
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　反射板と、
　前記反射板上において、それぞれが複数の発光領域のそれぞれに対応するように設けら
れた複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の各々の状態を規定する周期的な駆動信号を前記複数の発光素子の
各々に対して付与する制御装置と
　を備え、前記複数の発光素子からの光を、光変調層を有する表示パネルに対して照射す
るための照明装置であって、
　前記制御装置は、前記複数の発光素子の に対して、

照明装置。
【請求項２】
　前記反射板上に設けられた少なくとも１つの仕切り部材をさらに有し、前記少なくとも
１つの仕切り部材によって、前記複数の発光領域が規定されている請求項１に記載の照明
装置。
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それぞれ 前記発光素子を第１の状態
に制御する第１の信号強度および前記第１の状態よりも発光強度が弱い第２の状態に制御
する第２の信号強度を１周期内に含む駆動信号を、前記表示パネルに入力される垂直同期
信号に同期して付与し、
　１周期内において前記第１の状態にある期間の割合を、前記複数の発光素子のうちの少
なくとも１つの発光素子において、他の発光素子においてよりも長くし、それによって輝
度ムラが低減されている



【請求項３】
　 請求項１また
は２に記載の照明装置。
【請求項４】
　前記制御装置は、前記複数の発光素子のそれぞれを異なるタイミングで第１の状態およ
び第２の状態に制御する請求項 に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記第２の状態は、消灯状態である請求項 に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記第２の状態は、減光状態である請求項 に記載の照明装置。
【請求項７】
　反射板と、
　前記反射板上に設けられ、複数の発光領域を規定する少なくとも１つの仕切り部材と、
　前記反射板上において、それぞれが、前記複数の発光領域の各々に対応するように設け
られた複数の発光素子と、
　前記複数の発光素子の各々の状態を規定する駆動信号を前記複数の発光素子の各々に対
して付与する制御装置と、
　それぞれが前記複数の発光領域のそれぞれに対応して設けられ、前記複数の発光領域の
それぞれの輝度を検出することができる複数の検出器と
　を備え
　

照明装置。
【請求項８】
　 請求項 に
記載の照明装置。
【請求項９】
　前記制御装置は、前記複数の発光素子のそれぞれを異なるタイミングで第１の状態およ
び第２の状態に制御する請求項 に記載の照明装置。
【請求項１０】
　前記第２の状態は、消灯状態である請求項 に記載の照明装置。
【請求項１１】
　前記第２の状態は、減光状態である請求項 に記載の照明装置。
【請求項１２】
　前記少なくとも１つの仕切り部材は、所定の方向に沿って延びる細長い形状を有する請
求項２または に記載の照明装置。
【請求項１３】
　一対の基板および前記一対の基板間に挟持される液晶層を含む液晶パネルと、
　前記液晶パネルの背面側に設けられた請求項 に記載の照明装置と
　を備える液晶表示装置であって、
　前記一対の基板のうちの一方の基板には、互いに略平行に配置された複数の走査線が設
けられており、
　前記複数の走査線が延びる方向と、前記少なくとも１つの仕切り部材が延びる方向とが
略平行である液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
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前記少なくとも１つの発光素子は両端に配置された２つの発光素子を含む

１から３のいずれか

１から４のいずれか

１から４のいずれか

、
前記制御装置は、前記検出器の出力に応じて、前記複数の発光素子のそれぞれに対して

、前記発光素子を第１の状態に制御する第１の信号強度および前記第１の状態よりも発光
強度が弱い第２の状態に制御する第２の信号強度を１周期内に含む駆動信号を、前記表示
パネルに入力される垂直同期信号に同期して付与し、
　１周期内において前記第１の状態にある期間の割合を、前記複数の発光素子のうちの少
なくとも１つの発光素子において、他の発光素子においてよりも長くし、それによって輝
度ムラが低減されている

