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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　配置方向を有する複数の光源と、
　前記光源の前記配置方向と実質的に平行する第一の波面方向に形成される第一の波状配
列を有する第一の光学調節面を有する光学フィルムと、
　前記光源と前記光学フィルムとの間に配置される充填材料と、
　を有し、
　前記第一の波面方向は、曲線に延伸し、
　前記充填材料は、前記光学フィルムの熱膨張係数と異なる熱膨張係数を有する、照明装
置。
【請求項２】
　前記光源は、赤の発光ダイオード、青の発光ダイオード及び緑の発光ダイオードの何れ
かを含む、請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　第二の波面方向に形成される第二の波状配列を有する第二光学調節面を更に含み、
　前記第二の波面方向は、前記第一の波面方向と実質的に異なる方向である、請求項１に
記載の照明装置。
【請求項４】
　前記第二の波面方向は、前記第一の波面方向と実質的に垂直する、請求項３に記載の照
明装置。
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【請求項５】
　前記第二の光学調節面と前記光源は、前記第一の光学調節面の反対する側に配置される
、請求項３に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第一の波状配列或いは前記第二の波状配列は、直径が実質的に５０μｍ～６０μｍ
であるレンズを含む、請求項３に記載の照明装置。
【請求項７】
　前記第一の波状配列或いは前記第二の波状配列における二つの連続する波の峰或いは波
の谷の間の距離は、実質的に１００μｍ～１２０μｍである、請求項３に記載の照明装置
。
【請求項８】
　前記光源が設けられる底部を有する凹状キャビティと、
　前記底部に設置される反射面と、
　を有し、
　前記第一の光学調節面が前記光源の上方に設けられる、請求項１に記載の照明装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、照明装置に関し、具体的に、光拡散デバイスを有する平面照明装置に関する
。
【背景技術】
【０００２】
　液晶ディスプレイ（Liquid　Crystal　Display：LCD）は、自発光ディスプレイではな
い。即ち、LCDは、光源としての自発光デバイスを使用する必要がある。この光源は、バ
ックライトモジュールと呼ばれる。バックライトモジュールは、一般的に、直下型バック
ライトとエッジ型バックライトの2種類がある。直下型バックライトは、従来、光源とし
ての冷陰極管、光拡散手段およびプリズムシートなどを含む。光源からの光束を均一に分
散させ、LCDに所望の照明領域を提供するために、光源間の間隔と傾斜角度と、光源と拡
散板との間の距離と、光源とプリズムシートとの間の距離とを制御する必要がある。しか
し、バックライトモジュールの光学的な複雑性により、通常、LCDにおける均一の照明を
生成することが難しい。また、直下型バックライトモジュールに用いる前述の構成要素の
他に、エッジ型バックライトモジュールは、光源からの光束を導向・拡散するための光導
向板を更に含む。しかし、光導向板を有しても、エッジ型バックライトモジュールにおい
て、均一な照明を生成することが依然難しい。また、前述の２種類のバックライトモジュ
ールの構成要素が複雑であり、生産コストが高い。
【０００３】
　前述の問題を克服するために、米国特許第6,598,998号は、サイド型発光ダイオード（L
ight　Emitting　Diode：LED）を開示している。このサイド型LEDは、LEDと、LEDからの
光束をレンズのサイドに、即ち、LEDからの光束の方向と実質的に垂直する方向に導向す
るレンズとを含む。また、このレンズは、光束を再導向するための鋸歯状部分と漏斗状部
分を含む。しかし、それらの二つの部分は大きいので、レンズ全体は厚くなる。更に、こ
のレンズは、各々のLEDに実装される必要がある。これにより、加工の複雑性とLEDの製造
コストが高くなり、また、このようなサイド型LEDの光取り出し効率は一般的に10%以上低
下する。
【０００４】
　米国特許第6,582,103号は、反射面と出光領域とを有するキャビティを含む光源装置を
開示している。この光源装置において、少なくとも一つの光源はキャビティに設けられ、
点光源と光ダイバータを含む。光ダイバータは、点光源からの光束を、横方向或いは下方
向に沿って反射面を有するキャビティへ再導向するために使用されるので、光束の輝度と
光束の混合効果を向上する。光拡散手段は、出光領域内或いは出光領域を覆うように配置
