光導路の光出射面が、黄味がかかった色に見えてしまうイエローシフト現象が視認さ
れるという問題を有している。
【０００９】
　本発明は、コア部にポリカーボネート系樹脂を用いた場合に光出射面に発生するイエロ
ーシフト現象が低減された側面漏光型照光装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　上記の目的を達成するために、本発明は、透明な平板状のコア部の上面及び下面がクラ
ッド部により覆われているシート状導光体と、該シート状導光体の少なくとも一つの端面
に光学的に接続した光源装置とを有し、該シート状導光体の側面部から漏光させる側面漏
光型照光装置であって、前記コア部が、ポリカーボネート樹脂に対して蛍光増白剤を０．
００１質量％以上０．３質量％以下の範囲で含有するポリカーボネート樹脂組成物で形成
され、前記クラッド部が、アクリル系樹脂で形成され、さらに、前記光源装置が、発光波
長の中心を３２０ｎｍ以上４８０ｎｍ以下の範囲に有する発光ダイオード（ＬＥＤ）もし
くは半導体レーザーダイオード（ＬＤ）、または発光波長の下限を４８０ｎｍ未満に有す
る白色光源から構成されることを特徴とする側面漏光型照光装置を提供する。
【００１１】
　また本発明は、透明な平板状のコア部の上面及び下面がクラッド部により覆われている
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シート状導光体と、該シート状導光体の少なくとも一つの端面に光学的に接続した光源装
置とを有し、該シート状導光体の側面部から漏光させる側面漏光型照光装置であって、前
記コア部が、ポリカーボネート樹脂に対してブルーイング剤を０．００１質量％以上０．
３質量％以下の範囲で含有するポリカーボネート樹脂組成物で形成され、前記クラッド部
が、アクリル系樹脂で形成され、さらに、前記光源装置が、発光ダイオード（ＬＥＤ）も
しくは半導体レーザーダイオード（ＬＤ）、または白色光源から構成されることを特徴と
する側面漏光型照光装置を提供する。
【発明の効果】
【００１２】
　本発明によれば、コア部にポリカーボネート系樹脂を用いた場合に光出射面に発生する
イエローシフト現象が低減された側面漏光型照光装置を提供できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　以下、本発明の側面漏光型照光装置について詳細に説明する。
【００１４】
　本発明の側面漏光型照光装置で用いるシート状導光体は、少なくとも、コア部が蛍光増
白剤を蛍光増白剤又はブルーイング剤を含有するポリカーボネートシート系樹脂で形成さ
れ、クラッド部（スキン層）が、アクリル系樹脂で形成される。そして、このシート状導
光体の少なくとも一つの端面に、光源装置を光学的に接続することで、シート状導光体の
側面部（コア部の上面又は下面に相当する面）から漏光させる本発明の側面漏光型照光装
置とすることができる。
【００１５】
　図１及び図２は、シート状導光体の斜視図である。シート状導光体３は、透明な平面状
のコア部１の上面及び下面並びに対向する２つの端面がクラッド部２で完全に覆われた構
造（図１）、又は同コア部１の上面及び下面がクラッド部２で覆われた構造（図２）を有
している。
【００１６】
　特に、図１の構造のシート状導光体は、図２の構造のシート状導光体と比べると、シー
ト状導光体の端面からの伝送光の洩光がない点や、あるいは、後述するようにコア部の上
面又は下面に配置されたクラッド部の一部を粗面化又は除去して、所望の場所から伝送光
を洩光させることが可能であるという点から、好ましい。
【００１７】
　シート状導光体のコア部１は、ポリカーボネート系樹脂中に蛍光増白剤又はブルーイン
グ剤を含有するポリカーボネート系樹脂組成物で形成しなければならない。
【００１８】
　ポリカーボネート系樹脂は、分子構造中にベンゼン環構造を含むため、光を照射した場
合、紫外線領域（青色）の光を吸収して、その補色である黄色味が際立ってみえる現象（
イエローシフト）が観察されることから、屋内のインテリア用照明や自動車や航空機内等
の表示灯等の照明分野では使用が敬遠されている。一方、蛍光増白剤又はブルーイング剤
は、光線の紫外部のエネルギーを吸収し、このエネルギーを可視部に放射する作用を有す
るものである。
【００１９】
　本発明の側面漏光型照光装置で用いるシート状導光体では、黄色の補色である青色蛍光
を発する蛍光増白剤又はブルーイング剤をポリカーボネート系樹脂中に含有させることに
より、シート状導光体の出射光の色調を白色あるいは青白色に改善することが可能となり
、イエローシフトの解消が可能となった。
【００２０】
　蛍光増白剤又はブルーイング剤としては、特に限定されるものはないが、ポリカーボネ
ート系樹脂の屈折率、ポリカーボネート系樹脂との相容性、長期間の保持安定性などに合
わせ適宜選択することが可能である。
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【００２１】
　蛍光増白剤としては、ポリカーボネート系樹脂の色調を白色あるいは青白色に改善する
ために用いられるものであれば特に制限はなく、スチルベンゼン系、ベンゾオキサゾリル
系、ナフタルイミド系、ローダミン系、クマリン系、オキサジン系、ビス（スチリル）ビ
フェニル系の蛍光増白剤を用いることができる。中でも、クマリン系蛍光増白剤およびベ
ンゾオキサゾリル系蛍光増白剤が好ましい。しかし、それらの化合物の構造の中に硫黄原
子を含まないものが好ましい。
【００２２】
　好ましいクマリン系蛍光増白剤としては、トリアジン－フェニルクマリン、ベンゾトリ
