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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　液晶モジュールが載置される第１の載置部及び第２の載置部と、当該第１の載置部上又
は当該第２の載置部上に載置された液晶モジュールの上面から当該液晶モジュールの輝度
及び色度を測定する測定部と、を備える液晶モジュール輝度測定装置において、
　前記第１の載置部を、ｘ軸方向に移動させる載置部移動機構部と、
　前記第２の載置部を、所定軸を中心に回転させる載置部回転機構部と、
　前記測定部を、前記ｘ軸方向に直交するｙ軸方向に移動させる測定部移動機構部と、
　を備え、
　前記第２載置部及び前記載置部回転機構部は、前記液晶モジュール輝度測定装置に着脱
自在に備えられており、
　前記ｘ軸方向は、前記第１の載置部における前記被測定物を載置する載置面に対して平
行であるとともに、前記第１の載置部上に載置された液晶モジュールの短手方向と同一方
向であり、
　前記ｙ軸方向は、前記載置面に対して平行であるとともに、前記第１の載置部上に載置
された液晶モジュールの長手方向と同一方向であり、
　前記所定軸は、前記第２の載置部の載置面に沿った軸であることを特徴とする液晶モジ
ュール輝度測定装置。 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
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【０００１】
　本発明は、液晶モジュール輝度測定装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　従来、例えば、液晶ディスプレイを構成する液晶モジュールの品質検査や品質管理のた
めに、液晶モジュールの輝度や色度などを測定する輝度測定装置が知られている。
　具体的には、輝度測定装置は、例えば、液晶モジュールが載置される載置部と、当該載
置部上に載置された液晶モジュールの上面（表示面）から当該液晶モジュールの輝度や色
度などを測定する測定部と、などを備えて構成されている。このような輝度測定装置にお
いては、例えば、測定部の位置は固定されており、載置部を移動させることによって当該
載置部上に載置された液晶モジュールをその短手方向及び長手方向に移動させて、液晶モ
ジュールの上面（表示面）全体の輝度や色度などを測定するようになっている。
【０００３】
　近年、液晶ディスプレイの大型化に伴って、液晶ディスプレイを構成する部品における
所定事項を測定する測定装置も大型化してしまうという問題が生じている。
　そこで、例えば、液晶ディスプレイを構成する液晶セルの表示面内におけるツイスト角
、セルギャップ及び方位角アンカリングエネルギーを測定する測定装置において、液晶セ
ルが大型化しても、測定装置自体は大型化する必要がない測定装置（例えば、特許文献１
参照。）などが提案されている。
【特許文献１】特開２０００－２４１２９２号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００４】
　無論、液晶ディスプレイの大型化に伴って、上述した輝度測定装置も大型化する必要が
ある。特に、輝度測定装置は、載置部上に載置された液晶モジュールの上面（表示面）全
体を測定するために当該液晶モジュールをその短手方向及び長手方向に移動させなければ
ならないため、液晶モジュールの面積の増大に伴って、輝度測定装置の設置面積が増大し
てしまうという問題がある。そこで、載置部を固定し、当該載置部上に載置された液晶モ
ジュールの短手方向及び長手方向に測定部を移動させる方法が考えられるが、測定部を、
液晶モジュールの短手方向及び長手方向の２方向に移動させるためには、測定部を支持す
る部分などをより頑丈なものにしなければならず、輝度測定装置のコストが増大してしま
うという問題がある。
【０００５】
　本発明の課題は、液晶ディスプレイなどの表示装置の大型化に伴う設置面積やコストの
増大を軽減することができる液晶モジュール輝度測定装置を提供することにある。 