前記少なくとも１つの発光素子は両端に配置された２つの発光素子を含む、 ７

７または８

７から９のいずれか

７から９のいずれか

７

１２



【発明の属する技術分野】
本発明は、液晶表示装置のバックライトなどとして用いられる照明装置およびそれを用い
た表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は、軽量、薄型、低消費電力などの特徴を有しているため、ＯＡ用機器、車
載用テレビ、ビデオカメラ用モニタ等において広く用いられている。しかしながら、液晶
表示装置を用いて高速の動画を表示した場合、電圧を印加したときの液晶の応答が遅いこ
と等によって、残像や像のにじみなどが観察されるなど、表示品位の低下が生じることが
あった。
【０００３】
透過型の液晶表示装置において高品位な動画を表示させる方法としては、バックライトか
らの光を間欠的に照射させるという技術が知られている。この方法では、バックライトが
点灯している期間だけ画像が瞬時的に観察者に観察され、人間の目に映る残像が適切に制
御されるため、バックライトを常時点灯させる場合に比べてより良好な動画表示を実現す
ることが可能になる。
【０００４】
バックライトを所定期間だけ点灯させる液晶表示装置は、例えば、特開平１－０８２０１
９号公報、特開平１１－２０２２８５号公報、特開平１１－２０２２８６１９号公報など
に記載されている。特開平１１－２０２２８５号公報および特開平１１－２０２２８６１
９号公報に記載の液晶表示装置では、バックライト（照明部）に、液晶パネルの垂直走査
方向（すなわち、複数の走査線が順次駆動されていく方向）に沿って並ぶ複数の発光領域
が設けられている。各発光領域に備えられた発光素子は、液晶パネルに入力される垂直同
期信号に同期して順次点灯および消灯させられる。このようにして複数の発光領域を垂直
走査方向に沿って順次発光（スキャン発光）させれば、各画素において、液晶が応答して
いる状態で所定の期間だけ表示が行われるため、良好な動画表示が行われ得る。
【０００５】
図２４（ａ）および（ｂ）は、上述のようなスキャン発光を行なうための従来のバックラ
イトの構成の一例を示す。このバックライト９００は、反射板９０、拡散板９２、および
これらの間に配置された複数の発光素子９４を備えている。複数の発光素子９４のそれぞ
れは独立して駆動され得、各発光素子を順次点灯および消灯させるように制御することで
、拡散板９２上の所定の領域を順次発光させることができる。
【０００６】
また、バックライト９００には、各発光素子９４間において隣接する発光素子同士を仕切
る、仕切り部材（不図示）が設けられていても良い。このような仕切り部材が設けられて
いる場合、各発光素子から発せられた光の多くは、仕切り部材によって規定される、拡散
板９２上の対応する領域（発光領域）に向かう。このようにすれば、仕切り部材を設けな
い場合に比べて、所定の発光領域の発光効率を向上させることができる。これにより、各
発光領域において、所望の発光強度を実現しながらも、発光素子の点灯時間を実質的にも
十分短いパルス時間幅に設定することができ、高速動画表示においてより良好な表示品位
を得ることが可能である。
【０００７】
【発明が解決しようとする課題】
上述のように、複数の仕切り部材が設けてあり、その仕切り部材によってバックライトの
発光面が複数の発光領域に分割されている場合、ある発光素子が照明する発光領域に対し
て、隣接する発光素子の発する光が影響を及ぼすことが防止され、十分短いパルス時間幅
で発光領域を照明することが出来る。
【０００８】
しかし、このように仕切り部材によって発光領域が分割されている場合、各発光領域毎に
発光強度が異なると、輝度ムラとして目立ち易くなるという問題があった。例えば、上述
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のように仕切り部材によって、隣接する発光素子の発する光の影響が低減されてはいるが
、すぐ隣の発光素子の影響を完全になくすことは困難であり、ある程度隣接する発光素子
の影響を受ける。その時、照明部の各発光領域の両端部分では片側の隣に発光素子が無く
、一方向からの入射光しかないため、他の部分に比べて発光領域の輝度が低下する。従っ
て、表示パネルの両端部ではその他の部分よりも画像が暗く観察されるという問題が生じ
る。
【０００９】
また、すぐ隣の発光素子の影響を完全になくすことができたとしても、各素子間に発光特
性のばらつきがあると、輝度ムラが観察されることがある。なお、このような問題は、発
光素子間に仕切り部材を設けない構造を有する照明装置を用いる場合にも起こり得ること
で、例えば、複数並んだ発光素子のうち、ある１本が輝度低下を招いた場合などにも同様
の輝度ムラが生じてしまう。
【００１０】
本発明は、上記問題点を解決するためになされたものであり、輝度ムラが低減された照明
装置、およびそれを用いることによって表示品位が向上された画像表示装置を提供するこ
とを目的とする。
【００１１】
【課題を解決するための手段】
本発明の照明装置は、反射板と、前記反射板上において、それぞれが複数の発光領域のそ
れぞれに対応するように設けられた複数の発光素子と、前記複数の発光素子の各々の状態
を規定する周期的な駆動信号を前記複数の発光素子の各々に対して付与する制御装置とを
備え、前記複数の発光素子からの光を、光変調層を有する表示パネルに対して照射するた
めの照明装置であって、前記制御装置は、前記複数の発光素子のうちの少なくとも２つの
発光素子に対して、互いに実質的に異なる種類の駆動信号を付与することができる。
【００１２】
好ましい実施形態において、前記反射板上に設けられた少なくとも１つの仕切り部材をさ
らに有し、前記少なくとも１つの仕切り部材によって、前記複数の発光領域が規定されて
いる。
【００１３】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記複数の発光素子のそれぞれに対して、
前記発光素子を第１の状態に制御する第１の信号強度および前記第１の状態よりも発光強
度が弱い第２の状態に制御する第２の信号強度を１周期内に含む駆動信号を付与する。
【００１４】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記複数の発光素子のそれぞれを異なるタ
イミングで第１の状態および第２の状態に制御する。
【００１５】
好ましい実施形態において、前記第２の状態は、消灯状態である。
【００１６】
好ましい実施形態において、前記第２の状態は、減光状態である。
【００１７】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記少なくとも２つの発光素子のそれぞれ
に対して、前記１周期内における前記第１の信号強度を有する時間が互いに異なる駆動信
号を付与する。
【００１８】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記少なくとも２つの発光素子のそれぞれ
に対して、互いに異なる最大信号強度を有する駆動信号を付与する。
【００１９】
本発明の照明装置は、反射板と、前記反射板上に設けられ、複数の発光領域を規定する少
なくとも１つの仕切り部材と、前記反射板上において、それぞれが、前記複数の発光領域
の各々に対応するように設けられた複数の発光素子と、前記複数の発光素子の各々の状態
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を規定する駆動信号を前記複数の発光素子の各々に対して付与する制御装置と、それぞれ
が前記複数の発光領域のそれぞれに対応して設けられ、前記複数の発光領域のそれぞれの
