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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
面発光素子と、調光シートとを少なくとも有する面発光体において、前記調光シートは、
少なくとも片面に複数の凸部を有し、該凸部の先端部が前記面発光素子の出射面に接着層
を介して接しており、該凸部の先端部の一部が前記接着層の内部に埋まった状態であり、
かつ前記接着層が面発光素子に接する第１の粘着層Ａと、１つ以上の樹脂層と、調光シー
トに接する第２の粘着層Ｂとを含み、かつ前記粘着層Ａに用いられる粘着剤のプリズム埋
没荷重Ｆａと、前記粘着層Ｂに用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとが、Ｆｂ／Ｆ
ａ≠１の関係であることを特徴とする面発光体。
【請求項２】
前記Ｆａ、及び前記Ｆｂとが、０＜Ｆｂ／Ｆａ＜１の関係であることを特徴とする請求項
１に記載の面発光体。
【請求項３】
面発光素子と、調光シートとを少なくとも有する面発光体において、前記調光シートは、
少なくとも片面に複数の凸部を有し、該凸部の先端部が前記面発光素子の出射面に接着層
を介して接しており、該凸部の先端部の一部が前記接着層の内部に埋まった状態であり、
かつ前記接着層が面発光素子に接する硬化型接着層Ｃと、１つ以上の樹脂層と、調光シー
トに接する粘着層Ｄとを含むことを特徴とする面発光体。
【請求項４】
前記凸部が円錐台形であることを特徴とする請求項１～３のいずれか１項に記載の面発光
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体。
【請求項５】
請求項１～４のいずれか１項に記載の面発光体を用いることを特徴とする表示装置。
【請求項６】
請求項１～４のいずれか１項に記載の面発光体を用いることを特徴とする照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、面発光体、それを用いた表示装置及び照明装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、情報機器の多様化等にともなって、消費電力が少なく、容積が小さい面発光素子
のニーズが高まり、このような面発光素子の一つとしてエレクトロルミネッセンス素子（
以下、ＥＬ素子と略す。）が注目されている。
【０００３】
　そして、このようなＥＬ素子は、使用する材料によって無機ＥＬ素子と有機ＥＬ素子と
に大別される。
【０００４】
　ここで、無機ＥＬ素子は、一般に発光部に高電界を作用させ、電子をこの高電界中で加
速して発光中心に衝突させ、これにより発光中心を励起させて発光させるようになってい
る。一方、有機ＥＬ素子は、電子注入電極とホール注入電極とからそれぞれ電子とホール
とを発光層内に注入し、このように注入された電子とホールとを発光層内で結合させて、
有機材料を励起状態にし、この有機材料が励起状態から基底状態に戻るときに発光するよ
うになっており、無機ＥＬ素子に比べて、低い電圧で駆動できるという利点があり、面で
発光するという利点を活かして薄型でフレキシブルな照明用途としての展開が期待されて
いる。
【０００５】
　また、有機ＥＬ素子の場合には、発光材料を選択することによって適当な色彩に発光す
る発光素子を得ることが出来、また発光材料を適当に組み合わせることによって白色光を
得ることも出来、液晶表示装置等のバックライトとして利用することも期待されている。
【０００６】
　照明として用いられる場合には、低消費電力が要求され、一般に５０ｌｍ／Ｗ程度の明
るさが望まれている。ところが、無機若しくは有機ＥＬ素子等の面発光素子を発光させた
場合、高い屈折率を持つ発光層の内部で発せられた光は様々な方向に進行し、面発光素子
の出射面等において全反射して面発光素子の内部に閉じ込められる光も多く存在する。一
般に、面発光素子で発せられた光の２０～３０％しか、面発光素子の外部に取り出すこと
が出来ない。無機ＥＬ素子や有機ＥＬ素子ではその明るさは、輝度の高い素子でも３０～
４０ｌｍ／Ｗ程度であり、十分な明るさを得られないという問題があった。
【０００７】
　また、液晶表示装置等のバックライトとして利用する場合、一般に２０００～４０００
ｃｄ／ｍ2程度の正面輝度が必要になるが、前述のように面発光素子の内部に閉じ込めら
れる光も多く存在し、十分な正面輝度を得ることが困難であり、特に、有機ＥＬ素子の場
合においては、十分な発光寿命が得られるようにするためには、１０００～１５００ｃｄ
／ｍ2程度の正面輝度しか得られないという問題があった。
【０００８】
　従来においては、有機ＥＬ素子等の面発光素子を発光させた場合において、その内部に
閉じ込められる光を取り出して、その正面輝度を向上させるために、面発光素子の出射面
に拡散構造を設けるようにしたもの（例えば、特許文献１参照。）や、面発光素子の出射
面にプリズムやレンズ状のシートを表面に凹凸が現れるようにして取り付けたものが提案
されている（例えば、特許文献２参照。）。
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【０００９】
　しかし、上記のように面発光素子の出射面に微小な凹凸を設けるようにしたり、面発光
素子の出射面に凹凸が設けられた平面部材を表面に凹凸が現れるようにして取り付けるよ
うにした場合、表面における凹凸によって光が散乱され、依然として正面輝度を充分に向
上させることが出来ないという問題があった。有機ＥＬ発光デバイスなどの面発光素子の
正面輝度を向上する別の手段として、光が射出する側の面に、表面に凹凸の設けられたプ
リズムアレイシートをプリズム側が射出面に向くような構成が考案されている（例えば、
特許文献３、４参照。）。プリズムアレイシートと基板との接着方法としては、ＵＶ硬化
樹脂で接着する手法が提案されている。しかしながら、基板にＵＶ硬化樹脂を均一塗布す
ることが難しいという問題を抱えていた。また、ＵＶ照射で硬化させるには、プリズムア
レイシートが紫外線を透過させる材料に限定されるという問題を抱えていた。また、有機
ＥＬ発光デバイス用に使用する際には、硬化時のＵＶ照射が有機材料を劣化させるという
問題を抱えていた。
【００１０】
　プリズムアレイシートと基板との接着方法としてはこれらの接着面において接着剤と粘
着剤とを使用する方法（例えば、特許文献５参照。）やプリズムアレイシートと面発光素
子の出射面との間に中間フィルムを介してその両面に接着剤を使用し両者を接着する方法
（例えば、特許文献６参照。）が報告されているが、接着剤を使用する手段では、貼付け
工程が複雑になるという課題を抱えていた。一方、粘着剤を使用する方法では、貼付け工
程は簡単であるが、依然として高温或いは高湿における保存性が十分ではなく、プリズム
アレイシートや面発光素子を構成する素材の膨張率の違い等に起因した接着面の剥がれや
プリズムアレイシートの接着面からの浮き上がり、あるいはプリズム部分の接着層への埋
没深さの増加等に起因する光取り出し効率や正面輝度の変化が生じやすく、実用化の際の
課題となっていた。また、貼付け後に外圧が加えられた場合にプリズムアレイシートの接
着層内への埋没が深くなり輝度ムラが発生しやすいという課題を抱えていた。また、貼付
け工程における貼付けの圧力のムラでプリズムアレイシートのプリズム部の埋没深さがば
らつき、輝度ムラになりやすいという課題をも抱えていた。
【特許文献１】特開２０００－３２３２７２号公報
【特許文献２】特開平６－２６５８８８号公報
【特許文献３】特開２０００－１４８０３２号公報
【特許文献４】特開２００６－５９５４３号公報
【特許文献５】特開２００１－３５７７０９号公報
【特許文献６】特開２００１－３５６７０４号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【００１１】
　本発明は面発光素子を備えた面発光体及びこの面発光体を用いた表示装置、照明装置に
おいて、この面発光体から出射される光の取り出し効率や正面輝度を大きく向上させるこ
とを目的とするものである。
【００１２】
　更に、高温、高湿環境下で保存された場合においても、さらに外圧が加えられた場合に
おいても、安定した接着状態を有し、かつ光取り出し効率及び正面輝度の変動が少ない面
発光体を提供することを目的とするものである。
【課題を解決するための手段】
【００１３】
　本発明の上記課題は以下の構成により達成される。
【００１４】
　１．面発光素子と、調光シートとを少なくとも有する面発光体において、前記調光シー
トは、少なくとも片面に複数の凸部を有し、該凸部の先端部が前記面発光素子の出射面に
接着層を介して接しており、該凸部の先端部の一部が前記接着層の内部に埋まった状態で
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あり、かつ前記接着層が面発光素子に接する第１の粘着層Ａと、１つ以上の樹脂層と、調
光シートに接する第２の粘着層Ｂとを含み、かつ前記粘着層Ａに用いられる粘着剤のプリ
ズム埋没荷重Ｆａと、前記粘着層Ｂに用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとが、Ｆ
ｂ／Ｆａ≠１の関係であることを特徴とする面発光体。
【００１５】
　２．前記Ｆａ、及び前記Ｆｂとが、０＜Ｆｂ／Ｆａ＜１の関係であることを特徴とする
前記１に記載の面発光体。
【００１６】
　３．面発光素子と、調光シートとを少なくとも有する面発光体において、前記調光シー
トは、少なくとも片面に複数の凸部を有し、該凸部の先端部が前記面発光素子の出射面に
接着層を介して接しており、該凸部の先端部の一部が前記接着層の内部に埋まった状態で
あり、かつ前記接着層が面発光素子に接する硬化型接着層Ｃと、１つ以上の樹脂層と、調
光シートに接する粘着層Ｄとを含むことを特徴とする面発光体。
【００１７】
　４．前記凸部が円錐台形であることを特徴とする前記１～３のいずれか１項に記載の面
発光体。
【００１８】
　５．前記１～４のいずれか１項に記載の面発光体を用いることを特徴とする表示装置。
【００１９】
　６．前記１～４のいずれか１項に記載の面発光体を用いることを特徴とする照明装置。
【発明の効果】
【００２０】
　本発明により、この面発光体から出射される光の取り出し効率や正面輝度を大きく向上
させ、更に、調光シートと面発光素子との接着の信頼性を高め、高温、高湿安定性に優れ
、かつ外圧が加えられた場合においても耐久性の高い面発光体を提供することが出来る。
【００２１】
　また、凸部を接着層に埋没させることにより、接着層に埋まった凸部の部分における光
学的な作用が小さくなるために、接着層に埋まる凸部の形状及び埋没深さのばらつきによ
る光学的な性能への影響が小さくなる。一般に、調光シートの製造においては、凸部の頂