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される。この光源装置は、バックライトモジュールに生じる照明の不均一性を避けること
ができるものの、光ダイバータは、各々の光源装置に実装される必要があるので、全体の
パッケージングプロセスは複雑で、高価である。更に、一つの点光源は対応する独立な光
ダイバータと共に動作するので、ライトスポットは生じやすい。よって、厚くしたバック
ライトモジュールが光束の混合効果を向上できるものの、光源間の距離が増えるため、輝
度は低下する。これにより、バックライトの均一な照明を維持するために、光源の空間的
な配置を工夫する必要がある。
【０００５】
　前述の従来技術において共通する特徴は、点光源にレンズ或いは光導向デバイスを設け
ることにある。しかし、これにより、以下の五つの問題点がある。（１）加工が複雑であ
る。（２）パッケージコストが高い。（３）バックライトモジュールが厚くなる。（４）
バックライトモジュール全体の照明の均一性を制御しにくい。（５）光取り出し効率が悪
い。
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００６】
　本発明の目的は、光拡散デバイスを有する照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　上記目的を達成するために、本発明の照明装置は、光拡散面と出光領域を有するキャビ
ティと、光源と、キャビティに設けられる光拡散デバイスと、光路に位置する第一の光学
調節面とを含む。光拡散デバイスは、翼状突起部と、光入射面と、凹部とを有し、凹部は
、光入射面から離れて配置され、光束を翼状突起部へ実質的に導向するために使用される
。第一の光学調節面は、第一の波状配列を有する。光拡散面は、実質的に均等拡散面であ
る。光源は、点光源或いは半導体発光装置である。また、光源は、一つ以上の発光装置を
有しても良い。この場合、少なくとも二つの発光装置は、異なる色の光を発する。白光は
、一つのシングルな光源或いは幾つの発光装置の組み合わせにより生成される。凹部は、
実質的にV状またはU状である。
【０００８】
　本発明の照明装置は、反対する第一の表面と第二の表面を含む光学フィルムを更に有す
る。第一の光学調節面は、第一の表面に形成される。状況に応じて、光学フィルムは、第
二の表面に形成される第二の光学調節面を有する。第二の光調整面には、第一の波状配列
の方向と異なる方向に沿って形成される第二の波状配列を有する。光学フィルムは、出光
領域を覆うように設置される。第一の光学調節面は、光入射面、光拡散デバイスの表面、
または光拡散デバイス内に形成される。
【０００９】
　本発明の照明装置は、光源と光拡散デバイスとの間に配置され、光源からの光束を収集
する集光手段を更に有する。第一の光学調節面は、集光手段に形成され、光源または光拡
散デバイスに対向することができる。状況に応じて、集光手段は、光源にあわせる溝を含
む。更に、本発明の照明装置は、光束を光拡散デバイスに伝送する光伝送手段を含む。こ
の光伝送手段は、光学ファイバー、光パイプ、または、それらと相似するデバイスである
ことが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
　本発明の実施例によれば、光拡散デバイスを有する照明装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１１】
【図１ａ】本発明の実施例における照明装置を示す図である。
【図１ｂ】本発明の実施例における照明装置の光拡散デバイスを示す拡大図である。
【図２ａ】本発明の他の実施例における照明装置を示す図である。
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【図２ｂ】本発明の他の実施例における照明装置の光学フィルムを示す拡大図である。
【図３ａ】本発明の他の実施例における照明装置を示す図である。
【図３ｂ】本発明の他の実施例における照明装置を示す図である。
【図４ａ】本発明の実施例における光源と波状配列の配置を示す図である。
【図４ｂ】本発明の実施例における光源と波状配列の配置を示す図である。
【図４ｃ】本発明の実施例における光源と波状配列の配置を示す図である。
【図５】本発明の他の実施例における照明装置の構造を示す図である。
【発明を実施するための形態】
【００１２】
　次に、添付した図面を参照しながら、本発明の好適な実施形態を詳細に説明する。
【実施例１】
【００１３】
　図１aと図１bは、本発明の第一の実施例に係る図である。図１ａは、第一の実施例にお
ける照明装置を示す図である。照明装置１は、キャビティ１０、光源１１、光拡散デバイ
ス１２及び第一の光学調節面１３と含む。キャビティ１０は、光拡散面１０１と出光領域
１０２を含む。光拡散面１０１は、キャビティ１０の内壁に設置される。光源１１は、照