アゾール－フェニルクマリン、ナフトトリアゾール－フェニルクマリン、３－フェニル－
７－アミノクマリン、３－フェニル－７－（イミノ－１’３’５’－トリアジン－２’－
ジエチルアミノ－４’－クロロ）－クマリン、３－フェニル－７－（イミノ－１’３’５
’－トリアジン－２’－ジエチルアミノ－４’－メトキシ）－クマリン、３－フェニル－
７－（２Ｈ－ナフト（１，２－ｄ）－トリアゾール－２－イル）クマリン、４－メチル－
７－ヒドロキシ－クマリンなどを挙げることができる。
【００２３】
　好ましいベンゾオキサゾリル系蛍光増白剤としては、２，５－チオフェンジイル（５－
ｔｅｒｔ－ブチル－１，３－ベンゾオキサゾール）、４，４’－ビス（ベンゾオキサゾー
ル－２－イル）スチルベン、４－（ベンゾオキサゾール－２－イル）－４’－（５－メチ
ルベンゾオキサゾール－２－イル）スチルベン、４，４’－ビス（ベンゾオキサゾール－
２－イル）フラン等を挙げることができる。
【００２４】
　市販品のベンゾオキサゾリル系蛍光増白剤としては、例えば、商品名「ハッコールＰＳ
Ｒ」（ハコール産業社）、商品名「ＵＶＩＴＥＸ　ＯＢ、ＵＶＩＴＥＸ　ＯＢ－１」（チ
バ・スペシャリティ・ケミカルズ社）、商品名「ホスタルックスＫＳ－Ｎ」（クラリアン
ト社製）等を使用することができる。市販品のクマリン系蛍光増白剤としては、例えば、
商品名「Ｌｅｕｃｏｐｕｒ　ＥＧＭ」（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社）、商品名
「Ｕｖｉｔｅｘ－ＥＲＴ」（ＣＩＢＡＧＥＩＧＹ社製）等を使用することができる。
【００２５】
　コア部における蛍光増白剤の含有量は、シート状導光体の厚さ、蛍光増白剤の性質等に
よって変化するので一義的に定めることはできないが、ポリカーボネート系樹脂１００質
量部に対して、０．００１質量％以上０．３質量％以下の範囲が好ましく、０．００３質
量％以上０．１質量％以下の範囲はより好ましく、０．０１質量％以上、０．０５質量％
以下の範囲がさらに好ましい。０．００１質量％より少なければ、イエローシフトを十分
に解消することができず、０．３質量％を超えてもそれ以上の蛍光増白剤としての添加効
果は見られない。
【００２６】
　ブルーイング剤としては、ポリカーボネート系樹脂の色調を白色あるいは青白色に改善
するために用いられるものであれば特に制限はなく、一般に知られるキナクリドン系化合
物、アントラキノン系化合物等の有機色素を挙げることができる。特に、一般的にはアン
スラキノン系染料が入手容易であり好ましい。
【００２７】
　市販品のブルーイング剤としては、例えば、「Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ１３」〔
商品名：「マクロレックスバイオレットＢ」（バイエル社製）、商品名：「ダイアレジン
ブルーＧ」（三菱化学製）、商品名：「スミプラストバイオレットＢ」（住友化学工業製
）など〕、「Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ３１」〔商品名：「ダイアレジンバイオレッ
トＤ」（三菱化学製）〕、「Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ３３」〔商品名：「ダイアレ
ジンブルーＪ」（三菱化学製）〕、「Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｂｌｕｅ９４」〔商品名：「ダイ
アレジンブルーＮ」（三菱化学製）〕、「ＳｏｌｖｅｎｔＶｉｏｌｅｔ３６」〔商品名：
「マクロレックスバイオレット３Ｒ」（バイエル社製）〕、「Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｂｌｕｅ



(6) JP 2009-59583 A 2009.3.19

10

20

30

40

50

９７」〔商品名：「マクロレックスバイオレットＲＲ」（バイエル社製）〕、「Ｓｏｌｖ
ｅｎｔ　Ｂｌｕｅ４５」〔商品名：「テトラゾールブルーＲＬＳ」（サンド社製）］等を
使用することができる。
【００２８】
　コア部におけるブルーイング剤の含有量は、シート状導光体の厚さ、ブルーイング剤の
性質等によって変化するので一義的に定めることはできないが、ポリカーボネート系樹脂
に対して、０．００１質量％以上０．３質量％以下の範囲が好ましく、０．００３質量％
以上０．１質量％以下の範囲はより好ましく、０．０１質量％以上０．０５質量％以下の
範囲がさらに好ましい。０．００１質量％より少なければ、イエローシフトを十分に解消
することができず、０．３質量％を超えてもブルーイング剤の吸収が強くなり、視感透過
率が低下してくすんだ色調となる。
【００２９】
　本発明の側面漏光型照光装置で用いるシート状導光体では、その他の安定剤の選定に関
して、十分な注意が必要である。
【００３０】
　一般的に、ポリカーボネート系樹脂の成形加工中の熱安定性を向上させるために、リン
酸エステル化合物、亜リン酸エステル化合物、ホスホン酸エステル化合物等の有機リン系
安定剤が添加されたり、耐候性を向上させるために、ベンゾフェノン系化合物、トリアジ
ン系化合物、ベンゾトリアゾ－ル系、サリチル酸フェニル系、ヒンダードアミン系、シア
ノアクリレート系化合物等の紫外線吸収剤が添加されたりする。しかし、本発明の側面漏
光型照光装置で用いるシート状導光体では、これらの化合物は含有されていないことが好
ましい。これらの化合物自体が含有されている場合、コア部に蛍光増白剤又はブルーイン
グ剤を含有させた場合でも、シート状導光体のイエローシフトを、完全に解消することが
困難となるおそれがある。
【００３１】