点付近の形状を精度良く作成することが困難なため、本発明のように凸部の形状のばらつ
きが面発光体の性能に及ぼす影響が軽微であることは、製造上の作りやすさを向上する。
また、埋没させることにより貼付け状態が安定する効果も得られる。
【００２２】
　また、調光シートに接する粘着層として粘着剤を用いる際に、貼付け工程における貼付
け圧力のムラに起因する凸部の埋没深さのばらつきを小さくすることができる、光学的な
ムラが小さく、均一な光学特性を持つ面発光体を提供することが出来る。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２３】
　以下本発明を実施するための最良の形態について詳細に説明するが、本発明はこれらに
限定されるものではない。
【００２４】
　本発明に用いられる調光シートは少なくとも片面に複数の凸部が設けられていることを
特徴とする。前記凸部の断面の形状は三角形、台形、円弧状、長方形などから任意に選択
でき、該凸部の形状及びサイズは規則的であってもよく、不規則であってもよいが、形状
及びサイズともに規則的な四角錐台または円錐台であることが好ましく、形状及びサイズ
ともに規則的な円錐台であることがより好ましい。
【００２５】
　本発明においては、前記少なくとも片面に複数の凸部を有する調光シートにおける該凸
部の先端部が前記面発光素子の出射面に接着層を介して接しており、該凸部の先端部の一
部が前記接着層の内部に埋まった状態であり、かつ前記接着層が面発光素子に接する第１
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の粘着層Ａと、１つ以上の樹脂層と、調光シートに接する第２の粘着層Ｂとを含むことを
特徴とする。前記１つ以上の樹脂層は、前記面発光素子に接する第１の粘着層Ａと、調光
シートに接する第２の粘着層Ｂとの間に設けることが好ましい。調光シートに接する粘着
層と面発光素子に接する粘着層との間に設けられた１つ以上の樹脂層が、プリズムを埋没
させる方向に力が加えられた時の抵抗として働くため、ある一定の圧力以上の貼付け圧力
において、凸部の頂点の埋没深さの変化が急に小さくなるという特性を持ち、加圧耐性が
より向上する。
【００２６】
　また、前記粘着層Ａに用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆａと、前記粘着層Ｂに用
いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとが、Ｆｂ／Ｆａ≠１の関係であることを特徴と
し、更に、０＜Ｆｂ／Ｆａ＜１の関係であることが好ましく、０＜Ｆｂ／Ｆａ＜０．７で
あることがより好ましく、０＜Ｆｂ／Ｆａ＜０．５であることが更に好ましい。
【００２７】
　本発明に係る粘着層へのプリズム埋没荷重とは、前記面発光素子に接する１種以上の粘
着剤から成る粘着層に用いる粘着剤を切り取って接着させることにより形成した粘着層を
有する透明基板と、前記調光シートに接する１種以上の粘着剤を含む粘着層に用いる粘着
剤を切り取って接着させることにより形成した粘着層を有する透明基板とを各々用意し、
更にその上に少なくとも片面に後述する凸部頂角θが５０°、凸部高さが２６．６μｍ、
凸部のピッチｐ（凸部の頂点間距離）が３５μｍである複数の円錐台状の凸部を有する調
光シートをそれぞれ同一面積切り取って該凸部の先端部を粘着層を介して透明基板上に接
着させる際に該円錐台状の凸部を粘着層内に平均深さ５μｍ埋没させるために必要な単位
面積あたりの荷重である。
【００２８】
　また、本発明に関わる面発光体は、前記接着層が面発光素子に接する硬化型接着層Ｃと
、１つ以上の樹脂層と、調光シートに接する粘着層Ｄとを含むことを特徴とする。
【００２９】
　本発明においては、前記調光シートの凸部の先端部の一部が前記接着層の内部に埋まっ
た状態であり、かつ該凸部の先端部と前記面発光素子の出射面との間の前記１種以上の粘
着層の平均厚さが、粘着層の総厚さの５０％未満であることが好ましく、３５％以下であ
ることがより好ましく、２５％以下であることがさらに好ましい。また十分な接着力を得
るために、粘着層の平均厚さの下限は０．１％以上であることが好ましい。
【００３０】
　本発明において、上記粘着層の総厚さとは、面発光素子の出射面上へ調光シートを貼り
付ける際に用いられる粘着層の厚さであり、複数の粘着層が積層されている場合、これら
複数の粘着層の厚さを合計したものである。
【００３１】
　本発明において、上記凸部の先端部と前記面発光素子の出射面との間の粘着層の平均厚
さとは、調光シートの凸部の先端部の一部が接着層の内部に埋まった状態において、凸部
の先端部と面発光素子の出射面との間に存在する粘着層の厚さの平均であり、複数の粘着
層が積層されている場合、これら複数の粘着層の厚さを合計したものである。
【００３２】
　本発明において、上記凸部の先端部と面発光素子の出射面との間の粘着層の平均厚さは
、調光シートの面積の１０～３０％の範囲に存在する凸部について、後述の方法により、
接着層、あるいは粘着層への凸部の埋没深さを測定しその平均値を調光シートを貼り付け
る際に用いた粘着層の厚さから差し引き、さらに用いられた１つ以上の樹脂層の厚さも差
し引いて求める。尚、調光シートの貼り付け前後で前記１つ以上の樹脂層の厚さは変化し
ないものとして計算する。
【００３３】
　本発明に関わる面発光体は、前記調光シートの該凸部の先端部と前記面発光素子の出射
面とを少なくとも１層以上の粘着層を介して、該凸部の先端部の一部が前記粘着層の内部
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に埋まった状態で接着させ、かつ加熱により該凸部の先端部の一部を粘着層内部にさらに
埋没させることにより製造することが好ましい。加熱を施すことで、プリズムが安定した
深さまで埋没し、調光シート貼り付け後に、高温、高湿環境下で保存された場合において
も、あるいは外圧が加えられた場合においても、十分な接着強度を有し、かつプリズム埋
没深さの変動を小さくすることができ、光取り出し効率及び正面輝度の変動の少ない面発
光体を提供することができる。加熱温度は、用いる調光シートや粘着剤等の材料や特性等
により適宜選択できるが、４０℃以上であり、好ましくは５０～２００℃、より好ましく
は６０℃～１６０℃である。
【００３４】
　前記加熱は、前記調光シートの該凸部の先端部と前記面発光素子の出射面とを少なくと
も１層以上の粘着層を介して、該凸部の先端部の一部が前記粘着層の内部に埋まった状態
で接着させながら行ってもよいが、加熱での粘着層の軟化に伴い、貼り付けの際の加圧ム
ラ等による前記凸部の先端部の粘着層への埋没深さのばらつきや貼り付けむら等が発生し
やすく、前記調光シートの該凸部の先端部と前記面発光素子の出射面とを少なくとも１層
以上の粘着層を介して、該凸部の先端部の一部が前記粘着層の内部に埋まった状態で接着
させた後に加熱を行うほうが好ましい。
【００３５】
　また、本発明において、前記凸部の屈折率と接着層を構成する各層の屈折率との差が０
．２以下となることが好ましい。
【００３６】
　前記調光シートに接する接着層を構成する粘着層は、調光シートの凸部の高さに対して
薄いことが好ましく、凸部の埋没深さと粘着層との厚みとが概略等しくなることがより好
ましい。ここで凸部の埋没深さとは、凸部が接着された状態において、接着層の表面から
の凸部の先端部の埋没している深さである。前記調光シートに接する粘着層は１種以上の
粘着剤で構成され、２種以上の粘着剤から構成されていてもよい。凸部の埋没深さとして
は、２μｍ以上であれば凸部の製造上の誤差を吸収できるとともに、接着強度を高めるこ
とが出来る。また４μｍ以上であればそれらの効果が増し、さらに好ましい。
【００３７】
　前記調光シートと前記接着層との熱膨張係数の差は小さいことが好ましく、該熱膨張係
数の比が１／１０～１０であることが好ましい。
【００３８】
　前記調光シートと前記接着層との吸湿膨張係数の差は小さいことが好ましく、吸湿膨張
係数の比が１／１０～１０であることが好ましい。
【００３９】
　本発明に関わる粘着層には粘着剤が用いられる。本発明において粘着剤とは、広く工業
分野において、粘着剤、接着剤、或いは粘着材、接着材等の呼称で用いられる剤或いは材
のうち、加圧により接着しその際に接着部の硬化を伴わないものを意味する。本発明の粘
着層に用いられる粘着剤の種類は特に限定されないが、例えば、ウレタン系、エポキシ系
、水性高分子－イソシアネート系、アクリル系等の粘着剤、ポリエーテルメタクリレート
型、エステル系メタクリレート型、酸化型ポリエーテルメタクリレート等の嫌気性粘着剤
等が挙げられるが、面発光素子の出射面から出射される光が調光シートの凸部に適切に導
かれるようにするため、透光性の高い接着層で接着することが望ましく、透明性が高く粘
着力の強いアクリル系の粘着剤が好ましい。また、公知の方法を用いて粘着剤中に帯電防
止剤や各種のフィラーを混ぜても良い。
【００４０】
　また、本発明に関わる硬化型接着層には、硬化型接着剤が用いられる。本発明における
硬化型接着剤とは、硬化を伴い接着作用が生じるものを意味する。前記接着剤の種類は特
に限定されないが、塗布し、貼り合わせた後に、種々の化学反応により高分子量体または
架橋構造を形成する硬化型接着剤が好適に用いられる。本発明で用いることのできる接着
剤の具体例としては、例えば、ウレタン系、エポキシ系、水性高分子－イソシアネート系
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、アクリル系等の硬化型接着剤等が挙げられ、ＵＶ硬化樹脂、熱硬化樹脂が好適に用いら
れる。
【００４１】
　本発明の粘着層及び硬化型接着層の形成方法としては特に限定されず一般的方法、例え
ば、グラビアコーター、マイクログラビアコーター、コンマコーター、バーコーター、ス
プレー塗布、インクジェット法等の方法が挙げられる。
【００４２】
　本発明に係る樹脂層としては、調光シートに接する粘着層を構成する粘着剤に対して硬
度が高く透明性が高い材質を用いる。具体的にはＰＥＴ（ポリエチレンテレフタレート）
やＴＡＣ（トリアセチルセルロース）やＰＣ（ポリカーボネート）あるいはＰＭＭＡ（ポ
リメチルメタクリレート）等のような透明樹脂が挙げられ、これらの透明な樹脂シートを
用いることが望ましい。シート状の樹脂シートに限らず、粘着剤の上に、塗布工程で薄い
樹脂層を形成することでも良い。樹脂層として硬い材料を用いることで、調光シートに接
する粘着層を構成する粘着剤に調光シートの凸部を埋没させた際に、粘着剤の厚みで決ま
るある一定の埋没深さで急激に埋没荷重が増加することになり、面内において均一性の高
い埋没深さを得ることが可能となる。また、貼付け後の外圧に対しても埋没深さが変化し
にくい構造となる。
【００４３】
　また、前記樹脂層として樹脂シートを用いる際には、調光シートと樹脂シートとの間の