明装置１に光束を提供する。光拡散デバイス１２は、均一な照明を生成できるように、光
源１１からの光束を分散する。
【００１４】
　光源１１からの光束（図示せず）が光拡散面１０１に入射する場合、光束は光拡散面１
０１により拡散され、できる限りに均一に分散される。光拡散面１０１は、均等拡散面と
実質的に相似することが好ましい。任意の角度から観察しても、均等拡散面により拡散さ
れる光束は、同じ強度を有するので、拡散される光束と光源１１からの元の光束とを区別
することが難しい。即ち、光束は、均一的に分散される。また、光拡散面１０１は、反射
面により代用されることができる。キャビティ１０は、照明装置１を形成するハウジング
により、或いは、他の構造、例えば照明装置１を収納するためのバックライトモジュール
のベゼル或いはフレームにより閉じ込まれる区間である。
【００１５】
　光源１１は、一つ以上の発光装置を含む。発光装置は、一つ以上の色の光束を発する。
異なる色の光束の混合は、それぞれの光束の混合割合に基づき、元の色と異なる色の多様
な光束を生成することができる。光源１１は、赤、青及び緑の三原色の光束を発すること
が好ましい。割合を調整して三原色を混合することは、白光のみならず多様な色の光束を
発することができる。光源１１は、点光源、線光源、或いは平面光源である。平面光源は
、例えばLED、レーザダイオード（LD）、冷陰極蛍光ランプ（Cold　Cathode　Fluorescen
t　Lamp：CCFL）、ハロゲンバルブ、或いは有機LED（OLED）などである。従って、ライト
スポットの無い均一光束は、光拡散デバイス１２の下にある光源１１を適度に配置し、光
源１１と光拡散デバイス１２との間の距離を調整することにより、生成されることができ
る。
【００１６】
　図１bは、第一の実施例における照明装置の光拡散デバイス１２を示す拡大図である。
光拡散デバイス１２は、翼状突起部１２１、凹部１２２及び光入射面１２３を含む。光拡
散デバイス１２は、縦方向１２４に沿って延伸することが好ましい。凹部１２２は、光入
射面１２３から離れて位置する。凹部１２２は、光入射面１２３の反対側に位置すること
が好ましい。第一の光学調節面１３は、第一の波状配列１３１を含む。第一の波状配列１
３１は、光束をより均一的に分散し、顕著なライトスポットまたは混合されていない他の
色の光束が見えることを避ける。光入射面１２３を通過し、光拡散デバイス１２に入射し
た光束は、凹部１２２と周囲の光学媒体との間の表面において全反射により反射され、凹
部１２２の両側に、即ち、翼状突起部１２１に入射する。しかし、光束の一部は、凹部１
２２から直接射出する。光拡散デバイス１２と周囲の光学媒体との間の屈折率の差により
、光拡散デバイス１２の外表面から射出する光束は、スネルの法則に基づき屈折される。
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凹部１２２に反射される光束の一部は、翼状突起部１２１に入射するので、凹部１２２か
ら直接射出する光束が少なくなる。これにより、光源１１からの光束の大部分は凹部１２
２から射出し、ライトスポットを生成することを避ける。凹部１２２の形は、図１ｂに示
すように、Ｖ状或いはＵ状と相似することが好ましい。凹部１２２はＶ状である場合、凹
部１２２の頂点は、光入射面１２３に向うことが好ましい。凹部１２２に翼状突起部１２
１へ反射される光束、及び／又は、凹部１２２に反射されなく、翼状突起部１２１に入射
する光束は、直接通過、屈折及び反射を含む方法で光拡散デバイス１２から射出する。な
お、それらの三つの方法に限ることは無い。例えば、特定な角度で光拡散デバイス１２に
入射する光束は、翼状突起部内に何回全反射され、徐々に混合され、そして、よく混合さ
れる色の光束として、光拡散デバイス１２から射出する。更に、光入射面１２３は、平面
、凹面、或いは光を受け入れる他の曲面を含むものの、それらに限ることは無い。
【００１７】
　本発明において、第一の光学調節面１３は、状況に応じて、光束を拡散するために使用
される。図１ｂに示すように、第一の光学調節面１３は、第一の波状配列１３１を含む。
本実施例において、第一の光学調節面１３と第一の波状配列１３１は、光拡散デバイス１
２の光入射面１２３に形成される。第一の波状配列１３１は、第一の光学調節面１３に形
成される波状の表面であり、この波状の表面は、所定の波の進行方向に、即ち、第一の波
状配列１３１の配列方向に沿って形成される。第一の波状配列１３１は、複数のマイクロ
レンズを含むことができる。光束は、第一の光学調節面１３を通過する際に、第一の波状
配列１３１のマイクロレンズにより再導向され拡散される。マイクロレンズの直径は、約
５０μｍ～６０μｍの間の値である。第一の波状配列１３１の波は連続的に形成される場