輝度を検出することができる複数の検出器とを備える。
【００２０】
好ましい実施形態において、前記検出器の出力に応じて、前記制御装置は、前記複数の発
光素子の各々に対して付与する前記駆動信号を変化させる。
【００２１】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記複数の発光素子のそれぞれに対して、
前記発光素子を第１の状態に制御する第１の信号強度および前記第１の状態よりも発光強
度が弱い第２の状態に制御する第２の信号強度を１周期内に含む周期的な駆動信号を付与
する。
【００２２】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記複数の発光素子のそれぞれを異なるタ
イミングで第１の状態および第２の状態に制御する。
【００２３】
好ましい実施形態において、前記第２の状態は、消灯状態である。
【００２４】
好ましい実施形態において、前記第２の状態は、減光状態である。
【００２５】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記複数の発光素子のうちの少なくとも２
つの発光素子のそれぞれに対して、前記１周期内における前記第１の信号強度を有する時
間が互いに異なる駆動信号を付与する。
【００２６】
好ましい実施形態において、前記制御装置は、前記複数の発光素子のうちの少なくとも２
つの発光素子のそれぞれに対して、互いに異なる最大信号強度を有する駆動信号を付与す
る。
【００２７】
好ましい実施形態において、前記少なくとも１つの仕切り部材は、所定の方向に沿って延
びる細長い形状を有する。
【００２８】
本発明の液晶表示装置は、一対の基板および前記一対の基板間に挟持される液晶層を含む
液晶パネルと、前記液晶パネルの背面側に設けられ、上記所定の方向に沿って延びる細長
い形状を有する仕切り部材を備えた上記照明装置とを備える液晶表示装置であって、前記
一対の基板のうちの一方の基板には、互いに略平行に配置された複数の走査線が設けられ
ており、前記複数の走査線が延びる方向と、前記少なくとも１つの仕切り部材が延びる方
向とが略平行である。
【００２９】
以下、本発明の作用を説明する。
【００３０】
本発明の照明装置によれば、複数の発光領域のそれぞれに対応して発光素子が設けられて
いるが、制御装置が、異なる発光素子に対して互いに実質的に異なる種類の駆動信号を付
与することによって、これらの発光素子の発光強度を異なる状態に制御し得る。このよう
に発光領域毎に発光状態を独立して制御できれば、例えば、隣接する発光素子が発する光
の影響などによって、各発光素子の発光強度が同じであるのに対応する発光領域の輝度が
異なるような場合であっても、発光素子の発光強度を敢えて互いに異なる状態にすること
で、発光領域毎の輝度を均一にすることができる。これにより、照明装置全体として均一
な輝度の偏りのない光を出射させることが可能になる。このような照明装置を用いて構成
された液晶表示装置は、高速な動画を適切に表示することが可能である。
【００３１】
なお、本明細書において、「互いに実質的に異なる種類の駆動信号」は、波形または振幅
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が異なる信号を含み、波形および振幅が同一で位相のみが異なる信号を含まない。また、
「互いに実質的に異なる種類の駆動信号」とは、同一の発光素子に対して各駆動信号を印
加した場合に、光量（ここでは駆動信号の周期に対して十分長い所定の時間が経過したと
きの光線の量を意味する）または発光強度（ここでは上記光量の時間平均を意味する）が
有意な差を示す程度に波形または振幅が異なる信号を指す。なお、駆動信号は、発光素子
に印加され経時変化する電圧または電流自体であり得る。例えば、所定の大きさの電圧を
間欠的に印加することによって発光素子を点灯および消灯させる場合、駆動信号は、所定
の大きさと０との間で強度が経時的に変化する電圧を意味する。
【００３２】
【発明の実施の形態】
（実施形態１）
以下、図１～図１９を参照しながら本発明による照明装置の第１の実施形態を説明する。
なお図面を通して、同様の機能を有する部材には同様の参照符号を付して説明する。
【００３３】
まず、図１（ａ）および（ｂ）を参照する。図１（ａ）は、本実施形態の照明装置１００
の平面図であり、図１（ｂ）は図１（ａ）のｘ－ｘ線断面図である。図示するように、照
明装置１００は、例えば縦３２ｃｍ×横４０．５ｃｍ×厚さ２．５ｃｍのサイズを有して
おり、反射面７ａを有する反射板７と、この反射板７の反射面７ａと対向するように設け
られた拡散板６と、これらの間に配置される複数の発光素子２とを筐体５において備えて
いる。
【００３４】
反射板７には、所定の方向ｄ１に沿って延びる複数の仕切り部材１が設けられており、こ
の仕切り部材１によって照明装置１００の発光面１００Ｓには複数の発光領域４が規定さ
れている。なお、仕切り部材１と反射板７とは、同一の材料（例えば、ＰＣ（ポリカーボ
ネート）、ＡＢＳ（アクリロニトリル・ブタジエン・スチレン）などのプラスチック材料
）で一体的に作製されていてもよいし、これらを別々の材料で作製した後で反射板７上に
仕切り部材１を形成するようにしてもよい。また、仕切り部材１は必ずしも反射板７と固
定されている必要はない。なお、光の利用効率を向上させるために、仕切り部材１は反射
性を有していることが望ましい。
【００３５】
発光素子２のそれぞれは、発光領域４のそれぞれに対応するように、隣接する一対の仕切
り部材１の間に配置されている。なお、図には１つの発光領域４に対して１つの発光素子
２を設けた場合を示しているが、１つの発光領域４に対して複数の発光素子２を設けるよ
うにしてもよい。発光素子２としては、例えば冷陰極管を用いることができる。
【００３６】
また、図１（ａ）に示すように、照明装置１００には、発光素子２のそれぞれに対して接
続された制御回路３によって構成される点灯制御部３０が設けられている。点灯制御部３
０は、各発光素子２に付与される電流または電圧などの駆動信号を制御することによって
、各発光素子２の発光状態を個々に制御する機能を有している。なお、点灯制御部３０は
、各発光素子２の発光状態を個別に制御できる限り上記形態に限られず、発光素子２の各
々に対して接続された１つの制御回路から構成されていても良い。
【００３７】
なお、上述のように発光素子間に仕切り部材が設けられている場合、発光面において仕切
り部材１が設けられている部分に影が形成される場合があるが、本実施形態のように拡散
板６を設けていれば、このような仕切り部材１による影の影響を低減することが可能であ
る。
【００３８】
次に、図２（ａ）および（ｂ）を参照しながら、光変調層として液晶層を用いた液晶パネ
ル３００に対して照明装置１００を用いる例を説明する。なお、照明装置１００の反射板
７としては、仕切り部材１の高さｈ１が約６ｍｍの反射板（反射Ｉ）を使用し、発光素子
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２と拡散板６との間の距離ｈ２が約１７ｍｍに設定されている。なお、発光素子２として
は冷陰極管を用いている。
【００３９】
図３は液晶パネル３００の構成を示す。図示するように液晶パネル３００には、互いに略
平行に配置された複数（例えば４８０本）の走査線３１と、この複数の走査線３１と交差
するように形成された複数（例えば６００本）の信号線３２とが形成されている。走査線
３１と信号線３２との交差部のそれぞれの近傍には、これらに接続されたＴＦＴ（薄膜ト
ランジスタ）などのスイッチング素子３３が設けられている。スイッチング素子３３はま