熱膨張係数や吸湿膨張係数の差により、接着状態が劣化するのを防ぐため、及び昨今の面
発光体薄膜化の要請から、樹脂シートの厚みとして８０μｍ以下となることが好ましく、
３０μｍ以下となることがより好ましい。さらに樹脂シートが薄いほど調光シートの膨張
や収縮による引っ張り応力を受けて樹脂シートの伸縮がしやすく、面発光素子に接する粘
着層に応力として伝えることが出来るため、調光シートに接する粘着層に発生する引っ張
り方向の応力が緩和され、結果として調光シートがはがれにくくなる。このため樹脂シー
トの厚みは１６μｍ以下となることが更に好ましく、１０μｍ以下であることが最も好ま
しい。
【００４４】
　本発明に係る面発光体において、前記面発光素子に接する粘着層の総厚さ、及び硬化型
接着層の厚さは、前記樹脂層及び前記面発光素子の出射面との接着力が十分な範囲で、薄
いことが昨今の面発光体薄膜化の要請から好ましく、３０μｍ以下であることが好ましく
、１５μｍ以下であることがより好ましい。
【００４５】
　以下で、本発明の実施形態に係る面発光体を添付図面に基づいて具体的に説明する。な
お、本発明に係る面発光体は、下記の実施形態に示したものに限定されず、その要旨を変
更しない範囲において適宜変更して実施できるものである。
【００４６】
　以下、本発明に係る調光シートを、その一形態であるプリズムアレイシートと呼称する
。
【００４７】
　（実施形態１）
　実施形態１においては、調光シートとして、図１（ａ）、（ｂ）に示すように、透光性
基板１１の片面に先端側が収縮した四角錘台状の凸部１２が縦横に連続して形成されたプ
リズムアレイシート１０Ａを用いるようにした。なお、本明細書において、凸部１２の先
端側が収縮するとは、プリズムアレイシート１０Ａから遠ざかるにつれて徐々に小さくな
るように凸部１２が形成されていることを意味し、図１（ｂ）及び後述する図２～図８の
例では、下すぼみの形状になっていることを意味する。
【００４８】
　そして、この実施形態１の面発光体においては、図２に示すように、透明電極２２が設
けられた透明基板２１の面に有機ＥＬ層２３と対向電極２４とが設けられた有機ＥＬ素子
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からなる面発光素子２０を用い、この面発光素子２０において発光された光を出射させる
透明基板２１の出射面２１ａに、上記のプリズムアレイシート１０Ａにおける四角錘台状
になった凸部１２の先端面１２ａを第２の粘着層Ｂ１００、樹脂シート１０１および第１
の粘着層Ａ１０２からなる接着層で接着させるようにした。
【００４９】
　このように面発光素子２０の出射面２１ａに、プリズムアレイシート１０Ａにおける四
角錘台状になった凸部１２の先端面１２ａを第２の粘着層Ｂ１００、樹脂シート１０１お
よび第１の粘着層Ａ１０２からなる接着層で接着させると、プリズムアレイシート１０Ａ
の凸部１２が面発光素子２０の出射面２１ａに向けて収縮した形状になると共に、このプ
リズムアレイシート１０Ａの凸部１２と面発光素子２０の出射面２１ａとの間の空間部１
３は空気層となる。
【００５０】
　そして、このように面発光素子２０の出射面２１ａにプリズムアレイシート１０Ａにお
ける四角錘台状になった凸部１２の先端面１２ａを接着させて、上記の面発光素子２０を
発光させると、調光シートを設けない場合には面発光素子２０の出射面２１ａにおいて全
反射される光が、図３に示すようにプリズムアレイシート１０Ａの凸部１２の先端面１２
ａが接着された部分においては、全反射されずにこのプリズムアレイシート１０Ａ内に導
かれるようになる。
【００５１】
　そして、このようにプリズムアレイシート１０Ａ内に導かれた光の多くは、面発光素子
２０の出射面２１ａに向けて収縮した凸部１２と空間部１３との界面である凸部１２の傾
斜面１２ｂにおいて反射され、この反射された光がプリズムアレイシート１０Ａの出射面
１４に導かれて出射されるようになる。また、図３に示すように、プリズムアレイシート
１０Ａの凸部１２の先端面１２ａが接着されていない出射面２１ａの部分から出射される
光であっても、出射面２１ａから垂直方向に出射される光は、凸部１２の傾斜面１２ｂで
進行方向が若干変更されるがプリズムアレイシート１０Ａの正面側に出射されるようにな
り、また出射面２１ａからプリズムアレイシート１０Ａにおける凸部１２の傾斜面１２ｂ
と直交するような方向に出射された光は、この傾斜面１２ｂから凸部１２内に導かれ、こ
の凸部１２の反対側の傾斜面１２ｂで反射されてプリズムアレイシート１０Ａの正面側に
出射されるようになる。
【００５２】
　ここで、上記のように調光シートを設けない場合には面発光素子２０の出射面２１ａに
おいて全反射される光が、本発明の面発光体に係わる上記の凸部１２の先端面１２ａから
このプリズムアレイシート１０Ａの内部に適切に導かれるようにするためには、このプリ
ズムアレイシート１０Ａの屈折率と上記の面発光素子２０の出射面２１ａにおける屈折率
との差を０．２以内にすることが好ましい。
【００５３】
　また、上記のようにプリズムアレイシート１０Ａに四角錘台状になった凸部１２を設け
るにあたり、この凸部１２における傾斜面１２ｂ相互が交差する頂角θが大きくなって、
上記の面発光素子２０の出射面２１ａに対する凸部１２の傾斜面１２ｂの傾斜角度αが小
さくなりすぎると、調光シートを設けない場合に面発光素子２０の出射面２１ａにおいて
全反射される光がこのプリズムアレイシート１０Ａの内部に導かれたとしても、この光が
凸部１２の傾斜面１２ｂにあたらずに、プリズムアレイシート１０Ａの出射面１４に導か
れ、このプリズムアレイシート１０Ａの出射面１４において全反射されて戻されるように
なり、プリズムアレイシート１０Ａの出射面１４から出射される光の強度が低下する。
【００５４】
　一方、凸部１２における傾斜面１２ｂ相互が交差する頂角θが小さくなって、面発光素
子２０の出射面２１ａに対する凸部１２の傾斜面１２ｂの傾斜角度αが大きくなりすぎる
と、上記のようにプリズムアレイシート１０Ａの内部に導かれた光が、この凸部１２の傾
斜面１２ｂにおいて反射されずに、この凸部１２を通過して空間部１３に導かれ、更にこ
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の空間部１３を通過して再度プリズムアレイシート１０Ａの内部に導かれるようになり、
この光が上記のようにプリズムアレイシート１０Ａの出射面１４において全反射されて戻
されるようになり、プリズムアレイシート１０Ａの出射面１４から出射される光の強度が
低下する。
【００５５】
　このため、上記の凸部１２における傾斜面１２ｂ相互が交差する頂角θは、このプリズ
ムアレイシート１０Ａにおける波長５５０ｎｍの光に対する屈折率をｎとした場合に、（
１／ｎ－０．３５）＜ｓｉｎθ＜（１／ｎ＋０．３）の条件を満たすことが好ましく、更
に１／ｎ＜ｓｉｎθ＜（１／ｎ＋０．２５）の条件を満たすようにすることがより好まし
い。
【００５６】
　また、上記の凸部１２の光学的な高さｈ（図５に示す。）のとり得る範囲については、
凸部１２における上記の頂角θや凸部１２のピッチｐによっても変化するが、一般にこの
凸部１２の光学的な高さｈが低すぎると、面発光素子２０の出射面２１ａにおいて、調光
シートを設けない場合に全反射される光がこのプリズムアレイシート１０Ａの内部に導か
れたとしても、この光が凸部１２の傾斜面１２ｂにあたらずに、プリズムアレイシート１
０Ａの出射面１４に導かれ、このプリズムアレイシート１０Ａの出射面１４において全反
射されて戻されるようになる。一方、この凸部１２の光学的な高さｈが高くなりすぎると
、この凸部１２の傾斜面１２ｂにおいて光の反射に利用されない部分が生じると共に、凸
部１２のピッチｐが同じ場合、面発光素子２０の出射面２１ａに接着される凸部１２の先
端面１２ａの面積が小さくなって、このプリズムアレイシート１０Ａの内部に導かれる光
の量が少なくなる。このため、この凸部１２の光学的な高さｈは、凸部１２のピッチｐに
対して、０．２８ｐ≦ｈ≦１．１ｐの条件を満たすことが好ましい。
【００５７】
　実施形態１のプリズムアレイシート１０Ａを面発光素子２０の出射面に接着する部分を
詳細に説明する。図４に示すように、面発光素子２０の出射面２１ａに第１の粘着層Ａと
して透明な粘着層１０２、透明な樹脂シート１０１、及び第２の粘着層Ｂとして透明な粘
着層１００からなる接着層、プリズムアレイシート１０Ａの順に積層して、プリズムアレ
イシート１０Ａの凸部１２の先端面１２ａと粘着層１００、及び粘着層１０２と面発光素
子２０の出射面２１ａとが互いに光学的に密着するように構成する。
【００５８】
　図５に示すように、プリズムアレイシート１０Ａの凸部１２の先端面１２ａの近傍が粘
着層１００、樹脂シート１０１および粘着層１０２からなる接着層に埋まった形で形成さ
れる。粘着層１００、樹脂シート１０１および粘着層１０２からなる接着層とプリズムシ
ートの凸部１２とは、ほぼ同じ屈折率となるように選ばれるため、プリズムアレイシート
１０Ａが面発光素子の出射面２１ａに光学的に密着されている幅は、図５ではＸに相当す
る幅となる。また、凸部１２の高さはプリズムアレイシート１０Ａの凸部の高さＺから図
５に示される埋没深さＹを差し引いた値が、プリズムアレイシートの凸部の光学的な高さ
ｈに相当する。プリズムアレイシート１０Ａの凸部の高さＺに対する埋没深さＹの比Ｙ／
Ｚは、０．１～０．５であることが好ましく、０．１５～０．４であることがより好まし
い。
【００５９】
　また、粘着層の総厚さをＱとすると、プリズムシートに接する粘着層１００の厚さｑ２
、及び面発光素子に接する粘着層１０２の厚さｑ１を用いて、Ｑ＝ｑ１＋ｑ２と表される
。プリズムシートの凸部の先端部と面発光素子の出射面との間の粘着層の厚さは、図５に
おいてＳから樹脂シート１０１の厚みを差し引いた値で表され、本発明において、プリズ
ムシートの凸部の先端部と面発光素子の出射面との間の粘着層の平均厚さは、前記粘着層
の総厚さＱに対し、５０％未満であることが好ましく、３５％未満がより好ましく、２５
％未満であることが更に好ましい。また十分な接着力を得るために、粘着層の平均厚さの
下限は０．１％以上であることが好ましい。尚、図５において、プリズムアレイシート１
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０Ａの凸部１２の先端面１２ａは、粘着層１００内に存在しＹ＜ｑ２であるが、樹脂シー
ト１０１に接触して、あるいは粘着層１００、及び樹脂シート１０１を介して、粘着層１
０２に埋没していてもよい。すなわち、Ｙ≧ｑ２であってもよい。
【００６０】
　以上の説明では、プリズムアレイシート１０Ａの形状として、図１に示す四角推台を例
に説明したが、調光シートとして、図６（ａ）、（ｂ）に示すように、透光性基板１１の
片面に先端側が収縮した円錘台状の凸部１２の周辺部が切断されて正方形状になったもの