合、二つの連続的な波の峰或いは谷の間の距離は、約１００μｍ～１２０μｍの間の値で
ある。
【００１８】
　更に、第一の光学調節面１３は、異なる屈折率を持つ二つの材料の結合界面に波状配列
を形成することにより、光拡散デバイス１２内に形成されることができる。第一の波状配
列１３１は、光入射面１２３に形成されるのみにならず、翼状突起部１２１又は／及び凹
部１２２に形成されることができる。即ち、第一の波状配列１３１は、光束の通過可能な
任意経路に形成されても良い。
【００１９】
　光拡散デバイス１２の材料は、アクリル樹脂、COC、PMMA、PC、PC/PMMA、ポリエーテル
イミド、フッ素樹脂、シリコン、或いは、それらの組み合わせを含んでも、それらに限る
ことが無い。又は、光拡散デバイス１２の材料は、他の任意の透明材料であっても良い。
【実施例２】
【００２０】
　図２aと図２ｂは、本発明の第二の実施例における照明装置を示す図である。
【００２１】
　照明装置１は、状況に応じて、反対する第一の表面１５１と第二の表面１５２とを含む
光学フィルム１５を有する。本実施例の光学調節面１３は、第一の表面１５１に形成され
る。光学フィルム１５は、照明装置１の出光領域１０２に、或いは、光拡散デバイス１２
と光源１１の間に設置される。第一の実施例に示すように、光学フィルム１５は、光束を
拡散することができる。状況に応じて、第二の光学調節面１４は、光学フィルムの第二の
表面に形成されることができる。この場合、第二の波状配列１４１は、第二の光調整面１
４に形成される。第一の波状配列の配列方向は、第二の波状配列方向と異なる。図２ｂに
示すように、干渉模様は、第一の波状配列１３１と第二の波状配列１４１とを異なる配列
方向で積み重ねることにより、生成される。第一の波状配列１３１と第二の波状配列１４
２を適度に調整することにより、干渉模様を通過する光束は、再分散されることができる
。光学フィルム１５は、S-Light　Opt　Electronics　Inc.,　Taiwanにより生産される。
また、光束の拡散効果を更に向上するために、一つ以上の拡散板を光学フィルム１５上に
配置しても良い。
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【００２２】
　第一の光学調節面１３は、光拡散デバイス１２と光学フィルムとの何れかに、或いは、
それらの両方に形成されることができる。第一の波状配列１３１と第二の波状配列１４１
は、光源の種類と照明装置１の照明要求により、同じ或いは異なる波のサイズ（マイクロ
レンズのサイズ）、波の形状及び波の周期を有しても良い。
【実施例３】
【００２３】
　図３aと図３ｂは、本発明の第三の実施例における照明装置を示す図である。
【００２４】
　光源１１からの光束は、一般的に、多種多様な方向に沿って周囲に入射する。よって、
光束の一部は、光拡散デバイス１２を通過せず、キャビティ１０に直接入射することがあ
る。光拡散デバイス１２に入射しない光束を収集するために、本発明の照明装置１は、自
光源１１からの光束を収集する集光手段１６を有する。集光手段１６は、光源１１と光拡
散デバイス１２との間に配置される。また、第一の光学調節面１３は、集光手段１６に形
成されてもよい。第一の光学調節面１３は、光源１１に対向する集光手段１６の片側に形
成される場合、集光手段１６の他の側は、光拡散デバイス１２に直接付着されることがで
きる。よって、集光手段１６と光拡散デバイス１２とは、一体として形成されることがで
きる。また、第一の光学調節面１３は、光拡散デバイス１２に対向する集光手段１６の片
側に形成されても良い。集光手段１６は、光源１１にあわせる溝を有しても良いので、光
源１１からの光束の大部分は、集光手段１６に入射することができる。
【００２５】
　照明装置１の光源１１は、キャビティ１０内に設置されるのみにならず、キャビティ１
０の外部に設置されても良い。光源１１はキャビティ１０の外部に設置される場合、光伝
送手段１７は、光源１１からの光束を光拡散デバイス１２に伝送することができる。光伝
送手段１７は、光学ファイバー或いはライトパイプ等であっても良い。光伝送手段１７の
一つの端部は、集光手段１６と接続されることができる。光伝送手段１７と光源１１は共
にキャビティ１０内に設置されることができる。また、光伝送手段１７は柔軟材からなる
場合、光源１１は、光伝送手段１７が届ける他の領域に配置されても良い。
【実施例４】
【００２６】
　光源の配置方向は第一の波状配列１３１の配列方向（即ち、波状配列の波面方向）と平
行する場合、第一の波状配列１３１の波面方向と実質的平行するライトパターン１８は、
光束が第一の波状配列１３１を通過した後に、生成される。従って、図４aから４ｃに示
すように、光源１１の配置方向と第一の波状配列１３１の波面方向とが線パターンで配置
される場合、光束が線パターンとして分散され、また、光源１１の配置方向と第一の波状