　また、市販のポリカーボネート系樹脂には、離型剤としてワックス類などの飽和脂肪族
炭化水素類等、潤滑剤としてパラフィン油、ワックス（例えば、ポリエチレンワックスお
よびポリプロピレンワックス）、高級アルコールおよびカルボン酸、カルボン酸エステル
およびカルボン酸アミド、グリセリド、高級脂肪酸アミド、高級脂肪酸エステル、ポリジ
メチルシロキサン等、帯電防止剤としてアルカリ－アルカンスルホネート、ポリエーテル
－変性、すなわちエトキシル化および／またはプロポキシル化ポリジオルガノシロキサン
（ポリジアルキルシロキサン、ポリアルキルフェニルシロキサンなど）および／または１
０～２０個の炭素原子を有する実質的に直鎖および飽和脂肪族３級アミン等が添加されて
いる。しかし、これらの化合物は、ポリカーボネート樹脂への相溶性が悪いため、シート
状導光体が不透明になり、シート状導光体に入射された光が散乱されて直ぐに外部に洩光
して、光伝送性能が低下することから、含有されていないことが好ましい。
【００３２】
　一般的に、ポリカーボネート系樹脂の成形加工時の熱安定性、耐熱老化性を向上させる
ためには酸化防止剤が添加されたりする。本発明の側面漏光型照光装置で用いるシート状
導光体では、酸化防止剤の中でも、ヒンダードフェノール系酸化防止剤はシート状導光体
のカラーシフトに影響を与えないことから、添加されることが特に好ましい。
【００３３】
　ヒンダードフェノール系酸化防止剤としては、例えば、ペンタエリスリトールテトラキ
ス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］
、オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロ
ピオネート、チオジエチレンビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキ
シフェニル）プロピオネート］、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－ブチル
フェノール）ペンタエリスリチル－テトラキス〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒ
ドロキシフェニル）プロピオネート〕、Ｎ，Ｎ’－ヘキサン－１，６－ジイルビス［３－
（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオナミド］、２，４
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－ジメチル－６－（１－メチルペンタデシル）フェノール、２，６－ジ－ｔ－ブチル－４
－ヒドロキシメチルフェノール、３，３’，３”，５，５’，５”－ヘキサ－ｔｅｒｔ－
ブチル－ａ，ａ’，ａ”－（メシチレン－２，４，６－トリイル）トリ－ｐ－クレゾール
、４，６－ビス（オクチルチオメチル）－ｏ－クレゾール、エチレンビス（オキシエチレ
ン）ビス［３－（５－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ－ｍ－トリル）プロピオネート
］、ヘキサメチレンビス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニ
ル）プロピオネート］、１，３，５－トリス（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒド
ロキシベンジル）－１，３，５－トリアジン－２，４，６（１Ｈ，３Ｈ，５Ｈ）－トリオ
ン、２，６－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－（４，６－ビス（オクチルチオ）－１，３，５
－トリアジン－２－イルアミノ）フェノール、３，９－ビス｛２－［３－（３－ｔｅｒｔ
－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ］－１，１－ジメ
チルエチル｝－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデカンなどが挙げ
られる。
【００３４】
　上記のうちで、特にペンタエリスリトールテトラキス［３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－
ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート］、オクタデシル－３－（３，５－ジ
－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート、２，６－ジ－ｔ－ブチ
ル－４－ヒドロキシメチルフェノール、２，２’－メチレンビス（４－メチル－６－ｔ－
ブチルフェノール）ペンタエリスリチル－テトラキス〔３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－
４－ヒドロキシフェニル）プロピオネート〕、３，９－ビス｛２－［３－（３－ｔｅｒｔ
－ブチル－４－ヒドロキシ－５－メチルフェニル）プロピオニルオキシ］－１，１－ジメ
チルエチル｝－２，４，８，１０－テトラオキサスピロ［５，５］ウンデカンが好ましい
。これらの中でもオクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔｅｒｔ－ブチル－４－ヒドロキシ
フェニル）プロピオネート（代表的市販品としてチバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製
：Ｉｒｇａｎｏｘ１０７６（商品名））が好ましい。前記のヒンダードフェノール系酸化