た、液晶層３４に電圧を印加するための画素電極３５にも接続されている。なお、図３で
は、液晶パネルの一部を拡大して示しており、図２に示した１つの発光領域４の幅と、多
数（例えば８０本）の走査線３１の幅とが対応する。
【００４０】
この液晶パネル３００において、走査線３１に与えられる走査パルス信号に応じてスイッ
チング素子３３がオン状態にされたときに、信号線３２を介して所定の電圧信号が画素電
極３５に与えられる。これにより、画素電極３５と対向電極３６との間に挟まれる液晶層
３４に印加する電圧が制御され、画像の表示が行なわれる。
【００４１】
このような液晶パネル３００に対して照明装置１００を用いる場合、照明装置１００に設
けられた仕切り板の延びる方向ｄ１（図２参照）と、液晶パネルに設けられた走査線３１
の延びる方向ｄ２とが一致するようにこれらが配置される。走査線３１は、図において矢
印ｄ３で示す方向に所定の周期で順次走査されていく（この方向を垂直走査方向と呼ぶ）
が、仕切り板の延びる方向ｄ１は、垂直走査方向ｄ３と直交する方向である。このように
すれば、照明装置１００の複数の発光領域４は、液晶パネル３００の垂直走査方向ｄ３に
沿って並べられることになる。従って、液晶パネル３００において画素が垂直走査方向ｄ
３に沿って順次書き換えられるのに対応させて、照明装置１００の複数の発光領域４を順
次発光させることができる。
【００４２】
再び図２を参照する。ある１つの発光領域４に設置された発光素子２が発する光は、仕切
り部材１が存在するため、その大部分が対応する領域を照明するために使用されるが、近
隣の発光領域４へも影響を及ぼす。
【００４３】
反射板Ｉを用いた場合に、所定の発光素子２（ここでは発光領域▲３▼に対応する発光素
子（または冷陰極管）▲３▼）が、対応する発光領域▲３▼以外の他の発光領域へ及ぼす
影響を輝度計を用いて測定した結果を図４に示す。図４からわかるように、点灯している
発光素子▲３▼に対応する発光領域▲３▼における最大輝度を１００％とした場合、輝度
にして、その隣の発光領域▲２▼▲４▼へは約３０％、更にその隣の領域▲１▼▲５▼へ
は約１０％、それより外側の発光領域▲６▼においては誤差範囲の影響を及ぼす。
【００４４】
このような反射板Ｉを用い、上から順に▲１▼～▲６▼と番号をつけた６本の発光素子２
を設置し、発光面において６つの発光領域４（▲１▼～▲６▼）が規定された照明装置と
液晶パネル３００とを組み合わせた場合を説明する。ここでは、各発光素子２が、液晶パ
ネル３００に入力される垂直同期信号に同期して順次発光・消光するように点灯制御部３
０を構成した。各発光素子に与えられる駆動信号（電圧信号または電流信号）は、液晶パ
ネル３００の垂直走査期間と同じ周期を有する周期的な信号である。
【００４５】
一例として、図５に示すように、各発光素子（冷陰極管）２を点灯させる時間を１垂直走
査期間Ｔ１の５０％とし、残りの５０％を消灯するようにして、各発光素子の発光のタイ
ミングをずらしてスキャン発光させた。すなわち、制御部３０は、１周期内において、発
光素子を点灯状態にできる信号強度（所定の最大電圧値や最大電流値）の期間が５０％で
、消灯状態にできる信号強度（電圧値または電流値が０）の期間が５０％の駆動信号を、
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各発光素子毎に位相をずらして付与する。なお、各発光素子の発光のタイミングは、その
発光素子が設けられた発光領域に対応する液晶パネル３００内の所定の表示領域において
映像信号が入力され始めるタイミングに応じて決定される。上記液晶パネルにおける所定
の表示領域において、複数の走査線（例えば、８０本）が設けられているが、表示領域に
映像信号が入力され始めるタイミングとは、表示領域内の先頭の走査線に対して走査パル
ス信号が入力され、これによって、その走査線に接続された画素に映像信号が入力される
タイミングを意味するものとする。
【００４６】
このとき、各発光領域▲１▼～▲６▼の輝度を測定した結果、図６に示すように、中央の
発光領域▲３▼▲４▼では３６０ｃｄ／ｍ 2、すぐ隣の発光領域▲２▼▲５▼では３４０
ｃｄ／ｍ 2、その隣つまり両端の発光領域▲１▼▲６▼では２８０ｃｄ／ｍ 2であった。各
発光領域の輝度をまとめると、▲１▼２８０ｃｄ／ｍ 2、▲２▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲３▼
３６０ｃｄ／ｍ 2、▲４▼３６０ｃｄ／ｍ 2、▲５▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲６▼２８０ｃｄ
／ｍ 2となった。
【００４７】
この結果は、１つの発光素子２が、各発光領域４に対して及ぼす影響が、点灯している発
光領域で１００％、その隣で約３０％、更にその隣で１０％となるという、上記の発光素
子が他の発光領域へ及ぼす影響の測定結果に対応している。
【００４８】
この時生じた輝度ムラを補正するために、図７に示すように、各発光領域に対応する発光
素子の１垂直走査期間内における点灯時間を、両端部の発光領域▲１▼および▲６▼で７
０％、発光領域▲２▼～▲５▼で５０％に調整した。すなわち、制御部３０において、発
光領域▲１▼および▲６▼の発光素子に設けられた制御回路３を、１周期内におけるオン
状態の期間が７０％の駆動信号を発光素子に供給するように設定し、発光領域▲２▼～▲
５▼発光素子に設けられた制御回路３を、１周期内におけるオン状態の期間が５０％の駆
動信号を発光素子に供給するように設定した。
【００４９】
その結果、発光領域▲１▼～▲６▼で輝度を約３６０ｃｄ／ｍ 2と均一にすることができ
た。これにより、全体を見たときに輝度ムラの無い照明装置が得られ、液晶パネルと組み
合わせたときに良好な高速動画表示を得ることが出来た。
【００５０】
このような良好な高速動画表示を得るには、６本の発光素子２を使用して各発光素子の点
灯時間を１垂直走査期間の５０％とした場合、１垂直走査期間の有効走査期間（垂直走査
期間から垂直帰線期間（すなわち、左上隅から右下隅まで走査した走査線が、再び左上隅
に戻るまでの時間）を引いた期間）を６等分して、各発光素子２の発光・消光タイミング
を例えば次のように決定することが好ましい。
【００５１】
図８に示すように液晶パネル３００に垂直同期信号が入力され、発光領域▲１▼に対応す
る表示領域（表示領域▲１▼と呼ぶ）へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して
発光素子▲１▼は消灯し、液晶分子が応答している間は消灯したままであるが、１垂直走
査期間の３０％が経過した時点で、残り７０％の時間だけ点灯させる。そして、発光領域
▲２▼に対応する表示領域▲２▼へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して発光
素子▲２▼は消灯し、液晶分子が応答している間は消灯したままであるが、１垂直走査期
間の５０％が経過した時点で、残り５０％の時間だけ点灯する。発光領域▲３▼、▲４▼
、▲５▼については発光領域▲２▼と同じように、対応する表示領域▲３▼、▲４▼、▲
５▼へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して発光素子▲３▼、▲４▼、▲５▼
は消灯し、１垂直走査期間の５０％が経過した時点で、残り５０％の時間だけ点灯する。
発光領域▲６▼については、対応する表示領域▲６▼へ映像信号の入力が開始されると、
それと同期して発光素子▲６▼は消灯し、１垂直走査期間の３０％が経過した時点で、残
り約７０％の時間だけ点灯する。