【課題を解決するための手段】
【０００６】
　上記課題を解決するために、請求項１に記載の発明は、液晶モジュールが載置される第
１の載置部及び第２の載置部と、当該第１の載置部上又は当該第２の載置部上に載置され
た液晶モジュールの上面から当該液晶モジュールの輝度及び色度を測定する測定部と、を
備える液晶モジュール輝度測定装置において、前記第１の載置部を、ｘ軸方向に移動させ
る載置部移動機構部と、前記第２の載置部を、所定軸を中心に回転させる載置部回転機構
部と、前記測定部を、前記ｘ軸方向に直交するｙ軸方向に移動させる測定部移動機構部と
、を備え、前記第２載置部及び前記載置部回転機構部は、前記液晶モジュール輝度測定装
置に着脱自在に備えられており、前記ｘ軸方向は、前記第１の載置部における前記被測定
物を載置する載置面に対して平行であるとともに、前記第１の載置部上に載置された液晶
モジュールの短手方向と同一方向であり、前記ｙ軸方向は、前記載置面に対して平行であ
るとともに、前記第１の載置部上に載置された液晶モジュールの長手方向と同一方向であ
り、前記所定軸は、前記第２の載置部の載置面に沿った軸であることを特徴とする。 
【発明の効果】



(3) JP 4123271 B2 2008.7.23

10

20

30

40

50

【００１０】
　請求項１に記載の発明によれば、液晶モジュールが載置される第１の載置部及び第２の
載置部と、当該第１の載置部上又は当該第２の載置部上に載置された液晶モジュールの上
面から当該液晶モジュールの輝度及び色度を測定する測定部と、を備えており、載置部移
動機構部によって、第１の載置部を、ｘ軸方向に移動させることができ、測定部移動機構
部によって、測定部を、ｘ軸方向に直交するｙ軸方向に移動させることができる。ここで
、ｘ軸方向は、第１の載置部における被測定物を載置する載置面に対して平行であるとと
もに、第１の載置部上に載置された液晶モジュールの短手方向と同一方向であり、ｙ軸方
向は、第１の載置部における被測定物を載置する載置面に対して平行であるとともに、第
１の載置部上に載置された液晶モジュールの長手方向と同一方向である。
　すなわち、第１の載置部上に載置された液晶モジュールを１方向（液晶モジュールの短
手方向）にのみ移動させ、且つ、測定部を１方向（液晶モジュールの長手方向）にのみ移
動させるだけで、当該第１の載置部上に載置された液晶モジュールの上面全体の輝度及び
色度を測定することができる。したがって、液晶モジュールも測定部も１方向にのみ移動
するため、液晶ディスプレイなどの表示装置の大型化に伴う設置面積やコストの増大を軽
減することができる。また、第１の載置部上に載置された液晶モジュールを、当該液晶モ
ジュールの短手方向に沿って移動させるため、当該液晶モジュールの長手方向に沿って移
動させる場合と比較して、液晶モジュールの移動範囲が狭くなって、液晶ディスプレイな
どの表示装置の大型化に伴う設置面積の増大をより軽減することができる。
　さらに、第２載置部及び載置部回転機構部は、液晶モジュール輝度測定装置に着脱自在
に備えられており、載置部回転機構部によって、第２の載置部を、所定軸を中心に回転さ
せることができるため、当該第２の載置部上に載置された液晶モジュールの上面に対して
直交する方向からだけでなく、液晶モジュールの上面に対して斜めの方向からも、液晶モ
ジュールの輝度及び色度を測定することができることとなって、多彩な測定を行うことが
できる。また、第２の載置部上に載置された液晶モジュールは、第２の載置部の載置面に
沿った軸を中心に回転するだけなので、第２の載置部を備えても輝度測定装置の設置面積
の増大は抑えられる。
　なお、第１載置部には、載置面に対して被測定物が常に決められた一定方向に向けられ
て載置されるような、位置合わせ構造、位置合わせマーキング等の位置合わせ手段を設け
ることが望ましい。 
【発明を実施するための最良の形態】
【００１４】
　以下、図を参照して、本発明にかかる液晶モジュール輝度測定装置（以下、「輝度測定
装置」という。）の最良の形態を詳細に説明する。なお、発明の範囲は、図示例に限定さ
れない。
【００１５】