防止剤はいずれも入手容易であり、これらは単独でまたは２種以上を組み合わせて使用す
ることができる。
【００３５】
　ヒンダードフェノール系酸化防止剤の配合量は、シート状導光体の厚さ、酸化防止剤の
性質等によって変化するので一義的に定めることはできないが、ポリカーボネート系樹脂
１００質量部に対して、０．００１～１質量部であり、より好ましくは０．００５～０．
８質量部、さらに好ましくは０．０１～０．５質量部である。この配合量が０．００１質
量部未満では耐溶融変色性や耐乾熱変色性が得られない場合があり、１質量部を超えると
シート状導光体の輝度が低下する場合がある。
【００３６】
　ポリカーボネート系樹脂としては、公知のＰＣ系樹脂を使用することができ、耐熱性の
点から芳香族系のＰＣ系樹脂が好ましく、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）プロ
パン（ビスフェノールＡ）、２，２－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１，１，１，３
，３，３－ヘキサフルオロプロパン（ビスフェノールＡＦ）、９，９－ビス（４－ヒドロ
キシフェニル）フルオレン、１，１－ビス（４－ヒドロキシフェニル）－１－フェニルエ
タンの中から選ばれる１種または２種以上の２価フェノール化合物を含むビスフェノール
含有成分に、カーボネート前駆物質を反応させて得られる芳香族ＰＣ又はその共重合体が
より好ましい。
【００３７】
　上記の中でも、ビスフェノールＡの含有量が５０質量％以上であるビスフェノール含有
成分にカーボネート前駆物質を反応させて得られる芳香族ＰＣまたはその共重合体が、高
温環境下におけるＰＯＦケーブルの長寿命化という点から特に好ましい。
【００３８】
　上記のカーボネート前駆物質としては公知の各種のものを用いることができ、例えばホ
スゲン、ジフェニルカーボネートなどが挙げられる。
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【００３９】
　上記のＰＣ系樹脂としては、例えば、三菱エンジニアリング・プラスチック社製のユー
ピロンＨ３０００、Ｈ４０００、ＯＤＸ（いずれも商品名）；バイエル製のマクロロン２
２０５、２４０５、２６０５、ＣＤ２００５（いずれも商品名）；出光石油化学社製のタ
フロン＃１７００、＃１９００、＃２２００、ＭＤ１５００（いずれも商品名）；帝人化
成製のパンライトＬ－１２２５Ｌ、Ｌ－１２２５Ｙ、ＬＶ－２２２５Ｙ、ＡＤ５５０３（
いずれも商品名）；帝人バイエルポリテック製のＳＴ－３０００（商品名）；ＧＥ・プラ
スチック製のレキサン１０１Ｒ、１２１Ｒ、５２２１Ｃ、ＯＱ１０２０Ｃ（いずれも商品
名）；住友ダウ・ケミカル製のカリバー３０１－１５、３０１－２２、３０１－３０（い
ずれも商品名）等が挙げられる。
【００４０】
　また、予め蛍光増白剤又はブルーイング剤を含有しているＰＣ系樹脂としては、出光興
産（株）製のタフロンＩＮ２２００、ＩＮ１９００、ＩＲ２２００、ＩＲ１９００（いず
れも商品名、ＩＲは離型剤入り）；ＧＥ・プラスチック製のレキサン１４１Ｒ－１１１、
ＭＨＬ１１１０－１１１（いずれも商品名、離型剤入り）、三菱エンジニアリング・プラ
スチック社製のユーピロンＳ２０００－５３５５、Ｓ３０００－５３５５、Ｓ２０００－
５３１３、Ｓ３０００－５３１３（いずれも商品名）等が挙げられる。
【００４１】
　シート状導光体のクラッド部２は、アクリル系樹脂で形成しなければならない。
【００４２】
　アクリル系樹脂としては、メタクリル酸メチル単位を８０質量％以上含有する単独もし
くは共重合体が好ましい。中でも、透光性及び耐久性に優れ、安価なことから、メタクリ
ル酸メチルの単独重合体がより好ましい。
【００４３】
　メタクリル酸メチルと共重合する単量体としては特に限定されない。例えば、透明性の
向上の点からは（メタ）アクリル酸メチル単位を有していることが好ましく、機械特性の
向上の点からは（メタ）アクリル酸エチル単位、（メタ）アクリル酸ブチル単位等の（メ
タ）アクリル酸アルキルエステル単位（アルキル基の炭素数は２以上）を有していること
が好ましい。
【００４４】
　アクリル系樹脂としては、プラスチック光ファイバ（ＰＯＦ）用クラッド材として使用
されている公知の材料を、シート状導光体の使用環境や使用目的などに応じて適宜選択す
ることもできる。中でも、低屈折率で透明性及び耐熱性に優れているフッ素化メタクリレ
ート系重合体が好ましい。
【００４５】
　フッ素化メタクリレート系重合体としては、例えば、下記一般式（Ｉ）：
　　ＣＨ2＝ＣＸ－ＣＯＯ（ＣＨ2）m（ＣＦ2）nＹ　　　（Ｉ）
（式中、Ｘは水素原子又はメチル基、Ｙは水素原子又はフッ素原子を示し、ｍは１又は２
、ｎは１～１２の整数を示す。）
で表されるフルオロアルキル（メタ）アクリレートの単位（Ａ）１５～９０質量％と、他
の共重合可能な単量体の単位（Ｂ）１０～８５質量％からなる共重合体を挙げることがで
きる。
【００４６】
　フルオロアルキル（メタ）アクリレートの具体例としては、（メタ）アクリル酸－２，
２，２－トリフルオロエチル（３ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２，２，３，３－テトラ
フルオロプロピル（４ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２，２，３，３，３－ペンタフルオ
ロプロピル（５ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２，２，３，４，４，４－ヘキサフルオロ