10

20

30

40

50

(8) JP 3850241 B2 2006.11.29



【００５２】
高速動画表示時の残像や像のにじみをなくすためには、液晶分子の応答中（すなわち、映
像信号の入力が開始された初期の段階）の透過光をなくすことが重要である。点灯制御部
３０によって上述のように各発光素子２を作動させれば、液晶分子が応答中である画素は
表示されず、液晶分子が応答後の所定の状態とされた画素のみが表示されるため、良好な
動画を表示させることができる。このように、適切な動画表示のためには、発光素子２の
消灯のタイミングが重要となるため、消灯のタイミングを基準として、各発光素子の消灯
および点灯の動作を制御することが望ましい。この場合、各発光素子の点灯時間の調整は
、点灯開始のタイミングを適宜変更することで行なえばよい。なお、上述のような制御を
行なうために、点灯制御部３０として、例えば、特開平１１－２０２８５号公報に記載さ
れているような制御回路を利用することができ、このように構成された制御回路において
、各発光素子毎に消灯および点灯のタイミングを適切に制御するようにすれば良い。
【００５３】
このように本実施形態の照明装置では、各発光領域毎に設けられた発光素子を所定の周期
で順次点灯および消灯させることで発光領域毎に順次スキャン発光させるとともに、制御
部３０によって、発光素子のそれぞれに対して、異なる種類の（すなわち、１周期内にお
けるオン状態の期間が異なる）駆動信号が与えることで、各発光領域の発光強度を独立し
て制御することができる。これによって場所によって輝度の偏りがない均一な発光面を有
する照明装置を提供することができる。
【００５４】
次に、図９に示すように、別の反射板 IIを用いて構成された照明装置を説明する。反射板
IIは、仕切り部材１の高さｈ１が７ｍｍであり、反射板Ｉのそれよりも高いことを除いて
、反射板Ｉと同様の構成を有している。また、反射板以外の構成は、上述の照明装置と同
様である。
【００５５】
この反射板 IIを用いた場合に、１つの発光素子が他の発光領域へ及ぼす影響を、輝度計を
用いて測定したところ、図１０に示すように、点灯している発光素子２に対応する発光領
域▲３▼を１００％とすると、その隣の発光領域▲２▼▲４▼へは約２０％、それ以降は
誤差範囲となることがわかった。
【００５６】
このような反射板 IIを用い、上から順に▲１▼～▲６▼と番号をつけた６本の発光素子２
を設置し、発光面において６つの発光領域４（▲１▼～▲６▼）が規定された照明装置と
液晶パネル３００とを組み合わせる。ここでも、各発光素子が、液晶パネルに入力される
垂直同期信号に同期して順次発光および消光するように点灯制御部３０を構成し、各発光
素子には、液晶パネル３００の垂直走査期間と同じ周期を有する周期的な駆動信号を付与
している。
【００５７】
一例として、図１１に示すように、各発光素子２を点灯させる時間を１垂直走査期間Ｔ１
の６０％とし、残り４０％を消灯するようにして、各発光領域の輝度を測定した。その結
果、図１２に示すように、発光領域▲２▼～▲５▼で３４０ｃｄ／ｍ 2、両端の発光領域
▲１▼および▲６▼では２９０ｃｄ／ｍ 2であった。各発光領域の輝度をまとめると、▲
１▼２９０ｃｄ／ｍ 2、▲２▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲３▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲４▼３４０
ｃｄ／ｍ 2、▲５▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲６▼２９０ｃｄ／ｍ 2となった。これは、１つの
発光素子が他の発光領域へ及ぼす影響が、点灯している発光領域で１００％、その隣で約
２０％となるためである。
【００５８】
この時生じた輝度ムラを補正するために、図１３に示すように、各発光領域に対応する発
光素子の１垂直走査期間内における点灯時間を、両端部の発光領域▲１▼および▲６▼で
７３％、 1つ内側の発光領域▲２▼および▲５▼で５７％、中央部の発光領域▲３▼およ
び▲４▼で６０％に調整した。その結果、発光領域▲１▼～▲６▼で輝度を約３４０ｃｄ
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／ｍ 2と均一にすることができた。これにより、全体を見たときに輝度ムラの無い照明装
置が得られ、液晶パネルと組み合わせたときに良好な高速動画表示を得ることが出来た。
【００５９】
このような良好な高速動画表示を得るには、６本の発光素子２を使用して各発光素子の点
灯時間を１垂直走査期間の６０％とした場合、１垂直走査期間の有効走査期間を６等分し
て、各発光素子２の発光・消光タイミングを例えば次のように決定することが好ましい。
【００６０】
図１４に示すように、液晶パネル３００に垂直同期信号が入力され、発光領域▲１▼に対
応する表示領域へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して▲１▼の発光素子は消
灯し、液晶分子が応答している間は消灯したままであるが、１垂直走査期間の約２７％が
経過した時点で、残り約７３％の時間だけ点灯させる。そして、発光領域▲２▼に対応す
る表示領域へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して▲２▼の発光素子は消灯し
、液晶分子が応答している間は消灯したままであるが、１垂直走査期間の４３％が経過し
た時点で、残り５７％の時間だけ点灯する。発光領域▲３▼、▲４▼については、対応す
る表示領域へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して発光素子は消灯し、１垂直
走査期間の４０％が経過した時点で、残り６０％の時間だけ点灯する。発光領域▲５▼で
は、対応する表示領域へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して発光素子は消灯
し、１垂直走査期間の４３％が経過した時点で、残りの５７％の時間だけ点灯する。発光
領域▲６▼では、対応する表示領域へ映像信号の入力が開始されると、それと同期して発
光素子は消灯し、１垂直走査期間の２７％が経過した時点で、残りの７３％の時間だけ点
灯する。
【００６１】
この場合にも、反射板Ｉを用いた場合と同様に、液晶分子の応答中の透過光をなくすため
に、消灯のタイミングを基準として各発光素子の消灯および点灯の動作を制御し、各発光
素子の点灯時間の調整を点灯開始のタイミングを適宜変更することで行なうことが好まし
い。
【００６２】
次に、図１５に示すように、別の反射板 IIIを用いて構成された照明装置を説明する。反
射板 IIIは、仕切り部材１が反射板７と拡散板６とに密着していることを除いて、反射板
Ｉと同様の構成を有している。また、反射板以外の構成は、上述の照明装置と同様である
。
【００６３】
この反射板 IIIを用いた場合に、１つの発光素子が他の発光領域へ及ぼす影響を、輝度計
を用いて測定したところ、点灯している冷陰極管部分を１００％とすると、その隣の発光
領域ではほぼ誤差範囲であった。一般にこのように完全に仕切る構造を採ると、仕切り上
に影ができるなどの問題を生じ好ましくないが、拡散板の構造を変えたりレンズシート構
成を加えるなどの方法で、このような問題を回避することが可能である。
【００６４】
このような反射板 IIIを用い、上から順に▲１▼～▲６▼と番号をつけた６本の発光素子
２を設置し、発光面において６つの発光領域４が規定された照明装置と液晶パネル３００
とを組み合わせる。ここでも、各発光素子が、液晶パネル３００に入力される垂直同期信
号に同期して順次発光および消光するように点灯制御部３０を構成し、各発光素子には、
液晶パネル３００の垂直走査期間と同じ周期を有する周期的な駆動信号を付与している。
【００６５】
一例として、図１６に示すように、各発光素子２を点灯させる時間を１垂直走査期間Ｔ１
の５０％とし、残り５０％を消灯して、各発光領域の輝度を測定した。その結果、図１７