が縦横に連続して形成されたプリズムアレイシート１０Ｅを用いても良い。
【００６１】
　ここで、プリズムアレイシート１０Ｅに円錘台状になった凸部１２を設けるようにする
と、このプリズムアレイシート１０Ｅを通して出射される光の正面輝度が更に大きく向上
されるようになる。本発明者等の検討によれば、例えば、図１に示すように凸部１２が四
角錘台状である場合、稜線方向の断面における稜線のなす頂角が、四角錘台状になった凸
部１２の並び方向の断面における頂角に比べて小さくなるため、正面輝度の向上に十分に
寄与することが出来ない出射光が生じるようになるが、円錘台状になった凸部１２の場合
、どの方向の断面においても頂角が一定であるため、四角錘台状になった凸部１２の場合
に生じていた正面輝度の向上に十分に寄与することが出来ない出射光が生じなくなるため
であると考えられる。
【００６２】
　（実施形態２）
　実施形態２においては、図７に示すように、面発光素子２０の出射面２１ａに硬化型接
着層Ｃとして透明な硬化型接着層１０３、透明な樹脂シート１０１、及び粘着層Ｄとして
透明な粘着層１００からなる接着層、プリズムアレイシート１０Ａの順に積層して、プリ
ズムアレイシート１０Ａの凸部１２の先端面１２ａと粘着層１００、及び硬化型接着層１
０３と面発光素子２０の出射面２１ａとが互いに光学的に密着するように構成する。
【００６３】
　図８に示すように、プリズムアレイシート１０Ａの凸部１２の先端面１２ａの近傍が粘
着層１００、樹脂シート１０１および硬化型接着層１０３からなる接着層に埋まった形で
形成される。粘着層１００、樹脂シート１０１および硬化型接着層１０３からなる接着層
とプリズムシートの凸部１２とは、ほぼ同じ屈折率となるように選ばれるため、プリズム
アレイシート１０Ａが面発光素子の出射面２１ａに光学的に密着されている幅は、図８で
はＸに相当する幅となる。また、凸部１２の高さはプリズムアレイシート１０Ａの凸部の
高さＺから図８に示される埋没深さＹを差し引いた値が、プリズムアレイシートの凸部の
光学的な高さｈに相当する。プリズムアレイシート１０Ａの凸部の高さＺに対する埋没深
さＹの比Ｙ／Ｚは、０．１～０．５であることが好ましく、０．１５～０．４であること
がより好ましい。
【００６４】
　また、図８において、粘着層１００の厚さをｑ３、硬化型接着層１０３の厚さをｑ４、
プリズムシートの凸部の先端部と面発光素子との間の粘着層の厚さはＳから樹脂シート１
０１の厚みを差し引いた値で表され、本発明において、プリズムシートの凸部の先端部と
面発光素子の出射面との間の粘着層の平均厚さは、前記粘着層１００の厚さｑ３に対し、
５０％未満であることが好ましく、３５％未満がより好ましく、２５％未満であることが
更に好ましい。また十分な接着力を得るために、粘着層の平均厚さの下限は０．１％以上
であることが好ましい。尚、本発明においては、プリズムアレイシート１０Ａの凸部１２
の先端面１２ａが、粘着層１００、及び樹脂シート１０１を介して、硬化型接着層１０３
に埋没していてもよい。すなわち、Ｙ≧ｑ３であってもよい。
【００６５】
　本発明において、プリズム埋没荷重は、より具体的には、下記の方法で求める。
【００６６】
　透明基板上に粘着層を形成した後、この粘着層上に調光シートを凸部が粘着層表面に接
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した状態で置き、温度２５℃、湿度５０％において、調光シートの他方の面から、面内に
均一に任意の一定荷重を分銅等を用いて直ちに加え、１０秒間保持した後、直ちに荷重を
除去し、その後、粘着層への凸部の埋没深さを下記の方法で求める。これを調光シート上
の別の箇所において、荷重を変えて行い、各々の荷重における得られた単位面積あたりの
荷重と、各々の荷重における凸部の埋没深さの平均との関係を内挿して、前記プリズム埋
没荷重を求める。ここで、前記各々の荷重における凸部の埋没深さの平均とは、各々の荷
重を加えた面内において、等間隔で２０個以上の前記凸部について測定した凸部の埋没深
さの平均である。
【００６７】
　接着層、あるいは粘着層への凸部の埋没深さは、透過型光学顕微鏡を用いて、透明基板
に対し法線方向から接着層、あるいは粘着層へ埋没した凸部を観察し、その像を画像処理
装置に取り込み、埋没した凸部の接着層界面における径（図５、及び図８におけるＸ）を
測定し、使用した調光シートの凸部頂角θ、凸部高さ、凸部のピッチｐ等の凸部形状から
、凸部の埋没深さ（図５、及び図８におけるＹ）を算出して求める。
【００６８】
　また、凸部先端部と前記面発光素子の出射面との距離（図５、及び図８におけるＳ）は
、接着層に用いられる樹脂層、及び粘着層の厚さと、上記の方法により求めた凸部の埋没
深さから算出する。
【００６９】
　以上述べた実施形態１、及び２の面発光体により、光取り出し効率や正面輝度が高い面
発光体が出来る。
【００７０】
　なお、前記実施形態１、及び２の面発光体においては、プリズムアレイシートの凸部１
２の形状が四角錐台と円錐台の場合について説明したが、光取り出し効率や正面輝度を高
める形状としては、それらに限られるものではなく、三角錘台や六角錘台等の形状でも良
い。
【００７１】
　なお、前記実施形態の面発光体においては、面発光素子２０として有機ＥＬ素子を用い
るようにしたが、面発光素子２０は面状に発光するものであればよく、無機ＥＬ素子等を
用いることが出来るが、輝度の向上にまだ大きな改善が期待される有機ＥＬ素子を用いる
ことが特に効果的である。
【００７２】
　本発明の面発光体は、種々な表示装置にバックライトとして適用可能であるが、例えば
反射型、透過型、半透過型ＬＣＤ或いはＴＮ型、ＳＴＮ型、ＯＣＢ型、ＨＡＮ型、ＶＡ型
（ＰＶＡ型、ＭＶＡ型）、ＩＰＳ型等の各種駆動方式のＬＣＤを有する液晶表示装置のバ
ックライトとして好ましく用いられる。特に画面が３０型以上、特に３０型～５４型の大
画面の表示装置では、正面輝度が高くコントラストの高い画像が得られるという効果があ
った。
【００７３】
　本発明に関わる面発光体において、好ましい形態である多色または白色の有機ＥＬ素子
を用いた用途についてさらに説明する。
【００７４】
　《表示装置》
　本発明の発光体を適用した表示装置について説明する。
【００７５】
　本発明の発光体は、多色または白色の表示装置に用いられる。多色または白色の表示装
置の場合は、発光層形成時のみシャドーマスクを設け、一面に蒸着法、キャスト法、スピ
ンコート法、インクジェット法、印刷法等で膜を形成できる。発光層のみパターニングを
行う場合、その方法に限定はないが、好ましくは蒸着法、インクジェット法、印刷法であ
る。蒸着法を用いる場合においてはシャドーマスクを用いたパターニングが好ましい。
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【００７６】
　また、作製順序を逆にして陰極、電子輸送層、正孔阻止層、発光層ユニット（上記の発
光層Ａ、Ｂ及びＣの少なくとも３層を有し、各発光層間に非発光性の中間層を有していて
もよい）、正孔輸送層、陽極の順に作製することも可能である。このようにして得られた
多色または白色の表示装置に直流電圧を印加する場合には、陽極を＋、陰極を－の極性と
して電圧２～４０Ｖ程度を印加すると、発光が観測できる。また、逆の極性で電圧を印加
しても電流は流れずに発光は全く生じない。更に、交流電圧を印加する場合には、陽極が
＋、陰極が－の状態になったときのみ発光する。なお、印加する交流の波形は任意でよい
。
【００７７】
　《照明装置》
　本発明の発光体を適用した照明装置について説明する。
【００７８】
　本発明に関わる有機ＥＬ素子は、照明用や露光光源のような一種のランプとして使用し
てもよいし、画像を投影するタイプのプロジェクション装置や、静止画像や動画像を直接
視認するタイプの表示装置（ディスプレイ）として使用してもよい。動画再生用の表示装
置として使用する場合の駆動方式は、単純マトリクス（パッシブマトリクス）方式でもア
クティブマトリクス方式でもどちらでもよい。
【００７９】
　本発明に用いられる白色有機エレクトロルミネッセンス素子においては、必要に応じ製
膜時にメタルマスクやインクジェットプリンティング法等でパターニングを施してもよい
。パターニングする場合は、電極のみをパターニングしてもよいし、電極と発光層をパタ
ーニングしてもよいし、素子全層をパターニングしてもよい。発光層に用いる発光ドーパ
ントとしては特に制限はなく、例えば、液晶表示素子におけるバックライトであれば、Ｃ
Ｆ（カラーフィルタ）特性に対応した波長範囲に適合するように、本発明に係る白金錯体
、また公知の発光ドーパントの中から任意のものを選択して組み合わせて、また本発明に
係る光取り出し及び／または集光シートと組み合わせて、白色化すればよい。
【００８０】
　このように、本発明に関わる白色の有機ＥＬ素子は、ＣＦ（カラーフィルタ）と組み合
わせて、また、ＣＦ（カラーフィルタ）パターンに合わせ素子及び駆動トランジスタ回路
を配置することで、有機エレクトロルミネッセンス素子から取り出される白色光をバック
ライトとして、青色フィルタ、緑色フィルタ、赤色フィルタを介して青色光、緑色光、赤
色光を得ることで、低駆動電圧で長寿命のフルカラーの有機エレクトロルミネッセンスデ
ィスプレイができ、好ましい。
【００８１】
　《本発明に関わる有機ＥＬ素子及び発光体を適用した産業分野》
　本発明に関わる有機ＥＬ素子は、表示デバイス、ディスプレイ、各種発光光源として用
いることができる。発光光源として、例えば、家庭用照明、車内照明、時計や液晶用のバ
ックライト、看板広告、信号機、光記憶媒体の光源、電子写真複写機の光源、光通信処理
機の光源、光センサーの光源等が挙げられるがこれに限定するものではないが、特にカラ
ーフィルタや光拡散板、光取り出しフィルムなどと組み合わせた各種表示装置のバックラ
イト、照明用光源としての用途に有効に用いることができる。
【００８２】
　本発明に関わる有機ＥＬ素子の特徴を活かして、以下に示すような様々な照明器具や発
光表示体等への適用が可能である。
【００８３】
　〔商品展示・ディスプレイ用〕
　商品展示・ディスプレイ用としては、店舗の商品ディスプレイ、冷凍・冷蔵ショーケー
ス、博物館・美術館・展示会場などの展示品のライトアップ、自動販売機、遊戯台、交通
広告などがある。
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【００８４】
　店舗の商品ディスプレイは店舗自体の装飾的なディスプレイやショーケース、ＰＯＰや
サインなどがある。店舗の中でも高級ブランドショップや貴金属、ファッション系、高級
飲食店など、そのブランドイメージを重視するような店舗では照明が与える店舗イメージ
への影響は非常に大きいことから、強い拘りをもって照明が選択されている分野である。
有機ＥＬを用いることによって、今までは直接光源が見えないよう建築物の構造に工夫を