配列１３１の波面方向とが曲線パターンまたは放射線パターンで配置される場合、光束が
曲線パターンまたは放射線パターンとして分散される。理論的に、光源１１の配置方向は
第一の波状配列１３１の波面方向と実質的に平行する場合、光源１１からの光束は、波面
方向に延伸するライトパターン１８に分散される。なお、図４aから４ｃにおいて、光源
１１と第一の波状配列１３１との寸法関係は、実際のものではない。
【００２７】
　図２ｂに示すように、第二の波状配列１４１は、第一の波状配列１３１の上に形成され
ることができる。第二の波状配列１４１の波面方向は第一の波状配列１３１の波面方向と
異なる場合、光束は、異なる方向に分散されることができる。例えば、第一の波状配列１
３１の波面方向は、第二の波状配列１４１の波面方向と垂直し、光源１１は、線的に配置
される場合、光束は、第一の波状配列１３１を通過した後に線パターンとして分散され、
それから、第二の波状配列１４１を通過した後に平面パターンとして分散される。
【００２８】
　図５に示すように、光源１１と第一の波状配列１３１を使用することにより、点光源は
、線光源、例えば、CCFL或いは蛍光灯と相似する機能を実現することができる。一例とし
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ては、光源１１として使用される複数の点光源が凹状キャビティ１９に配置され、第一の
波状配列１３が光源１１の上に設けられる。光源１１の配置方向と第一の波状配列１３の
波面方向とは、互いに平行して、線パターンで配置される場合、光源１１からの光束は、
線パターンとして分散される。必要な電気回路と機械的な要素を設計することにより、CC
FL或いは蛍光灯と相似する照明装置が形成されることができる。また、反射面１９１は、
光源１１からの光束を反射するために凹状キャビティ１９内に形成されても良い。
【００２９】
　第一の波状配列１３１は、凹状キャビティ１９に充填される材料、例えば、樹脂からな
る。また、第一の波状配列１３１は、光源１１を覆う光学フィルムに形成されても良い。
光源１１により生成される熱による熱応力を抑えるために、充填材料１９２は、光学フィ
ルム１３と光源１１との間に充填されることができる。充填材料１９２の熱膨張係数は、
光学フィルム１３の熱膨張係数と異なる。
【００３０】
　ゆえに、前述の照明装置１は、LCD等におけるバックライトモジュールに使用されるこ
とができる。バックライトモジュールは、直下型である場合、少なくとも光源１１と第一
の波状配列１３１とを含む。光源１１の配置方向は、第一の波状配列１３１の波面方向と
実質的に平行することが好ましい。状況に応じて、光拡散デバイス１２は、光束を分散す
るために、光源１１とLCDの液晶層との間に設けられても良い。バックライトモジュール
は、エッジ型である場合、光導向板は、光束をLCDの表示表面に導向するために、使用さ
れる必要がある。この場合、光源１１は、この光導向板の側面に設けられる。CCFLにより
生成される線ライトパターンのようなライトパターンを生成するために、第一の波状配列
１３１の波面方向は、光源１１の配置方向と平行するように配置される。第一の波状配列
１３１は、図５に示すように、光源１１と一緒にモジュールとして形成されても良い。第
一の波状配列１３１は、光導向板に、例えば光導向板の入光領域（図示せず）に直接形成
されることができる。光源１１からの光束は、光拡散デバイス１２により光導向板へ再導
向されても良い。この場合、光拡散デバイス１２の翼状突起部１２１は、この光導向板に
対向する。
【００３１】
　以上、本発明の好ましい実施形態を説明したが、本発明はこの実施形態に限定されず、
本発明の趣旨を離脱しない限り、本発明に対するあらゆる変更は本発明の範囲に属する。
【符号の説明】
【００３２】
１　照明装置
１０　キャビティ
１１　光源
１２　光拡散デバイス
１３　第一の光学調節面
１０１　光拡散面
１０２　出光領域
１２１　翼状突起部
１２２　凹部
１２３　光入射面
１２４　縦方向
１４　第二の光学調節面
１５　光学フィルム
１３１　第一の波状配列
１４１　第二の波状配列
１５１　第一の表面
１５２　第二の表面
１８０３　光束の入射面
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１６　集光手段
１６１　溝
１７　光伝送手段
１８　ライトパターン
１９　凹状キャビティ
１９１　反射面
１９２　充填材料

【図１ａ】

【図１ｂ】

【図２ａ】

【図２ｂ】
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【図３ａ】

【図３ｂ】

【図４ａ】

【図４ｂ】 【図４ｃ】
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