に示すように、発光領域▲３▼を除く発光領域▲１▼、▲２▼、および▲４▼～▲６▼で
は４５０ｃｄ／ｍ 2であったが、発光領域▲３▼だけが４００ｃｄ／ｍ 2であった。各発光
領域の輝度をまとめると、▲１▼４５０ｃｄ／ｍ 2、▲２▼４５０ｃｄ／ｍ 2、▲３▼４０
０ｃｄ／ｍ 2、▲４▼４５０ｃｄ／ｍ 2、▲５▼４５０ｃｄ／ｍ 2、▲６▼４５０ｃｄ／ｍ 2
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となった。これは、発光領域▲３▼に対応する発光素子の発光効率が、その他の発光素子
に比べて低下していたためと考えられる。
【００６６】
この時生じた輝度ムラを補正するために、図１８に示すように、各発光領域に対応する発
光素子の１垂直走査期間内における点灯時間を、発光領域▲３▼以外の領域▲１▼、▲２
▼、および▲４▼～▲６▼で５０％、発光領域▲３▼のみ５６％と調整した。その結果、
発光領域▲１▼～▲６▼で輝度を約４５０ｃｄ／ｍ 2と均一にすることができた。これに
より、全体を見たときに輝度ムラの無い照明部が得られ、液晶パネルと組み合わせたとき
に良好な高速動画表示を得ることが出来た。
【００６７】
この時の冷陰極管の点灯・消灯のタイミングは図１９に示すように反射板Ｉを用いた場合
と同じであり、点灯時間の調整は点灯開始のタイミングを変更することで行なうことが好
ましい。
【００６８】
以上説明した実施形態では、１つの発光素子が１垂直走査期間中に点灯と消灯を行う例を
示したが、消灯させる代わりにその期間減光させるようにしても良い。このようにしても
、発光面の輝度の均一な高速動画表示に適した照明装置を実現することができる。この時
の減光とは、輝度が点灯時よりも低く、消灯時よりも高いことを言う。このように完全に
消灯させずに減光させると、発光体へのダメージを防止し耐久寿命を延ばすことができる
とともに、消灯期間が無いため表示輝度を著しく低下させることがない。
【００６９】
また、本実施の形態では、複数の発光素子をスキャン発光する場合についての例を述べた
が、普通に常時点灯している場合についても点灯制御部によって発光素子に流れる電流や
印加される電圧の大きさ（すなわち、駆動信号の最大信号強度）を調節するなどして発光
強度を調節することができる。
【００７０】
（実施形態２）
以下、図２０～２３を参照しながら本発明による照明装置の第２の実施形態を説明する。
なお図面を通して、同様の機能を有する部材には同様の参照符号を付して説明する。
【００７１】
図２０に示すように、本実施形態の照明装置２００は、実施形態１で説明した照明装置１
００において、各発光領域毎の輝度を計測するための計測器１０と、その情報を各点灯制
御部３０へフィードバックさせる手段（不図示）とが設けられた構成を有する。
【００７２】
計測器１０としては、例えばフォトダイオードを用いることができ、これによって各発光
領域における輝度の時間変化や、発光領域毎の輝度の差を検出することができる。なお、
計測器１０としては、各発光領域の輝度を検出することができるものである限り、例えば
輝度計や光量計などの、種々の形態の計測器を用いることができる。例えば、点灯中に突
然ある部分の発光領域の輝度が低下した場合、計測器１０がその輝度の低下を検出するこ
とができる。計測器１０に接続されたフィードバック手段は、その情報を、発光素子２に
接続された点灯制御部３０へフィードバックする。この情報に基づいて、点灯制御部３０
は、発光領域の輝度補正を行なうことができる。このような事態は照明装置２００の両端
の部分に限ったことではなく、どの部分においても起こり得るため、各発光領域毎で輝度
を計測し、これによって各発光領域の輝度を管理する必要がある。
【００７３】
以下、本実施形態において、実施形態１と同様の反射板Ｉ、発光素子（冷陰極管）２、拡
散板６を用い、仕切り部材１によって規定される発光領域のそれぞれに対して１つの発光
素子が設けられた照明装置と、画像表示部としての液晶パネル３００とを用いた場合を説
明する。ただし、図２１に示すように、この照明装置では、反射板Ｉに設けられた仕切り
部材１によって８つの発光領域が規定されており、各発光領域に対応して８本の発光素子
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▲１▼～▲８▼が設けられている。
【００７４】
この照明装置においても、各発光素子▲１▼～▲８▼が、液晶パネル３００に入力される
垂直同期信号に同期して順次発光および消光するように点灯制御部３０を構成し、各発光
素子には、液晶パネル３００の垂直走査期間と同じ周期を有する周期的な駆動信号を付与
している。また、各発光領域に設けた計測器１０からの情報を、対応する発光素子に接続
された制御回路３へフィードバックさせている。各制御回路３は、計測器１０からの出力
（検出結果）に応じて、発光素子２に付与する駆動信号を変化させることができる。
【００７５】
一例として、各発光素子２を点灯させる時間を１垂直走査期間Ｔ１の５０％とし残り５０
％を消灯するような駆動信号を各発光素子に最初に与え、このときに計測器１０によって
検出された各発光領域の輝度の差がなくなるように、各駆動信号をフィードバック制御さ
せる場合を説明する。
【００７６】
フィードバック制御では、例えば、計測器１０によって検出された発光領域の輝度が所定
の目標輝度より小さい場合には、１垂直走査期間Ｔ１内における発光期間をより長くする
ような駆動信号を点灯制御部３０が発光素子に付与する。また、計測器１０によって検出
された発光領域の輝度が所定の目標輝度より大きい場合には、１垂直走査期間Ｔ１内にお
ける発光期間をより短くするような駆動信号を点灯制御部３０が発光素子に付与する。
【００７７】
例えば、ある発光領域を１垂直走査期間Ｔ１内において発光期間Ｔ o nだけ発光させたとき
に、その発光領域で輝度Ｌが計測された場合において、この輝度Ｌが目標輝度Ｌｔよりも
小さいときは発光期間Ｔ o nを１垂直走査期間Ｔ１の２％だけ増加させ、輝度Ｌが目標輝度
Ｌｔよりも大きいときは発光期間Ｔ o nを１垂直走査期間Ｔ１の２％だけ減少させる。さら
に、発光領域の輝度Ｌを計測し、この輝度Ｌと目標輝度Ｌｔとの比較結果に応じて、発光
期間Ｔ o nをさらに増加または減少させる制御を繰り返す。この動作は、好ましくは発光輝
度Ｌが目標輝度Ｌｔに近づくまで行なわれる。
【００７８】
なお、目標輝度Ｌｔの値は予め設定されていてもよいし、発光領域全ての平均輝度を目標
輝度Ｌｔとして用いるようにしてもよい。ただし、発光領域の平均輝度を用いる場合、目
標輝度Ｌｔの値が変動し、この値が発散することもあり得るため、その上限値と下限値と
を設定しておくことが望ましい。
【００７９】
また、上記には１垂直走査期間Ｔ１の２％だけ発光期間Ｔ o nを増加または減少させる例を
示したが、この増減分は適宜選択される。例えば、増減分を５％に設定した場合、実際の
発光輝度Ｌは、フィードバック制御された後にも、目標輝度Ｌｔに対して±５％程度のバ
ラツキを有し得るが、この程度の輝度のバラツキが、照明装置全体の輝度ムラとして観察
されないのであれば問題はない。また、増減分を小さくしすぎると、輝度の補正に時間が
かかるというような問題が生じるため、増減分は１％以上に設定することが望ましい。
【００８０】
なお、このようなフィードバック制御による輝度の補正は、１垂直走査期間Ｔ１内におい
て、それぞれの発光領域に対して順次行なうことが好ましいが、本来、輝度は急激に変動
するものではないため、１垂直走査期間Ｔ１に 1つの発光領域のみを補正したり、１秒間
に１つの発光領域を補正したりするようにしてもよい。
【００８１】
このようなフィードバック制御が行なわれた照明装置において、各発光素子が照明する発
光領域の輝度を測定したところ、各発光領域で約３６０ｃｄ／ｍ 2と均一にすることがで
きた。この時、各発光素子▲１▼～▲８▼に送られる駆動信号を測定したところ、図２２
からわかるように、１垂直走査期間Ｔ１内における点灯期間が、それぞれ、▲１▼７０％
、▲２▼５０％、▲３▼４８％、▲４▼５０％、▲５▼５０％、▲６▼４８％、▲７▼５