　輝度測定装置１００は、例えば、図１に示すように、被測定物としての液晶モジュール
Ｍの輝度や色度などを測定する測定本体部１と、測定本体部１を制御したり、測定本体部
１により得られたデータを処理する制御処理部６と、などを備えて構成される。測定本体
部１と制御処理部６とは、電気的に接続されている。
【００１６】
＜測定本体部の構成＞
　まず、例えば、図２に示すように、測定本体部１上面の短手方向をｘ軸方向とし、測定
本体部１上面の長手方向をｙ軸方向とし、ｘ軸方向とＹ軸方向とは互いに直交する。そし
て、例えば、図３～６に示すように、ｘ軸方向及びｙ軸方向に直交する方向をｚ軸方向と
する。
　測定本体部１は、例えば、図１～６に示すように、フレーム１０と、液晶モジュールＭ
が載置される第１の載置部１１と、第１の載置部１１を、第１の載置部１１の載置面１１
ａに沿ったｘ軸方向に移動させる載置部移動機構部１２と、液晶モジュールＭが載置され
る第２の載置部１３と、第２の載置部１３を、第２の載置部１３の載置面１３ａに沿った
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軸である所定軸Ａを中心に回転させる載置部回転機構部１４と、第１の載置部１１上又は
第２の載置部１３上に載置された液晶モジュールＭの上面（表示面Ｍ１）から液晶モジュ
ールＭの輝度や色度などを測定する測定部１５と、測定部１５を、第１の載置部１１の載
置面１１ａや第２の載置部１３の載置面１３ａに沿ったｙ軸方向に移動させる測定部移動
機構部１６と、などを備えて構成される。
　ここで、所定軸Ａは、例えば、図６に示すように、その方向がｙ軸方向と同一方向であ
り、且つ、例えば、図５に示すように、測定本体部１のｘ軸方向の中心Ｃ上にある。
　載置部移動機構部１２と、測定部１５と、測定部移動機構部１６とは、例えば、図１に
示すように、制御処理部６の制御部６１（後述）により制御されるようになっている。
　なお、第２の載置部１３及び載置部回転機構部１４は、例えば、着脱自在に測定本体部
１に備えられている。具体的には、例えば、図２～４は、第２の載置部１３及び載置部回
転機構部１４を取り外した測定本体部１を示す図であり、図５及び６は、第２の載置部１
３及び載置部回転機構部１４を取り付けた測定本体部１を示す図である。
【００１７】
　フレーム１０は、例えば、図２～６に示すように、測定本体部１の下部に位置する下台
１０ａと、測定本体部１のｙ軸方向両端における側部に位置するよう下台１０ａに固定さ
れた側枠１０ｂ，１０ｂと、測定本体部１の上部に位置するよう側枠１０ｂ，１０ｂに固
定された上枠１０ｃと、などにより構成されている。
　下台１０ａは、例えば、板状部材である下台部材１０ａ１と、下台部材１０ａ１をその
下面から支持する複数の脚部材１０ａ２，１０ａ２，…と、などにより構成されている。
　側枠１０ｂは、例えば、ｚ軸方向に沿って配された側枠部材１０ｂ１，１０ｂ２と、ｘ
軸方向に沿って配された側枠部材１０ｂ３と、などにより構成され、略Ｈ字形状を成して
いる。
　上枠１０ｃは、例えば、ｘ軸方向に沿って配された上枠部材１０ｃ１，１０ｃ２と、ｙ
軸方向に沿って配された上枠部材１０ｃ３，１０ｃ４と、などにより構成され、略ロ字形
状を成している。
【００１８】
　第１の載置部１１は、例えば、図２～６に示すように、板状部材であり、その載置面１
１ａは略長方形状を成している。
　第１の載置部１１の載置面１１ａの短手方向は、例えば、測定本体部１のｘ軸方向と同
一方向であり、第１の載置部１１の載置面１１ａの長手方向は、例えば、測定本体部１の
ｙ軸方向と同一方向である。
　第１の載置部１１上には、例えば、図２～４に示すように、液晶モジュールＭが載置さ
れる。具体的には、第１の載置部１１上には、例えば、液晶モジュールＭの表示面Ｍ１が
ｚ軸方向上側を向くように、且つ、液晶モジュールＭの短手方向が第１の載置部１１の載
置面１１ａの短手方向（ｘ軸方向）と同一方向となり、液晶モジュールＭの長手方向が第
１の載置部１１の載置面１１ａの長手方向（ｙ軸方向）と同一方向となるように、液晶モ
ジュールＭが載置される。
　また、第１の載置部１１は、例えば、載置部移動機構部１２によって、短手方向（ｘ軸
方向）に往復移動される。