凝らすことで雰囲気を作り出していた間接照明の分野で光源・機器分のスペースが省略で
き複雑な構造が不要になったり、インテリアやサインなどで拡散光を作り出す際に光源の
形が透けて見えないために必要な光源と拡散板の間のスペースが省略できるなど、施工性
があがることがあげられる。また、店舗のイメージを変える際のツールとしても、ディス
プレイ棚、床、什器として組み込むなどスペースを取らず、軽量な光源であるという特徴
を活かし、デザイン自由度があり、施工性がよく、手軽に採用できるという利点がある。
【００８５】
　冷凍・冷蔵ショーケースはスーパーやコンビニエンスストアなどに置かれ、野菜や果物
、鮮魚、精肉などの鮮食品を“美しさ”や“鮮度”にあふれる商品として、より見やすく
、鮮やかに、取りやすくするために照明設備も重要な部品の１つである。有機ＥＬ光源を
用いることによって、低温発光のため冷却機能への影響が小さく、薄型であるので光源ス
ペースを大幅に削減ことができることから収納スペースを拡大でき、スマートなデザイン
で食品を選びやすく、取りやすくすることができる。また、食品の良さが判りやすい色光
で消費者に自然とアピールすることができ、売上に貢献できる。
【００８６】
　博物館・美術館・展示会場などでの展示品のライトアップでは、展示物への視認や日焼
けなどの観点から使用条件に適した光源を選ぶ必要があり、退色防止型で紫外線比率の低
い蛍光ランプが開発されている。有機ＥＬ光源は紫外線を含まないこと、発熱量が低いこ
とから展示物に悪影響がなく、面光源で均一に光ることによりグレアがなく、高い演色性
によって展示物のありのままを忠実に鑑賞することができる。また、大きな光源器具を必
要としないため、視界に余計な機材の出っ張りが入ることなく、展示物だけに注目するこ
とができる。またショーなど大規模な展示会場においては、注目を集める大型電飾装飾も
その軽量・薄型という特徴から比較的簡易に組み立てることができる。
【００８７】
　自動販売機では、押しボタン、商品サンプル、販売機前面のポスター部に光源が使われ
ている。
【００８８】
　機器全体の大きさに対し、取り込みたい追加機能の為のスペースと収納スペースの取り
合いとなっていることから、薄く光源のスペースをとらない有機ＥＬの利点が活かせる分
野であり、特に取り出し口上のポスタースペースでニーズが高い。また、近年は販売と共
に当たり／はずれなどゲーム性を持たせた機器も多く見られ、前面のポスターに部分に画
素コントロール機能を持たせた光源（動画ディスプレイ）を搭載することで更にメリット
を活かすことができる。
【００８９】
　遊戯台にはパチンコ・パチスロなどがある。これら遊戯台では、利用者にアミューズメ
ント性（ゲーム性・ギャンブル性など）を体感し、楽しんでいただくことが最も重要。光
源を薄くする事で１台の機器の厚みを低減できる薄さのメリットもあるが、自動販売機同
様、画素コントロール機能を持たせた光源（動画ディスプレイ）を搭載することで更にメ
リットを活かすことができる。
【００９０】
　交通広告には公共スペースにあるポスターや看板、電車・バスなどの社内のポスターや
画面、車体に張られている広告などがある。特にポスターや看板は蛍光灯をバックライト
を用いたボックスタイプのものがあり、有機ＥＬに変えることでボックス自体を薄く、軽
量にすることができる。
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【００９１】
　また、吊り下げ看板についてはボックスを薄くすることで、埃、ゴミの蓄積がなくなる
ことや鳥による糞害の防止にもなる。
【００９２】
　〔インテリア・家具・建築材料用の組み込み照明〕
　建築関係では、床・壁・天井などと照明とを融合して一体化したものは「建築化照明」
と呼ばれる。「建築化照明」の代表的なものとしては、その方式により、コーニス照明、
トロファ照明、コーブ照明、光天井、ルーバ天井などがある。これらは照明光源が天井・
壁・床に組み込まれ、照明としての存在や気配を消し、建築素材自体が光を発することを
求めている。
【００９３】
　有機ＥＬ素子を用いた光源は、「建築化照明」に対して、その薄さ、軽さ、色調整、デ
ザイン可変性から最も適した光源であり、さらにインテリア、家具、什器にまで適用が可
能である。従来は店舗や美術館のみで用いられてきたこのような建築化照明を、有機ＥＬ
光源の展開によって一般住宅にまで広げることができ、新たな需要を発掘することができ
る。
【００９４】
　商業施設においては、半地下店舗、アーケードの天井などに有機ＥＬ光源を採用し、照
明の明るさや色温度を変化させることで、天候や昼夜に左右されない最適な商業空間を構
築することができる。
【００９５】
　インテリア・什器・家具の一例としては、机や椅子、食器棚・靴箱・ロッカーなどの収
納、洗面化粧台、仏壇・祭壇、ベッドライト、フットライト、手すり、ドア、障子・襖な
どが挙げられるが、それに限定されるものではない。
【００９６】
　一方で、有機ＥＬ光源に透明な電極を用い消灯／発光させることで、透明／不透明を切
り替えることもできる。それによって、あらゆる窓、ドア、カーテンやブラインド、パー
テーションとしての利用も可能となる。
【００９７】
　〔自動車用照明、発光表示体〕
　自動車用としては、外部の照明器具や発光表示体、車内の照明器具や発光表示体などに
、有機ＥＬ素子が利用できる。前者は、前部に（小分類）ヘッドランプ、補助灯、車幅灯
、フォッグランプ、方向指示灯など、後部にはリアコンビネーションランプとしてストッ
プランプ、車幅灯、バック灯、方向指示灯、およびナンバープレート灯などがある。特に
、有機ＥＬ素子を用いてリアコンビネーションランプを１枚で形成し、後部に貼り付ける
ことによって、後部ランプのためのスペースを削減して、トランクルームを広くすること
が可能となる。また、雨や霧で見通しが悪い時には、車幅灯やストップランプの面積を広
くして、視認性を高めることもできる。一方、ホイールを有機ＥＬ素子で発光させること
によって、側面からの視認性を高めることもできる。さらには、ボデイ全体を有機ＥＬ素
子で形成して発光させ、ボデイカラーやデザインに新たな発想を盛り込むことが可能とな
る。
【００９８】
　後者の車内の照明器具や発光表示体としては、室内灯、マップライト、ドア下部の乗降
ライト、メーター類表示、カーナビゲーションディスプレイ、警告灯などがある。特に、
有機ＥＬ素子の透明性を活かして、昼間はサンルーフとし、夜間は発光させて面光源の穏
やかな室内灯とすることもできる。またタクシーなどでは、前部座席の背面に有機ＥＬ素
子からなる照明器具を貼り付けることによって、ドライバーの運転に支障なく、かつ室内
空間を犠牲にすることなく、顧客が利用しやすい手元照明システムを構築できる。
【００９９】
　〔公共交通機関〕
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　電車、地下鉄、バス、航空機、船舶などの公共交通機関における車内の照明や表示体に
おいて、本発明の有機ＥＬは、その特徴を活かすことができる。
【０１００】
　航空機には多くの照明器具が搭載されているが、機体内部に搭載されている、客室照明
、貨物室照明、操縦室照明などのうち特に客室の間接照明については有機ＥＬ照明のメリ
ットが充分発揮される。
【０１０１】
　客室照明には蛍光灯や電球が使われているが、これらは天井は側面に反射した間接照明
が使われており、客室に落ち着いた雰囲気を与えると共に万が一のトラブルの際にも割れ
てガラス破片が客席に降りかからないような工夫がされている。
【０１０２】
　有機ＥＬ光源を用いれば、その薄さから間接照明が作りやすくなり、また直接照明にし
た場合でも割れて破片が飛び散る危険がなく、拡散光で落ち着いた雰囲気をつくることも
できる。
【０１０３】
　また、航空機には電力消費量や機体軽量化が重要である面から考えても、消費電力が小
さく、軽量な有機ＥＬ光源は好ましい。このようなメリットは、お客様を照らすだけでな
く、手荷物収納内の照明でも発揮され、荷物の取り残しの低減に貢献することもできる。
【０１０４】
　公共交通機関に付属する駅やバス停、空港などの施設にも、顧客を誘導するための表示
や照明が利用できる。また、夜間、屋外のバス停などにおいては、バス待ちの人を検出し
て照明を明るくし、防犯に寄与することもできる。
【０１０５】
　〔ＯＡ機器用光源〕
　ＯＡ機器用光源としては、読み取り用センサーが搭載されているファクシミリ、複写機
、スキャナ、プリンタ、それらの複合機などがあげられる。
【０１０６】
　読み取り用センサーは等倍光学系と組合せる密着型センサー（ＣＩＳ）と縮小光学系と
組み合わせる縮小型センサー（ＣＣＤリニア）とに分かれる。
【０１０７】
　ＣＩＳについてはメーカーによっては定義が異なり、センサ・ロッドレンズアレイ・Ｌ
ＥＤ基盤をモジュール化したものをＣＩＳと呼ぶ場合や、モジュール化したものをＣＩＳ
Ｍ（コンタクトイメージセンサモジュール）と呼びモジュールの中に入っているセンサチ
ップをＣＩＳと呼ぶ場合もある。それらの光源にはＬＥＤ、キセノン、ＣＣＦＬランプ、
ＬＤなどが使われている。
【０１０８】
　ＯＡ機器としては、更なる小型化、低電圧駆動の要望があり、有機ＥＬの厚みがなく、
低発熱量・低電圧で駆動可能であるという特徴は、それらの要望にこたえることが可能で
ある。
【０１０９】
　〔産業用検査システム〕
　製造会社では、かつては目視による検品工程に多くの工数と人力をかけていたが、それ
を撮影画像を利用し欠品判定することで自動化をはかっている。ＣＣＤカメラでとらえた
対象物の画像をデジタル信号に変換し、種々の演算処理を行うことで、対象物の面積、長
さ、個数、位置などの特徴を抽出し、設定された基準をもとに判定結果を出力するものが
、その画像撮影の為に光源が必要。このような検査システムはパッケージや形状サイズ検
査、マイクロ部品の検査などでも利用される。
【０１１０】
　画像センサ用に使用される照明光源には、蛍光灯、ＬＥＤ、ハロゲンなどがある。その
中でも、透明容器やリードフレームなどを背景から照らすバックライトとしては面状に均
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一な光が必要。
【０１１１】
　また、シートの汚れ検出には直線状に均一な光でシートの幅方向前面を照らせる光が必
要であるなど、検査する物品により光源への要求がことなる。
【０１１２】
　この分野に有機ＥＬ光源を採用することによって、例えば、ボトリングの工程などでは
ボトル周囲３６０度全方位に照明を配置し、一度に照明し撮影することも可能となり、短
時間での検品が可能となる。また検査機器内で光源自体に取られるスペースを大幅に小さ
くすることができる。また、面光源であることで、光反射により撮影画像が判定しにくく
なることによる検知ミスを回避可能である。
【０１１３】
　〔農産物栽培用光源〕