ブチル（６ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－１Ｈ，１Ｈ，５Ｈ－オクタフルオロペンチル（
８ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２－（パーフルオロブチル）エチル（９ＦＭ）、（メタ
）アクリル酸－２－（パーフルオロヘキシル）エチル（１３ＦＭ）、（メタ）アクリル酸
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－１Ｈ，１Ｈ，９Ｈ－ヘキサデカフルオロノニル（１６ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２
－（パーフルオロオクチル）エチル（１７ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－１Ｈ，１Ｈ，１
１Ｈ－（イコサフルオロウンデシル）（２０ＦＭ）、（メタ）アクリル酸－２－（パーフ
ルオロデシル）エチル（２１ＦＭ）等の、直鎖状フッ素化アルキル基を側鎖に有する（メ
タ）アクリル酸フッ素化エステルを挙げることができる。
【００４７】
　通常、アクリル系樹脂は、機械的強度を向上させるために、アクリル系樹脂１００質量
部に対してゴム粒子成分を１～４０質量部を配合させることが行われているが、本発明の
側面漏光型照光装置で用いるシート状導光体では、以下の理由から、クラッド部のアクリ
ル系樹脂にゴム粒子成分を添加することはあまり好ましくない。
【００４８】
　コア部／クラッド部の構造を有するシート状導光体には、クラッド部を光が伝播するク
ラッドモードが発生する。このクラッドモードは、クラッド部を構成する樹脂の屈折率ゆ
らぎや異物（ゴム粒子成分やそれに由来する不純物）等により散乱され、その一部は導光
体の外部に漏光する。通常この散乱は、光の波長より小さい範囲での屈折率ゆらぎに基づ
くレイリー散乱であるため、散乱強度は波長の４乗に反比例する。したがって、光入射面
近傍では、波長の短い青色成分が強く散乱（クラッドモードの青色成分が減衰）するため
、シート状導光体の出射光はその補色である黄色が際立って見えることになる。さらに、
光入射面近傍から離れるに従い、波長の短い緑色成分、赤色成分が散乱（クラッドモード
の緑色成分、赤色成分が減衰）することから、シート状導光体の出射光は同様にして、赤
紫色、青緑色が際立って見えることになる。
【００４９】
　シート状導光体のシート厚さをＡ（μｍ）、クラッド部の厚さをＢ（μｍ）としたとき
、下記式（１）、式（２）及び式（３）：
　　８≦Ａ／Ｂ≦２００　　（１）
　　１００≦Ａ≦４００　　（２）
　　２≦Ｂ≦３０　　　　　（３）
を満たすことが好ましい。
【００５０】
　Ａ／Ｂの下限値は、８が好ましく、１５がより好ましい。Ａ／Ｂの下限値が８より小さ
い場合、シート状導光体の取り込み光量が少なくなるために漏光輝度が低下する場合があ
る。Ａ／Ｂの上限値は、２００が好ましく、５０がより好ましい。Ａ／Ｂの上限値が２０
０より大きい場合、シート状導光体の成形安定性が低下したり、光の入射部近辺における
取り込み光量に場所斑が生じやすくなるために、漏光が不均一になったりする場合がある
。
【００５１】
　Ａの下限値は、１００（μｍ）が好ましく、１５０（μｍ）がより好ましい。Ａの下限
値が１００（μｍ）より小さい場合、シート状導光体の強度が低下したり、シート状導光
体の取り込み光量が少なくなるために漏光輝度が低下したり、シート状導光体を製造する
際の押出成形の安定性が低下する場合がある。Ａの上限値は、４００（μｍ）が好ましく
、３５０（μｍ）がより好ましい。Ａの上限値が４００（μｍ）より大きい場合、シート
状導光体の柔軟性・可撓性が損なわれる場合がある。
【００５２】
　Ｂの下限値は、２（μｍ）が好ましく、１０（μｍ）がより好ましい。Ｂの下限値が２
（μｍ）より小さい場合、クラッドの均一性被覆性が低下して光漏れが発生するおそれが
ある。Ｂの上限値は３０（μｍ）が好ましく、２５（μｍ）がより好ましい。Ｂの上限値
が３０（μｍ）より大きい場合、粗面化処理又はクラッド部の除去が困難となるおそれが
ある。
【００５３】
　シート状導光体の上面又は下面における所望する部分から外部に漏光させるために、コ
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ア部の上面又は下面に配置されたクラッド部の少なくとも一部を粗面化又は除去すること
が好ましい。
【００５４】
　具体的には、クラッド部を融解させる表面熱処理する方法や、化学薬品や電気化学的な
処理によりクラッド部の表面を溶解するケミカルブラスト法、小さな粒状の研磨材あるい
は類似のものをクラッド部の表面に激しく打ちつけて加工するショットブラスト法を用い
ることができる。
【００５５】
　表面熱処理の方式については、従来の加熱溶融方式、例えば、シート状導光体の漏光を
所望するクラッド部のみを加熱炉で加熱したり、あるいはホットプレートを押し当てたり
レーザー照射したりして溶融する方式を挙げることができる。なお、この場合には、熱処
理中にシート状導光体中に気泡が生成し易くなるため、真空条件で熱処理を行う必要があ
る。
【００５６】
　その他の表面熱加工の方式としては、レーザーカット加工、超音波カッター加工、ホッ
トカッター加工などの発熱カット方式を挙げることができる。これらの加工方式、例えば
レーザーカットの場合では、シート状導光体の材質及びシートの厚みによって、レーザー
のフォーカスや出力を調整すれば、クラッド部を簡単に且つ寸法精密カットできるという
長所がある。
【００５７】
　ショットブラストの方式については、ガラス、アルミナ、スチール、珪砂、マグネタイ