10

20

30

40

50

(12) JP 3850241 B2 2006.11.29



０％、▲８▼７０％であった。
【００８２】
これは、１つの発光素子が各発光領域へ及ぼす影響が、その発光素子に対応する発光領域
で１００％、その隣の発光領域で３０％、更にその隣の発光領域で１０％、それより遠い
発光領域で０％であると仮定した場合に、各発光素子の発光輝度が均一（目標輝度Ｌｔ）
になるような各発光素子の点灯期間を、以下のようにして計算によって求めた結果と略一
致する。すなわち、ｎ個の発光領域 [０，１，・・・，ｎ－１ ]における発光素子の輝度（
正面）をＹ [０，１，・・・，ｎ－１ ]とし、発光素子の１垂直走査期間Ｔ１内における点
灯時間率をｔ [０，１，・・・，ｎ－１ ]とし、さらに、上述の仮定に基づいて所定の発光
領域ｍ（０≦ｍ≦ｎ－１）に対応する発光素子が各発光領域に及ぼす影響をｆ m＝１００
％，ｆ m ± 1＝３０％，ｆ m ± 2＝１０％とすると、発光領域ｍの輝度Ｌ mは、Ｙ m - 2×ｔ m - 2

×ｆ m - 2＋Ｙ m - 1×ｔ m - 1×ｆ m - 1＋Ｙ m×ｔ m×ｆ m＋Ｙ m + 1×ｔ m + 1×ｆ m + 1＋Ｙ m + 2×ｔ m + 2×
ｆ m + 2で表される。このようにして各発光領域の輝度Ｌ 1・・・Ｌ n - 1を上述のような式で
表し、これをＬ 1＝Ｌ 2＝・・・＝Ｌ n - 1＝Ｌｔとして計算を行なえば、各発光素子の点灯
時間率ｔが求められる。この方法によれば、各発光素子▲１▼～▲８▼の点灯時間率の計
算値は▲１▼７０％、▲２▼４９％、▲３▼４８％、▲４▼５１％、▲５▼５１％、▲６
▼４８％、▲７▼４９％、▲８▼７０％であった。
【００８３】
ここで、上述の状態からさらに発光素子▲４▼の印加電圧を故意に落とし、８０％の輝度
としたが、フィードバック制御が行われることによって、輝度ムラは観測されず、各発光
領域の輝度を測定したところ３６０ｃｄ／ｍ 2と均一となった。この時、各発光素子▲１
▼～▲８▼に送られる駆動信号を測定したところ、図２３からわかるように、１垂直走査
期間Ｔ１内における点灯期間が、それぞれ、▲１▼７０％、▲２▼５０％、▲３▼４８％
、▲４▼６４％、▲５▼５０％、▲６▼４８％、▲７▼５０％、▲８▼７０％であった。
【００８４】
これは、各計測器１０が各発光領域４の輝度を検出し、▲４▼の発光素子の輝度低下によ
り各発光領域の輝度が、それぞれ、▲１▼２８０ｃｄ／ｍ 2、▲２▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲
３▼３５０ｃｄ／ｍ 2、▲４▼３２０ｃｄ／ｍ 2、▲５▼３５０ｃｄ／ｍ 2、▲６▼３６０
ｃｄ／ｍ 2、▲７▼３４０ｃｄ／ｍ 2、▲８▼２８０ｃｄ／ｍ 2となったために、発光素子
２の点灯制御回路３へ輝度差の情報がフィードバックされ、点灯制御回路３が点灯時間を
▲１▼７０％、▲２▼４９％、▲３▼４８％、▲４▼６３％、▲５▼５１％、▲６▼４８
％、▲７▼４９％、▲８▼７０％と調整したと考えると計算値と実測値が一致する。その
結果、全体を見たときに輝度ムラの無い照明部が得られ、良好な高速動画表示を得ること
が出来た。
【００８５】
本実施形態のように、各発光領域４に輝度を計測する手段を設けて輝度を常にモニターし
ながら各発光素子２を調節できれば、使用途中である発光素子のみが輝度低下をおこして
もすぐに調整可能となる。光量が不足する発光領域４では点灯制御回路３に信号を送り、
発光素子２の発光時間を長くするなどして輝度調整を行う。
【００８６】
なお、良好な高速動画表示を得るには、実施形態１と同様、液晶分子の応答中の透過光を
なくすことが重要で、発光素子２の消灯のタイミングが重要となるため、点灯時間の調整
は点灯開始のタイミングを変更することで行なうことが好ましい。
【００８７】
なお、上記には反射板Ｉを用いた例を説明したが、実施形態１で説明した他の反射板 II，
IIIを使用した場合にも、各発光素子に付与する駆動信号をフィードバック制御すること
で輝度調整を行なうことができ、各発光領域の輝度が均一な照明装置を得ることができる
。
【００８８】
以上説明した実施形態では、１つの発光素子が１垂直走査期間中に点灯と消灯を行う例を
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示したが、消灯させる代わりにその期間減光させるようにしても良い。このようにしても
、発光面の輝度の均一な高速動画表示に適した照明装置を実現することができる。この時
の減光とは、輝度が点灯時よりも低く、消灯時よりも高いことを言う。このように完全に
消灯させずに減光させると、発光体へのダメージを防止し耐久寿命を延ばすことができる
とともに、消灯期間が無いため表示輝度を著しく低下させることがない。
【００８９】
また、本実施の形態では、複数の発光素子をスキャン発光する場合についての例を述べた
が、常時点灯している場合についても点灯制御部によって発光素子に流れる電流や印加さ
れる電圧の大きさ（駆動信号の最大信号強度）を調節するなどして輝度を調節することが
できる。
【００９０】
【発明の効果】
本発明によれば、複数の発光領域が規定された照明装置において、各発光領域に対応して