　植物工場とは『環境制御や自動化などハイテクを利用した植物の周年生産システム』で
ある。植物栽培の環境をコンピューターにより制御することで、天候に左右されることな
く、人手を必要とせずに作物を自動的に生産する技術。今後の世界の人口増、環境問題を
考えると、農業にハイテクを導入することで、安定な食糧生産につながるいわゆる農業の
工業化が必要になる。最近はＬＥＤ、ＬＤが、植物栽培の光源としての可能性が高まって
きた。従来からよく使われている高圧ナトリウムランプなどの光源は赤色光と青色光のス
ペクトルバランスが悪く、また多量の熱放射が空調負荷を大きくし、植物との距離を十分
にとる必要があるために、施設が大型化する欠点がある。
【０１１４】
　有機ＥＬ光源は光源の厚みがなく、多くの棚を設置でき、また発熱量が少ないことから
植物に近接させことで高効率であり栽培量を増やすことができる。
【０１１５】
　また、一般家庭においても省スペースのメリットを活かし、キッチンなど室内の狭い場
所に家庭菜園を作ることができ、庭やベランダ、屋上などの屋外スペースのみで可能であ
った家庭菜園の概念を変えて、広く人々が楽しむことを可能とする。
【０１１６】
　〔避難用照明〕
　消防法や建築基準法で規定されている防災照明設備は、建築物火災に際して非難の為の
出口や経路を示す誘導灯と、避難経路の明るさを確保し、迅速な避難を担保する非常灯と
がある。
【０１１７】
　ＦＡ・民生用に用いられるシグナルや誘導灯・非常灯などは、見やすいことが前提とな
るが、その為の大型化は設置場所によっては建物と不釣合いになり、建築化やデザイナー
から指摘されることが多かった。その対策として、１目でわかる表示のピクトグラフ化や
、光源で誘目効果を高める対処が取られている。従来誘導灯の光源には、蛍光ランプが用
いられることが多いが、最近ではＬＥＤを使用した誘導灯も出てきている。
【０１１８】
　これらの誘導灯に有機ＥＬ光源を用いることで、輝度班、角度特性による輝度低下がな
く、視認性を向上でき、低電力で、薄型であるために特別な工事の必要がなく設置が容易
で、従来の蛍光灯を使うタイプに比べ交換の必要がなく、メンテナンスを容易することが
できる。また発熱も少ない為発光面の色焼けも少ない。したがって、避難経路の床、階段
の手すり、防火扉など、多くの場所に設置して安全性を高めることができる。また現在、
蛍光灯で問題視されている水銀の問題もなく、割れにくく、安全性に優れている。更に省
スペース薄型設計で美観を損ねることなく、誘目効果を高めることができる光源と言える
。
【０１１９】
　〔撮影用照明〕
　写真館やスタジオ、照明写真ボックスなどで使われる光源には、ハロゲン、タングステ
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ン、ストロボ、蛍光灯などが用いられている。これらの光源を被写体に直接直線的に当て
陰影を強くつける、もしくは光を拡散させ、あまり陰影のない柔らかな光をつくるという
、大きくは２つの光の種類を色々な角度から組み合わせて１つの絵がつくられている。光
を拡散させるためには、光源と被写体の間にディフューザーを挟むこと、または他の面（
レフ板など）に当てた反射光を用いるなどの方法がある。
【０１２０】
　有機ＥＬ光源は拡散光であり、この後者に対応する光をディフューザーを用いることな
く発光することができる。その際には、既存光源で必要な光源とディフューザーの間の空
間が不用になることや、レフ板などで光の向きを微妙な角度で調整し、細かな陰影を調整
していたものをフレキシブルタイプの有機ＥＬ自体を曲げることで実施することができる
などのメリットがある。
【０１２１】
　撮影で利用される光源には、演色性が求められることがある。太陽光線で見たときとの
色の見え方の差が大きいと演色性が悪く、その差が少なければ演色性が良いと評価される
。一般家庭で使用されている蛍光灯はその波長特性から撮影には好ましいとは言えず、光
があたっている部分が緑色に偏る傾向がある。肌やメイキャップ、髪、着物、宝石などの
色は、そのもの自体の色で写ることが求められる場合が多く、演色性はライトにとって重
要なファクターの１つである。有機ＥＬ光源は演色性に優れ、前述のような色の忠実さが
求められる撮影に好ましい。この特徴は印刷・染色関連など色を忠実に評価したい場所で
も同様に活かされる。
【０１２２】
　有機ＥＬ光源のような面光源をスタジオの天井一面に配置することによって、子供やペ
ットの撮影などでは子供やペットを室内で自由に遊ばせておき、自由・自然な表情を光源
移動のわずらわしさなく、自然な色で撮影することができる。
【０１２３】
　〔家電製品〕
　家電製品には細部の見易さ、作業のしやすさ、デザインの為、光源がつけられている場
合が多い。一例を挙げると、ミシン、電子レンジ、食器洗浄乾燥機、冷蔵庫、ＡＶ機器な
どは従来より光源が付いているが、新しいものでは洗濯乾燥機は横型モデルで取り残しが
増えたことから光源が付けられるようになった。既存のものには白熱電球やＬＥＤがつけ
られている場合が多い。今後、掃除機の先端に照明を設置して家具などの影の部分の清掃
状況を確認したり、シェーバーに特定波長光の光源を設置して、髭剃り状況を確認したり
するなど、色々と展開が考えられる。
【０１２４】
　このような家電製品は、全体を軽量・小型化し、更に収納スペースが大きいことが求め
られ、光源部分はできるだけスペースをとらずに全体を照明できることが求められる。有
機ＥＬの薄い面光源はその要望に充分こたえることができる。
【０１２５】
　〔遊技施設〕
　スケートリンクの氷の下に有機ＥＬを用いた照明を配置することによって、上からのス
ポットライトとは異なる演出が可能である。有機ＥＬは発光温度が低いので特に有利であ
る。また、スケーターの位置を検知して、その動きに合わせて発光させるようなことも可
能である。スポットライトとの組み合わせ効果や、音楽のリズムに連動させた発光なども
ショーアップに有効である。
【０１２６】
　プラネタリウムにおいては、従来のような下からの投影ではなく、ドーム全体に有機Ｅ
Ｌの微細ピクセルを配置して、ドームそのものが星々を発光する方式が可能であり、投影
機のないプラネタリウムが実現できる。
【０１２７】
　〔イルミネーション用照明〕
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　一般的にイルミネーションというと樹木へのイルミネーションのことを指していること
が大半であったが、近年環境保護の観点から家屋や門、垣根などの造形物への装飾に移行
する事例も数多くなっている。これは点光源を多数利用、ライン状に装飾したものが主流
であり、ＬＥＤの出現により一層広がりを見せると見られている。
【０１２８】
　この分野に有機ＥＬ照明を用いることによって、今までは点光源をつなげることでの表
現のみであったものが、同じ樹木へのイルミネーションにおいても、葉形の照明をつける
ことや、樹木に巻きつけ樹木全体を光らせる、また逆に定型面モジュールとして点光源同
様につなぎ合わせ、様々な色に光らせるカクテルパレットとして用いて全体として文字や
絵を映し出すなどのバリエーションが出せ、より一層照明による演出効果を高めることが
可能となる。
【０１２９】
　〔持ち物・衣服につける照明〕
　夜間屋外の歩行や運動で自動車・バイクなどから認識されやすくする目的で、自分の持
ち物や靴、衣服に添付し、ヘッドライトの光を反射することで歩行者の安全を守る反射材
製品（反射シートなど）が販売、利用されている。
【０１３０】
　ガラスビーズタイプの場合、細かなガラスビーズが表面に存在し入ってきた光がこのレ
ンズの役目で光源の方向に再帰反射し、車からヘッドライトの光があたるとドライバーの
目の位置に光が帰っていき強く輝いて見える。プリズムタイプの場合も機能は同じだがレ
ンズの構造がことなる。ガラスビーズタイプとプリズムタイプの特長は、ガラスビーズタ
イプは、斜めからの光に対して高い反射効果があり、プリズムタイプは正面からの光に対
しては、ガラスビーズタイプより反射するが、斜めからの光には比較的反射効果が低いこ
とがある。また、貼り付ける場所の硬度によって、素材と接着方法を選ぶこともできる。
従来の場合はいずれにしても、歩行者を認識させるためには、光が当たることが必要であ
り、背設置場所なども下に向いたヘッドライトができるだけ早く当たり認識してもらうた
めに足に貼り付けるなどの工夫が必要であった。
【０１３１】
　これらの代替に有機ＥＬ光源を用いることで、ヘッドライトがあたる範囲になる前から
、運転者に歩行者を認識させることができ、より安全を確保できる。また他の光源に対し
ては軽量で薄くシート状にできる点からも、シールのメリットを維持したままで効果をあ
げることができる。これらは人間だけでなく、ペットの衣服などにも利用できる。また、
歩くことで発電して衣服などを発光させることも、低消費電力の有機ＥＬであれば可能で
ある。特に、人物特定用衣服に応用することもでき、例えば徘徊者の早期保護に役立てる
こともできる。ダイビング用のウェットスーツを発光させることによって、ダイバーの所
在確認や、鮫などから身を守ることにも可能性がある。もちろん、ショーなどでの舞台衣
装、ウェディングドレスなどにも利用できる。
【０１３２】
　〔通信用光源〕
　有機ＥＬ素子を用いた発光体は、可視光を使って簡単なメッセージや情報などを送る「
可視光タグ」にも有効に活用できる。すなわち、極めて短時間の明滅による信号を発光さ
せることによって、それを受信する側に多量の情報を送ることができる。
【０１３３】
　発光体が信号を発光させていても、極めて短時間であることから、人間の視覚上は単な
る照明として認識される。道路、店舗、展示場、ホテル、アミューズメントパークなど、
場所毎に設置された照明が、それぞれ場所特有の情報信号を発信して、必要な情報を受信
者に提供できる。また有機ＥＬの場合は、１つの発光体中に波長の異なる複数の発光ドー
パントを組み込んでおいて、異なる波長ごとに異なる信号を発生させることによって、１
つの発光体が複数の異なる情報を提供することもできる。この場合も、発光波長や色調が
安定している有機ＥＬは優位である。
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【０１３４】
　音声、電波、赤外光などによる情報提供と異なり、「可視光タグ」は照明設備として一
緒に組み込めるので、煩雑な追加設置工事なども不要である。
【０１３５】
　〔医療用光源〕
　現在はハロゲンランプなどが使用されている内視鏡や、ワイヤーを挿入して手術する腹
腔手術用の照明などに有機ＥＬを利用することによって、小型、軽量化、用途拡大に貢献
する。特に近年注目されている、体内検査や治療に用いられる内視鏡カプセル（飲む内視
鏡）などにも利用が可能で、期待されている。
【０１３６】
　〔その他〕
　さらに本発明に関わる有機ＥＬ素子を組み込んだ発光体は、色調を容易に選択でき、蛍
光灯のような明滅がなく、低消費電力で色調が安定しているので、特開２００１－２６９