ト、金剛砂等の微粉末の研磨材（ブラスト材）を、コンプレッサーに繋がった小さなノズ
ルから高圧水や圧縮空気等と一緒に、掘削面に吹き付けて表面を研磨するサンドブラスト
法が代表的である。表面熱処理法やケミカルブラスト法と比較して、ショットブラスト（
特にサンドブラスト）は、有機重合体から構成されているシート状導光体を損傷せずに、
粗面化処理を行うことが可能なことから、シート状導光体の加工方法として特に好ましい
。
【００５８】
　次に、本発明の側面漏光型照光装置の製造方法について説明する。
【００５９】
　シート状導光体の製造方法は、特に限定されるものではなく、公知技術を用いれば良い
。例えば、押出機と繋がったスリット状吐出口を有するダイから樹脂組成物をシート状に
押し出した後に巻き取る溶融押出成形法は、シート状導光体中への異物の混入が少なく、
生産性も高いことから好ましい。
【００６０】
　スリット状吐出口を有するダイの形状については特に限定されず、公知の技術を用いる
ことができる。例えば、コア部の周囲をクラッド部で覆った多層構造を形成した後、スリ
ット状吐出口に向かって流路断面形状が徐々に変形する拡幅部を有し、層構造を保持した
状態で所定の幅と厚さで吐出することができるフィードブロック式のダイや、あるいは、
コア部とクラッド部が、スリット状吐出口に向かって断面形状が徐々に拡幅する別々の流
路を流れていき、スリット状吐出口付近で、コア部の周囲をクラッド部で覆った多層構造
を形成するマニュホールド式ダイ、スタックプレート式ダイ等が好適である。
【００６１】
　コア部を形成する樹脂とクラッド部を形成する樹脂の、ガラス転移温度や結晶融点、さ
らに分子量や相対的なせん断粘度を考慮しながら、適宜成形条件を選ぶことによって、シ
ート厚みとクラッド厚みを薄く均一に制御しながら、多層のシート状導光体を賦形するこ
とが可能となる。
【００６２】
　さらに、ダイを用いた溶融押出成形により賦形したのち、場合によっては、その左右両
端部をトリミングしてもよい。また一枚の幅広シート状導光体から、所望の幅に応じて割
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断し、複数本のシート状導光体を得ることも可能である。左右両端部のトリミングにおい
ては、公知の技術を用いることができ、例えばダイヤモンド刃を使用した鏡面切削を用い
る方法や、回転式カッター、レーザーカット法等を挙げることができる。
【００６３】
　本発明の側面漏光型照光装置は、上記構成のシート状導光体の少なくとも１つの端面に
、光源装置が光学的に接続されている。また、光源装置は、シート状導光体の対向する２
つの端面に接続されている形態でもよい。図３（ａ）は、シート状導光体の１つの端面に
３個の光源装置を設置した場合の模式図であり、図３（ｂ）は、シート状導光体の対向す
る２つの端面にそれぞれ１個の光源装置を設置した場合の模式図である。使用する光源装
置の数については特に制限はない。
【００６４】
　コア部のポリカーボネート樹脂組成物がブルーイング剤を含有している場合、光源装置
に用いられる発光素子としては、公知の発光素子が使用可能である。例えば、ハロゲン系
ランプ、メタルハライド系ランプ、キセノンランプ、青色ＬＥＤとＹＡＧ蛍光体を組み合
わせた白色ＬＥＤ、近紫外ＬＥＤとＲＧＢ蛍光体を組み合わせた白色ＬＥＤ、Ｒ（赤色）
、Ｇ（青色）、Ｂ（青色）の各ＬＥＤを同時に光らせるＲＧＢ系白色ＬＥＤ等の白色光源
や、発光ダイオード（ＬＥＤ）、半導体レーザーダイオード（ＬＤ）が挙げられる。
【００６５】
　上記の発光素子の中で特にＬＥＤは、長時間点灯した場合でもＬＥＤ周辺での温度上昇
が小さい、サイズが小さく小型化が容易などの理由から、本発明で用いる発光素子として
特に好ましい。ＬＥＤを用いる場合には、色（波長）の制限はなく、白色、赤色、緑色、
青色など、どの波長のＬＥＤを使用しても良い。
【００６６】
　コア部のポリカーボネート樹脂組成物が蛍光増白剤を含有している場合、上記の光源の
中でも、特に発光波長の中心が３２０ｎｍ以上４８０ｎｍ以下の範囲に有する発光ダイオ
ード（ＬＥＤ）もしくは半導体レーザーダイオード（ＬＤ）、または発光波長の下限を４
８０ｎｍ未満に有する白色ＬＥＤを用いることが好ましい。
【００６７】
　これは、蛍光増白剤は、約３２０～約４８０ｎｍの波長の光を吸収して、約４１０～約
５６０ｎｍの波長の光を放射することにより、本来のポリカーボネート樹脂自体の吸収に
由来する黄色光のほかに、新たに蛍光増白剤により発光される青色光が付加されるため、
全体として出射光は白色になり、シート状導光体の出射光の色調を白色あるいは青白色に
改善することが可能となるのであるが、上記の発光波長を有する光源を使用することによ
り、上記の蛍光増白剤の効果と相まって、この効果を極めて優れたものとすることが可能
となる。
【００６８】
　発光波長の中心が３２０ｎｍ以上４８０ｎｍ以下の範囲に有するＬＥＤ（又はＬＤ）と
してはＧａＮ系やＩｎＧａＮ系のＬＥＤ（又はＬＤ）を挙げることができる。ＬＥＤやＬ
Ｄは、長時間点灯した場合でも同光源周辺の温度上昇が小さいため、シート状導光体の入
射端部での熱劣化や溶融を防止することが可能であり、特に好ましい。
【００６９】
　発光波長の下限を４８０ｎｍ未満に有する白色光源としては、青色ＬＥＤとＹＡＧ蛍光
体を組み合わせた白色ＬＥＤ、近紫外ＬＥＤとＲＧＢ蛍光体を組み合わせた白色ＬＥＤ、
Ｒ（赤色）、Ｇ（青色）、Ｂ（青色）の各ＬＥＤを同時に光らせるＲＧＢ系白色ＬＥＤを
挙げることができる。
【００７０】
　以上のような、ポリカーボネート樹脂組成物によりコア部を形成したシート状導光体を