【００１９】
　載置部移動機構部１２は、例えば、図２～６に示すように、第１の載置部１１を支持し
ており、制御処理部６の制御部６１（後述）からの制御信号に従って駆動されるモータ（
図示略）により、第１の載置部１１をｘ軸方向に往復移動させる。
　具体的には、載置部移動機構部１２は、例えば、レール１２ａと、載置部移動部１２ｂ
と、などにより構成されている。
　レール１２ａは、例えば、ｘ軸方向に沿うように、その下面が下台１０ａの下台部材１
０ａ１上における測定本体部１のｙ軸方向の中央付近に固定されている。
　載置部移動部１２ｂは、例えば、第１の載置部１１を固定支持しており、そして、レー
ル１２ａに沿ってｘ軸方向に往復移動可能となるようレール１２ａに支持されている。
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　なお、載置部移動機構部１２によって第１の載置部１１をｘ軸方向に往復移動させるこ
とができるのであれば、載置部移動機構部１２の構成や、載置部移動機構部１２のよる第
１の載置部１１を移動させる方法などは任意である。
【００２０】
　第２の載置部１３は、例えば、図５及び６に示すように、板状部材であり、その載置面
１３ａは、略長方形状を成している。
　第２の載置部１３の載置面１３ａが水平である場合において、第２の載置面１３の載置
面１３ａの短手方向は、例えば、測定本体部１のｘ軸方向と同一方向であり、第２の載置
部１３の載置面１３ａの長手方向は、例えば、測定本体部１のｙ軸方向と同一方向である
。
　第２の載置部１３上には、例えば、液晶モジュールＭが載置される。そして、当該載置
された液晶モジュールＭは、第２の載置部１３に着脱自在に固定される。具体的には、第
２の載置部１３上には、例えば、第２の載置部１３の載置面１３ａが水平である場合にお
いて、液晶モジュールＭの表示面Ｍ１がｚ軸方向上側を向くように、液晶モジュールＭが
載置される。
　なお、第２の載置部１３上に載置された液晶モジュールＭの短手方向や長手方向の向き
は、任意である。具体的には、図５及び６において、例えば、短手方向がｘ軸方向と同一
方向となるように載置された液晶モジュールＭを実線で示し、長手方向がｘ軸方向と同一
方向となるように載置された液晶モジュールＭを二点鎖線で示す。
　また、第２の載置部１３は、例えば、載置部回転機構部１４によって、所定軸Ａを中心
に回転される。
【００２１】
　載置部回転機構部１４は、例えば、図５及び６に示すように、第２の載置部１３を支持
しており、第２の載置部１３を所定軸Ａを中心に回転させる。
　具体的には、載置部回転機構部１４は、例えば、支持部１４ａ，１４ａと、回転部１４
ｂ，１４ｂと、ピン１４ｃ，１４ｃと、などにより構成されている。
　支持部１４ａは、例えば、側枠部材１０ｂ３に着脱自在に固定されている。支持部１４
ａには、例えば、回転部１４ｂを回転可能に支持する軸となる支持具１４ａ１と、所定位
置に配された基準孔１４ａ２と、などが設けられている。
　回転部１４ｂは、例えば、第２の載置部１３を第２の載置部１３の長手方向（ｙ軸方向
）両端部において固定しており、支持部１４ａが有する支持具１４ａ１によって、第２の
載置部１３を固定したまま、所定軸Ａを中心に回転可能となるように支持されている。回
転部１４ｂには、例えば、支持部１４ａが有する支持具１４ａ１が所定軸Ａに沿って貫通
する貫通孔１４ｂ１と、所定軸Ａ（貫通孔１４ｂ１）を中心とする同一円周上に形成され
た複数の位置決め孔１４ｂ２，１４ｂ２，…と、などが設けられている。
　ピン１４ｃは、例えば、支持部１４ａに設けられた基準孔１４ａ２と、回転部１４ｂの
回転によって基準孔１４ａ２に合致するよう位置された、回転部１４ｂに設けられた複数
の位置決め孔１４ｂ２，１４ｂ２，…のうちの何れか一つとに同時に挿入される。
　すなわち、回転部１４ｂは、第２の載置部１３を固定したまま所定軸Ａを中心に所望の
位置まで回転され、そして、その状態を維持するためにピン１４ｃによって支持部１４ａ
に固定される。
【００２２】
　測定部１５は、例えば、分光色彩計（色彩輝度計）などであり、第１の載置部１１上や