１０５号公報に示されるような害虫防除装置として、特開２００１－２８６３７３号公報
に示されるような鏡用の照明として、特開２００３－２８８９９５号公報に示されるよう
な浴室照明システムとして、特開２００４－３２１０７４号公報に示される植物育成用人
工光源として、特開２００４－３５４２３２号公報に示されるような水質汚れ測定装置の
発光体として、特開２００４－３５８０６３号公報に示されるような光感受性薬剤を用い
た治療用被着体として、特開２００５－３２２６０２号公報に示されるような医療用無影
灯として、有用である。
【実施例】
【０１３７】
　本発明の実施例に係る面発光体と比較例の面発光体とを比較し、本発明の実施例に係る
面発光体、及びその製造方法においては、面発光体から出射される光の取り出し効率や正
面輝度が大きく向上すると共に、高温、高湿環境下で保存された場合においても、さらに
外圧が加えられた場合においても、安定した接着状態を有し、かつ光取り出し効率及び正
面輝度の変動が少ないことを説明する。しかしながら、本発明はこれらに限定されるもの
ではない。
【０１３８】
　（実施例１）
　実施例１においては、上記の実施形態１の面発光体と同様に、面発光素子２０にプリズ
ムアレイシート１０Ａを第１の粘着層Ａ、樹脂シート、第２の粘着層Ｂからなる接着層を
用いて接着して形成した。
【０１３９】
　この面発光素子２０としては、前記のように透明電極２２が設けられた透明基板２１の
面に有機ＥＬ層２３と対向電極２４とが設けられた有機ＥＬ素子からなる面発光素子２０
を用いるようにした。
【０１４０】
　ここで、この面発光素子２０においては、上記の透明基板２１として、厚みが０．７ｍ
ｍ、サイズが４０ｍｍ×５２ｍｍの無アルカリガラスを用い、この透明基板２１の片面に
透明電極２２として、ＩＴＯ（錫をドープした酸化インジウム）を１５０ｎｍの厚みに成
膜し、フォトリソグラフィー法によって電極形状にパターニングし、３５×４６ｍｍの大
きさに発光するよう構成したものを用いた。なお、この透明電極２２の抵抗を、ロレスタ
（三菱化学社製）を用いて測定したところ２０Ω／□であった。
【０１４１】
　次いで、該透明電極２２の上に、正孔注入材料としてｍ－ＭＴＤＡＴＡを用い、真空蒸
着法によって膜厚が２０ｎｍになった正孔注入層を形成した。次いで、正孔注入層の上に
、正孔輸送材料としてＮＰＤを用い、真空蒸着法で膜厚が２０ｎｍになった正孔輸送層を
形成した。次いで、この正孔輸送層の上に、ＣＢＰをホスト材料として用い、Ｉｒ（ｐｐ
ｙ）3をドーパント材料として６質量％含むように、緑色発光する発光材料を真空蒸着法
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により蒸着させて膜厚が３０ｎｍになった発光層を形成した。この発光層の上に、ＢＡｌ
ｑを真空蒸着法により１０ｎｍ蒸着させて正孔阻止層を形成した。更に、この正孔阻止層
の上に、Ａｌｑ3を真空蒸着法により４０ｎｍ形成して電子輸送層とした。更に、ＬｉＦ
を真空蒸着法により０．５ｎｍ形成して電子注入層とした。そして、この電子注入層の上
にスパッタ法によって膜厚が１００ｎｍになったアルミニウムからなる対向電極２４を形
成した。
【０１４２】
【化１】

【０１４３】
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【化２】

【０１４４】
　なお、この面発光素子２０の出射面２１ａ側における透明基板２１は、波長５５０ｎｍ
の光に対する屈折率が１．５１７であった。
【０１４５】
　次に、透光性基板１１の片面に四角錐形になった凸部１２が連続して形成されたプリズ
ムアレイシート１０Ａを用い、図２と同様に、このプリズムアレイシート１０Ａにおける
円錘台状の凸部１２を、上記の面発光素子２０の出射面２１ａに対向するようにして、こ
のプリズムアレイシート１０Ａを面発光素子２０の出射面２１ａに接着させた。プリズム
アレイシート１０Ａに接する粘着層には第２の粘着層Ｂに相当する粘着層１００として厚
み５μｍのアクリル系粘着剤、樹脂シート１０１として厚み１２μｍのＰＥＴシート、第
１の粘着層Ａに相当する粘着層１０２として厚み５μｍのアクリル系粘着剤を用いた。尚
、ここで用いた第１の粘着層Ａに相当する粘着層１０２に用いられる粘着剤のプリズム埋
没荷重Ｆａと、第２の粘着層Ｂに相当する粘着層１００に用いられる粘着剤のプリズム埋
没荷重Ｆｂとの比Ｆｂ／Ｆａは１．３であった。
【０１４６】
　プリズム埋没荷重の測定は、前記第１の粘着層Ａに用いる粘着剤を切り取って接着させ
ることにより形成した粘着層を有する透明基板と、前記第２の粘着層Ｂ用いる粘着剤を切
り取って接着させることにより形成した粘着層を有する透明基板とを各々用意し、更にそ
の上に少なくとも片面に凸部頂角θが５０°、凸部高さが２６．６μｍ、凸部のピッチｐ
（凸部の頂点間距離）が３５μｍである複数の円錐台状の凸部を有する調光シートをそれ
ぞれ同一面積切り取って、該凸部の先端部を粘着層を介して透明基板上に接着させる際に
該円錐台状の凸部を粘着層内に平均深さ５μｍ埋没させるために必要な単位面積あたりの
荷重とした。
【０１４７】
　また、このプリズムアレイシート１０Ａは、波長５５０ｎｍの光に対する屈折率が１．
４９５、四角錘台状の凸部１２の頂角θが５０°であり、四角錐台状の凸部１２の高さは
３２．９μｍ、この凸部１２のピッチは３５μｍであった。
【０１４８】
　面発光素子の出射面２１ａ側にプリズムアレイシート１０Ａを貼り付けた直後に、埋没
深さを測定したところ、平均値が３μｍであった。この面発光体を８５℃で１５時間加熱
し、常温に戻して実施例１に関わる面発光体を得た。この面発光体の埋没深さを測定した
ところ、平均値が７μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子の出射面との間の粘
着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの３０％であった。プリズムアレイシート１０Ａを貼
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り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１とした時に、実施例１
の面発光体の正面輝度は１．９、光取り出し効率は１．３０であった。
【０１４９】
　（比較例１）
　比較例１においては、実施例１に係わる面発光素子の作製において、プリズムアレイシ
ート１０Ａに接する第２の粘着層Ｂに相当する粘着層１００として厚み５μｍのアクリル
系粘着剤、樹脂シート１０１として厚み１２μｍのＰＥＴシート、第１の粘着層Ａに相当
する粘着層１０２として厚み５μｍのアクリル系粘着剤を用いた。尚、ここで用いた第１
の粘着層Ａに相当する粘着層１０２に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆａと、第２
の粘着層Ｂに相当する粘着層１００に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとの比Ｆ
ｂ／Ｆａは１．０であった。面発光素子の出射面２１ａ側にプリズムアレイシート１０Ａ
を貼り付けた直後に、埋没深さを測定したところ、平均値が４μｍであった。尚、プリズ
ムアレイシート１０Ａを貼り付けた後の加熱は行わなかった。プリズムの先端部と前記面
発光素子の出射面との間の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの６０％であった。プリ
ズムアレイシート１０Ａを貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効
率を１とした時に、比較例１の面発光体の正面輝度は１．８、光取り出し効率は１．２５
であった。
【０１５０】
　（比較例２）
　比較例２においては、上記比較例１に関わる面発光体の作製において、第２の粘着層Ｂ
に相当する粘着層１００、樹脂シート１０１、及び第１の粘着層Ａに相当する粘着層１０
２を使用せず、プリズムアレイシート１０Ａの凸部側を面発光素子の出射面２１ａ側に厚
み２５μｍのアクリル系粘着剤を用いて貼り付けた。貼り付けた直後に、埋没深さを測定
したところ、平均値が７μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子の出射面との間
の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの７０％であった。プリズムアレイシート１０Ａ
を貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１とした時に、比較
例２の面発光体の正面輝度は１．８、光取り出し効率は１．２０であった。
【０１５１】
　（実施例２）
　実施例１に関わる面発光体の製造において、プリズムアレイシート１０Ａに接する粘着
層には第２の粘着層Ｂに相当する粘着層１００として厚み５μｍのアクリル系粘着剤、樹
脂シート１０１として厚み６μｍのＰＥＴシート、第１の粘着層Ａに相当する粘着層１０
２として厚み５μｍのアクリル系粘着剤を用いた。尚、ここで用いた第１の粘着層Ａに相
当する粘着層１０２に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆａと、第２の粘着層Ｂに相
当する粘着層１００に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとの比Ｆｂ／Ｆａは０．
８であった。面発光素子の出射面２１ａ側にプリズムアレイシート１０Ａを貼り付けた直
後に、埋没深さを測定したところ、平均値が３μｍであった。この面発光体を８５℃で１
５時間加熱し、常温に戻して実施例２に関わる面発光体を得た。この面発光体の埋没深さ
を測定したところ、平均値が６μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子の出射面
との間の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの４０％であった。プリズムアレイシート
１０Ａを貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１とした時に
、実施例２の面発光体の正面輝度は１．９、光取り出し効率は１．３５であった。
【０１５２】
　（実施例３）
　実施例２に関わる面発光体の製造において、プリズムアレイシート１０Ａに代えてプリ
ズムアレイシート１０Ｅを用い、プリズムアレイシート１０Ｅに接する粘着層には第２の
粘着層Ｂに相当する粘着層１００として厚み５μｍのアクリル系粘着剤、樹脂シート１０
１として厚み６μｍのＰＥＴシート、第１の粘着層Ａに相当する粘着層１０２として厚み
５μｍのアクリル系粘着剤を用いた。このプリズムアレイシート１０Ｅは、１２５μｍ厚