用いた側面漏光型照光装置は、広い範囲を均一に照光することができ、照射光量と均一漏
光性に優れた面状光源装置であり、ポリカーボネート樹脂特有のイエローシフトが解消さ
れ、小型で軽量に装置を設計することが可能であることから、携帯電話のテンキーやパソ
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コンのディスプレイやキーボード等のバックライトや、携帯電話、ビデオカメラ、液晶テ
レビ、ノートパソコン等に使用される液晶表示装置等に好適である。
【実施例】
【００７１】
　以下、実施例により本発明を説明する。種々の材料を用いた実施例及び比較例の評価結
果を表１に示す。なお、本発明の実施例における評価方法については、下記の方法により
実施した。
【００７２】
　〔シート厚〕
　平均クラッド厚は、１ｍのサンプルを１５分割してクラッド厚を測定して平均値を求め
た。
【００７３】
　〔色相評価（イエローシフトの観察）〕
　色度測定システム（大塚電子社製、商品名：ＭＣＰＤ－７７００）を用い、色度（ｘ，
ｙ）を測定した。具体的には、図４に示すように、シート状導光体３の上面に粗面化部分
５が形成された状態で、定電流電源６により２０ｍＡで駆動される光源装置４（日亜化学
工業社製、商品名：ＮＳＳＷ０２０ＢＴ、２個使用）を被測定用のシート状導光体３の端
面に配置する。光源装置４を発光させ、シート状導光体３の粗面化部分５から出射する光
の色度を、色度測定システム７により測定した。なお，シート状導光体３の下面には反射
シート（恵和製、商品名：レイラ）を設置する。測光した面全体の色度ｘおよびｙを測定
する。
【００７４】
　（実施例１）
　幅７００ｍｍのＴダイをもつ共押出シート製造機を用いて、コア部には、ポリカーボネ
ート樹脂（三菱エンジニリング・プラスチック社製、商品名：ユーピロンＳ２０００、屈
折率１．５９）１００質量部に対して、ブルーイング剤としてダイアレジンブルーＧ（商
品名、三菱化学製）０．０３質量部、ヒンダードフェノール系酸化防止剤としてＩｒｇｎ
ｏｘ　１０７６（商品名、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）０．０３質量部を配
合したポリカーボネート樹脂組成物を、クラッド部にはポリメタクリル酸メチル樹脂（三
菱レイヨン製、商品名：アクリペットＶＨ０００、屈折率１．４９）を用い、クラッド部
／コア部／クラッド部の３層構造（図１）からなる、幅約６５０ｍｍ、厚さ０．３ｍｍの
シート状導光体を製造した。
【００７５】
　このシート状導光体のクラッド部の厚みを膜厚計により測定したところ、上面側、下面
側とも約１５μｍであった。このシート状導光体から、幅１７０ｍｍ、長さ２００ｍｍの
方形状のシートを切り出した。このシート状導光体の上面における３０ｍｍ×３０ｍｍの
部分をサンドブラスト法により粗面化処理した。
【００７６】
　次に、光源装置としてＬＥＤ光源（日亜化学工業社製、商品名：ＮＳＰＢ５００Ｓ、発
光中心波長４６０ｎｍ）を、切り出したシート状導光体の片端面に２個配置して、側面漏
光型照光装置を作製した。このＬＥＤ光源の出射光をシート状導光体に入射して、シート
状導光体の上面から出射する光の色度を測定した。
【００７７】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００７８】
　（実施例２）
　実施例１で作製し、幅１７０ｍｍ、長さ２００ｍｍの方形状に切り出したシート状導光
体表面のクラッド部の一部（大きさ５ｃｍ×５ｃｍ）に、小さな粒状の研磨材（アルミナ
）を激しく打ちつけて表面を研磨して、コア部を露出させ、この部分を光出射面とした。
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【００７９】
　この加工後のシート状導光体を用いた以外は、実施例１と同様にして側面漏光型照光装
置を作製して、ＬＥＤ光源の出射光を入射したところ、コア部を露出させた部分から出射
する光の強度は、他の部分より多かった。
【００８０】
　（実施例３）
　実施例１で作製したシート状光導体を用いて、光源装置としてＲＧＢ系白色ＬＥＤ光源
（豊田合成社製、商品名：Ｅ１Ｓ２７－＊Ｍ１Ｆ７－０３、発光波長４７０ｎｍ、５７０
ｎｍ、６３０ｎｍ）を使用した以外は、実施例１と同様にして側面漏光型照光装置を作製
して、出射する光の色度を測定した。
【００８１】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００８２】
　（実施例４）
　ブルーイング剤としてマクロレックスバイオレットＲＲ（商品名、バイエル社製）を用
いた以外は、実施例１と同様の方法にてシート状光導体を作製した。このシート状光導体
を用いた以外は、実施例３と同様にして側面漏光型照光装置を作製して、出射する光の色
度を測定した。
【００８３】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００８４】
　（実施例５）
　ブルーイング剤の代わりに、蛍光増白剤としてホスタルックスＫＳ－Ｎ（商品名：クラ
リアント社製）０．０５質量部を配合した以外は、実施例１と同様の方法を用いてシート
状光導体を作製した。このシート状光導体を用いた以外は、実施例３と同様にして側面漏
光型照光装置を作製して、出射する光の色度を測定した。
【００８５】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００８６】
　（実施例６）
　実施例５で作製したシート状光導体を用いた以外は、実施例１と同様にして側面漏光型
照光装置を作製して、出射する光の色度を測定した。