設けられた発光素子のそれぞれを異なる発光状態に制御することができる。例えば、ある
１つの発光領域に設置された発光素子は、すぐ隣の発光領域へ影響を及ぼし得るが、両端
に位置する発光領域は隣に発光素子が１つしかなく、その影響が少ないために他の領域に
比べて輝度が低下されるおそれがある。このような場合にも、本発明によれば、両端の発
光領域に設けられた発光素子の発光強度をその他の発光素子よりも高くすることによって
、発光領域全体における輝度を均一にし、輝度ムラのない照明を行なうことができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本発明の第１の実施形態にかかる照明装置を示す図であり、（ａ）は平面図、
（ｂ）は（ａ）のｘ－ｘ線断面図である。
【図２】　反射板Ｉを有する照明装置を示す図であり、（ａ）は照明装置の平面図、（ｂ
）は、（ａ）のｘ－ｘ線断面図において液晶表示パネルを示す図である。
【図３】　液晶パネルを示す回路構成図である。
【図４】　反射板Ｉを用いた場合において、１つの発光素子が他の発光領域へ及ぼす影響
の輝度における規格値を示すグラフである。
【図５】　反射板Ｉを用いた場合において、各発光素子の発光時間と消光時間との関係を
示す図である。
【図６】　反射板Ｉを使用した例において、各発光領域の輝度を示すグラフである。
【図７】　反射板Ｉを使用した例において、輝度ムラを補正するために各発光素子の点灯
時間を調整した場合を示す図である。
【図８】　反射板Ｉを使用した例において、映像信号と、発光素子の発光および消光タイ
ミングとの関係を示す図である。
【図９】　反射板 IIを有する照明装置を示す図であり、（ａ）は照明装置の平面図、（ｂ
）は、（ａ）のｘ－ｘ線断面図において液晶表示パネルを示す図である。
【図１０】　反射板 IIを用いた場合において、１つの発光素子が他の発光領域へ及ぼす影
響の輝度における規格値を示すグラフである。
【図１１】　反射板 IIを用いた場合において、各発光素子の発光時間と消光時間との関係
を示す図である。
【図１２】　反射板 IIを使用した例において、各発光領域の輝度を示すグラフである。
【図１３】　反射板 IIを使用した例において、輝度ムラを補正するために各発光素子の点
灯時間を調整した場合を示す図である。
【図１４】　反射板 IIを使用した例において、映像信号と、発光素子の発光および消光タ
イミングとの関係を示す図である。
【図１５】　反射板 IIIを有する照明装置を示す図であり、（ａ）は照明装置の平面図、
（ｂ）は、（ａ）のｘ－ｘ線断面図において液晶表示パネルを示した図である。
【図１６】　反射板 IIIを用いた場合において、各発光素子の発光時間と消光時間との関
係を示す図である。
【図１７】　反射板 IIIを使用した例において、各発光領域の輝度を示すグラフである。
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【図１８】　反射板 IIIを使用した例において、輝度ムラを補正するために各発光素子の
点灯時間を調整した場合を示す図である。
【図１９】　反射板 IIIを使用した例において、映像信号と、発光素子の発光および消光
タイミングとの関係を示す図である。
【図２０】　本発明の第２の実施形態にかかる照明装置を示す図であり、（ａ）は平面図
、（ｂ）は（ａ）のｘ－ｘ線断面図である。
【図２１】　本発明の第２の実施形態にかかる別の照明装置を示す平面図である。
【図２２】　図２１に示す照明装置において、輝度ムラを補正するために各発光素子の点
灯時間を調整した場合における、映像信号と、発光素子の発光および消光タイミングとの
関係を示す図である。
【図２３】　図２１に示す照明装置において、輝度ムラを感知して各発光素子の点灯時間
を調整した場合における映像信号と、発光素子の発光および消光タイミングとの関係を示
す図である。
【図２４】　従来の照明装置を示す図であり、（ａ）は平面図、（ｂ）は（ａ）のｘ－ｘ
線断面図である。
【符号の説明】
１　仕切り部材
２　発光素子
３　制御回路
４　発光領域
５　筐体
６　拡散板
７　反射板
１０　計測器
３０　点灯制御部
１００、２００　照明装置
３００　液晶パネル
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【 図 １ 】 【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】

【 図 ５ 】

【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】

【 図 １ ４ 】

【 図 １ ５ 】 【 図 １ ６ 】

【 図 １ ７ 】
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【 図 １ ８ 】

【 図 １ ９ 】

【 図 ２ ０ 】

【 図 ２ １ 】 【 図 ２ ２ 】
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【 図 ２ ３ 】 【 図 ２ ４ 】
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