のポリカーボネート基板の上に円錘台状の凸部がアクリル系の樹脂で形成されており、円
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錘台状の凸部１２の頂角θが５０°であり、円錐台状の凸部１２の高さは２６．６μｍ、
この凸部１２のピッチは３５μｍであった。尚、ここで用いた第１の粘着層Ａに相当する
粘着層１０２に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆａと、第２の粘着層Ｂに相当する
粘着層１００に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとの比Ｆｂ／Ｆａは０．８であ
った。面発光素子の出射面２１ａ側にプリズムアレイシート１０Ｅを貼り付けた直後に、
埋没深さを測定したところ、平均値が３μｍであった。この面発光体を８５℃で１５時間
加熱し、常温に戻して実施例３に関わる面発光体を得た。この面発光体の埋没深さを測定
したところ、平均値が６μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子の出射面との間
の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの４０％であった。プリズムアレイシート１０Ｅ
を貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１とした時に、実施
例３の面発光体の正面輝度は２．０、光取り出し効率は１．４５であった。
【０１５３】
　（実施例４）
　実施例３に関わる面発光体の製造において、プリズムアレイシート１０Ｅに接する粘着
層には第２の粘着層Ｂに相当する粘着層１００として厚み４μｍのアクリル系粘着剤、樹
脂シート１０１として厚み６μｍのＰＥＴシート、第１の粘着層Ａに相当する粘着層１０
２として厚み４μｍのアクリル系粘着剤を用いた。尚、ここで用いた第１の粘着層Ａに相
当する粘着層１０２に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆａと、第２の粘着層Ｂに相
当する粘着層１００に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとの比Ｆｂ／Ｆａは０．
６であった。面発光素子の出射面２１ａ側にプリズムアレイシート１０Ｅを貼り付けた直
後に、埋没深さを測定したところ、平均値が４μｍであった。この面発光体を８５℃で２
０時間加熱し、常温に戻して実施例４に関わる面発光体を得た。この面発光体の埋没深さ
を測定したところ、平均値が６μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子の出射面
との間の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの２５％であった。プリズムアレイシート
１０Ｅを貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１とした時に
、実施例４の面発光体の正面輝度は２．０、光取り出し効率は１．５０であった。
【０１５４】
　（実施例５）
　実施例３に関わる面発光体の製造において、プリズムアレイシート１０Ｅに接する粘着
層には第２の粘着層Ｂに相当する粘着層１００として厚み４μｍのアクリル系粘着剤、樹
脂シート１０１として厚み２μｍのＰＥＴシート、第１の粘着層Ａに相当する粘着層１０
２として厚み４μｍのアクリル系粘着剤を用いた。尚、ここで用いた第１の粘着層Ａに相
当する粘着層１０２に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆａと、第２の粘着層Ｂに相
当する粘着層１００に用いられる粘着剤のプリズム埋没荷重Ｆｂとの比Ｆｂ／Ｆａは０．
４であった。面発光素子の出射面２１ａ側にプリズムアレイシート１０Ｅを貼り付けた直
後に、埋没深さを測定したところ、平均値が４μｍであった。この面発光体を８５℃で３
０時間加熱し、常温に戻して実施例５に関わる面発光体を得た。この面発光体の埋没深さ
を測定したところ、平均値が６μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子の出射面
との間の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの２５％であった。プリズムアレイシート
１０Ｅを貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１とした時に
、実施例５の面発光体の正面輝度は２．０、光取り出し効率は１．５５であった。
【０１５５】
　（実施例６）
　実施例６においては、プリズムアレイシート１０Ａに代えてプリズムアレイシート１０
Ｅを用いること以外は上記の実施形態２の面発光体と同様に、面発光素子２０にプリズム
アレイシート１０Ｅを硬化型接着層Ｃ、樹脂シート、粘着層Ｄからなる接着層を用いて接
着して形成した。
【０１５６】
　プリズムアレイシート１０Ｅに接する粘着層Ｄに相当する粘着層１００として厚み５μ
ｍのアクリル系粘着剤、樹脂シート１０１として厚み２μｍのＰＥＴシート、面発光素子
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に接する硬化型接着層Ｃに相当する硬化型接着層１０３としてＵＶ硬化樹脂をワイヤーバ
ーを用いて厚さ６μｍに塗布し、高圧水銀ランプを用いて紫外線を照射し、ＵＶ硬化樹脂
を硬化させて用いた。プリズムアレイシート１０Ｅを貼り付けた直後に、プリズム先端の
埋没深さを測定したところ、平均値が４μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子
の出射面との間の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの２０％であった。プリズムアレ
イシート１０Ｅを貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１と
した時に、実施例６の面発光体の正面輝度は２．０、光取り出し効率は１．５０であった
。
【０１５７】
　（実施例７）
　実施例７においては、プリズムアレイシート１０Ａを用いて、上記の実施形態２の面発
光体と同様に、面発光素子２０にプリズムアレイシート１０Ａを硬化型接着層Ｃ、樹脂シ
ート、粘着層Ｄからなる接着層を用いて接着して形成した。
【０１５８】
　プリズムアレイシート１０Ａに接する粘着層Ｄに相当する粘着層１００として厚み５μ
ｍのアクリル系粘着剤、樹脂シート１０１として厚み２μｍのＰＥＴシート、面発光素子
に接する硬化型接着層Ｃに相当する硬化型接着層１０３としてＵＶ硬化樹脂をワイヤーバ
ーを用いて厚さ６μｍに塗布し、高圧水銀ランプを用いて紫外線を照射し、ＵＶ硬化樹脂
を硬化させて用いた。プリズムアレイシート１０Ａを貼り付けた直後に、プリズム先端の
埋没深さを測定したところ、平均値が４μｍであり、プリズムの先端部と前記面発光素子
の出射面との間の粘着層の平均厚さは、粘着層の総厚さの２０％であった。プリズムアレ
イシート１０Ａを貼り付けない状態の面発光体の正面輝度ならびに光取り出し効率を１と
した時に、実例７の面発光体の正面輝度は１．９、光取り出し効率は１．４５であった。
【０１５９】
　〔保存安定性の評価〕
　上記実施例１～７、比較例１、及び比較例２の発光素子を８５℃で５００時間保存、湿
度９０％かつ温度６０度で５００時間保存の各々の試験後に、それぞれ外形の変化、及び
正面輝度の変化を測定し、保存安定性評価前と比較した。
【０１６０】
　実施例１～７に係わる面発光素子は外形の変化はほとんどなく、実施例２～７に関わる
面発光素子は正面輝度にもほとんど変化はみられなかった。実施例１に関わる面発光素子
は、正面輝度が約３％劣化した。一方、比較例１の面発光体素子においては、プリズムア
レイシートの埋没深さが若干増加し、正面輝度が約７％劣化した。さらに比較例２の面発
光体素子においては、プリズムアレイシートの埋没深さの増加が顕著に発生し、正面輝度
が約１５％劣化した。
【０１６１】
　〔外圧安定性評価〕
　更に、上記実施例１～７、比較例１、及び比較例２の面発光素子に対してプリズムシー
トの上に１ｃｍ角の面積に２×１０5Ｐａの荷重をかけて、それぞれ外形の変化、及び正
面輝度の変化を測定し、外圧安定性評価前と比較した。
【０１６２】
　実施例１～７に係わる面発光素子は外形の変化はほとんどなく、正面輝度にもほとんど
変化はみられなかった。実施例１に関わる面発光体素子においては、荷重をかけた部分で
プリズムアレイシートの埋没深さの増加が若干観察され、正面輝度が約２％劣化した。一
方、比較例１の面発光体素子においては、プリズムアレイシートの埋没深さが若干増加し
、正面輝度が約５％劣化した。さらに比較例２の面発光体素子においては、プリズムアレ
イシートの埋没深さの増加が顕著に発生し、正面輝度が約１７％劣化した。
【０１６３】
　本発明に係わる面発光体は高温、高湿耐性に優れ、これらの保存性試験後においても、
高い光取り出し効率及び高い正面輝度を維持し、外圧耐性にも優れていた。
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【０１６４】
　次いで本発明の実施例１～７に関わる面発光体を、ＶＡ型液晶表示装置である富士通製
１５型ディスプレイＶＬ－１５０ＳＤの予め内蔵されていたバックライトの替わりに用い
たところ、優れた輝度を有する液晶表示装置が得られることが分かった。
【図面の簡単な説明】
【０１６５】
【図１】本発明のプリズムアレイシートの一例である。
【図２】本発明の面発光体の実施形態の一例である。
【図３】本発明に係る面発光体による光の出射を示す模式図である。
【図４】本発明の実施形態１に係るプリズムアレイシート、粘着層、面発光素子の構成を
示す模式図である。
【図５】本発明の実施形態１に係るプリズムアレイシート、粘着層、面発光素子の構成を
示す模式図である。
【図６】先端側が収縮した円錘台状の凸部を有するプリズムアレイシートの模式図である
。
【図７】本発明の実施形態２に係るプリズムアレイシート、粘着層、面発光素子の構成を
示す模式図である。
【図８】本発明の実施形態２に係るプリズムアレイシート、粘着層、面発光素子の構成を
示す模式図である。
【符号の説明】
【０１６６】
　１０Ａ、１０Ｅ　プリズムアレイシート
　１１　透光性基板
　１２　凸部
　１３　空間部
　１４　出射面
　２０　面発光素子
　２１　透明基板
　２２　透明電極
　２３　有機ＥＬ層
　２４　対向電極
　１００　第２の粘着層
　１０１　樹脂シート
　１０２　第１の粘着層
　１０３　硬化型接着層
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