【００８７】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００８８】
　（実施例７）
　実施例５で作製したシート状光導体に、光源装置としてＬＥＤ光源（日亜化学工業社製
、商品名：ＮＣＳＵ０３３Ａ、発光中心波長３６５ｎｍ）を、切り出したシート状導光体
の片端面に２個配置して、側面漏光型照光装置を作製した。このＬＥＤ光源の出射光をシ
ート状導光体に入射して、シート状導光体の上面から出射する光の色度を測定した。
【００８９】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００９０】
　（実施例８）
　ブルーイング剤の代わりに、蛍光増白剤としてＵｖｉｔｅｘ　ＯＢ（商品名、チバ・ス
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法にてシート状光導体を作製した。このシート状光導体を用いた以外は、実施例７と同様
にして側面漏光型照光装置を作製して、出射する光の色度を測定した。
【００９１】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに０．２～０．４の範囲にあり、目視においても
イエローシフトがほとんど検知できず、良好な結果を得た。
【００９２】
　（実施例９）
　実施例４で作製し、幅１７０ｍｍ、長さ２００ｍｍの方形状に切り出したシート状導光
体表面のクラッド部の一部（大きさ５ｃｍ×５ｃｍ）に、真空条件でホットプレートを押
し当ててクラッド部を溶融させて除去し、コア部を露出させた。
【００９３】
　この加工後のシート状導光体を用いた以外は、実施例１と同様にして側面漏光型照光装
置を作製して、ＬＥＤ光源の出射光を入射したところ、コア部を露出させた部分から出射
する光の強度は、他の部分より多かった。
【００９４】
　（比較例１）
　ポリカーボネート樹脂（三菱エンジニリング・プラスチック社製、商品名：ユーピロン
Ｓ２０００、屈折率１．５９）１００質量部に対して、ヒンダードフェノール系酸化防止
剤としてＩｒｇｎｏｘ　１０７６（商品名、チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製）０
．０３質量部を配合したポリカーボネート樹脂組成物を用いてコア部を形成した以外は、
実施例１と同様にして、シート状導光体を作製した。このシート状光導体を用いた以外は
、実施例１と同様にして側面漏光型照光装置を作製して、出射する光の色度を測定した。
【００９５】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに大きく、目視においてもイエローシフトがはっ
きりと観察できた。
【００９６】
　（比較例２）
　比較例１で作製したシート状導光体を用いた以外は、実施例３と同様にして側面漏光型
照光装置を作製して、出射する光の色度を測定した。
【００９７】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに大きく、目視においてもイエローシフトがはっ
きりと観察できた。
【００９８】
　（比較例３）
　比較例１で作製したシート状導光体を用いた以外は、実施例７と同様にして側面漏光型
照光装置を作製して、出射する光の色度を測定した。
【００９９】
　結果を表１に示すとおり、ｘ，ｙともに大きく、目視においてもイエローシフトがはっ
きりと観察できた。
【０１００】
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【表１】

【０１０１】
ＰＣ樹脂：ポリカーボネート樹脂（三菱エンジニリング・プラスチック（株）製、商品名
：ユーピロンＳ２０００）
ブルーイング剤（Ａ）：Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｖｉｏｌｅｔ１３（三菱化学製、商品名：ダイ
アレジンブルーＧ）
ブルーイング剤（Ｂ）：Ｓｏｌｖｅｎｔ　Ｂｌｕｅ９７（バイエル社製、商品名：マクロ
レックスバイオレットＲＲ）
蛍光増白剤（Ｃ）：４－（ベンゾオキサゾール－２－イル）－４’－（５－メチルベンゾ
オキサゾール－２－イル）スチルベン、（クラリアント社製、商品名：ホスタルックスＫ
Ｓ－Ｎ）
蛍光増白剤（Ｄ）：２，５－ビス（５’－ｔ－ブチルベンゾオキサゾール－２－イル）チ
オフェン、（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製、商品名：Ｕｖｉｔｅｘ　ＯＢ）
酸化防止剤：オクタデシル－３－（３，５－ジ－ｔ－ブチル－４－ヒドロキシフェニル）
プロピオネート、（チバ・スペシャリティ・ケミカルズ社製、商品名：Ｉｒｇｎｏｘ　１
０７６）
【図面の簡単な説明】
【０１０２】
【図１】シート状導光体の模式的斜視図である。
【図２】シート状導光体の模式的斜視図である。
【図３】（ａ）はシート状導光体の１つの端面に３個の光源装置を設置した場合の模式図
であり、（ｂ）はシート状導光体の対向する２つの端面にそれぞれ１個の光源装置を設置
した場合の模式図である。
【図４】実施例でシート状導光体の上面から出射する光の色相評価（イエローシフトの観
察）を行うための装置図である。
【符号の説明】
【０１０３】
１　コア部
２　クラッド部
３　シート状導光体
４　光源装置
５　粗面化部分
６　定電流電源
７　色度測定システム
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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