第２の載置部１３上に載置された液晶モジュールＭの上面（表示面Ｍ１）から液晶モジュ
ールＭの輝度や色度などを測定する。
【００２３】
　測定部移動機構部１６は、例えば、図２～６に示すように、測定部１５を支持しており
、制御処理部６の制御部６１（後述）からの制御信号に従って駆動されるモータ（図示略
）により、測定部１５をｙ軸方向に往復移動させる。
　具体的には、測定部移動機構部１６は、例えば、レール１６ａと、測定部移動部１６ｂ
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と、測定部ホルダー１６ｃと、などにより構成されている。
　レール１６ａは、例えば、ｙ軸方向に沿うように、その両端部が上枠１０ｃの上枠部材
１０ｃ１，１０ｃ２に固定されている。
　測定部移動部１６ｂは、例えば、測定部１５を支持する測定部ホルダー１６ｃが固定さ
れたシャフト１６ｂ１を下端部に有し、シャフト１６ｂ１及び測定部ホルダー１６ｃを介
して測定部１５を固定支持しており、そして、レール１６ａに沿ってｙ軸方向に往復移動
可能となるようレール１６ａに支持されている。
　測定部ホルダー１６ｃは、例えば、測定部１５を支持しており、測定部移動部１６ｂが
有するシャフト１６ｂ１に固定されている。
　ここで、測定移動機構部１６は、測定部１５の測定口１５ａがｚ軸方向下側を向くよう
に、且つ、測定部１５の測定口１５ａの中心が測定本体部１のｘ軸方向の中心Ｃに位置す
るように、測定部１５を支持している。
　また、測定部移動部１６ｂが有するシャフト１６ｂ１に対して測定部ホルダー１６ｃは
上下に位置調節可能である。また、このシャフト１６ｂ１は長さがより短いもの或いはよ
り長いものに交換することが可能となっており、その長さを変更することによって、測定
部１５が好適な位置に位置するよう調整することができるようになっている。具体的には
、第１の載置部１１上に載置された液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定する場合に
は、例えば、図３及び４に示すようにシャフト１６ｂ１を長くし、第２の載置部１３上に
載置された液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定する場合には、例えば、図５及び６
に示すようにシャフト１６ｂ１を短くする。
　なお、測定部移動機構部１６によって測定部１５をｙ軸方向に往復移動させることがで
きるのであれば、測定部移動機構部１６の構成や、測定部移動機構部１６のよる測定部１
５を移動させる方法などは任意である。
【００２４】
　載置部移動機構部１２による第１の載置部１１の可動範囲は、例えば、少なくとも、測
定部１５によって、第１の載置部１１上に載置された液晶モジュールＭの短手方向一端部
から短手方向他端部までの輝度や色度などを測定することができるのであれば、任意であ
る。
　載置部回転機構部１４による第２の載置部１３の回転角度は、例えば、任意である。
　測定部移動機構部１６による測定部１５の可動範囲は、例えば、少なくとも、測定部１
５によって、第１の載置部１１上に載置された液晶モジュールＭの長手方向一端部から長
手方向他端部までの輝度や色度などを測定することができるのであれば、或いは、第２の
載置部１３上に短手方向がｘ軸方向と同一方向となるように載置された液晶モジュールＭ
の長手方向一端部から長手方向他端部までの輝度や色度などを測定することができるので
あれば、任意である。
【００２５】
　液晶モジュールＭの上面（表示面Ｍ１）に対して直交する方向から表示面Ｍ１の輝度や
色度などを測定したい場合には、液晶モジュールＭは、第１の載置部１１上に載置される
。なお、この場合、第２の載置部１３と載置部回転機構部１４は測定本体部１から取り外
される。
　一方、液晶モジュールＭの上面（表示面Ｍ１）に対して斜めの方向から表示面Ｍ１の輝
度や色度などを測定したい場合には、液晶モジュールＭは、第２の載置部１３上に載置さ
れる。
【００２６】
＜制御処理部の構成＞
　制御処理部６は、例えば、図１に示すように、制御部６１と、入力部６２と、表示部６
３と、などを備えて構成される。
【００２７】
　制御部６１は、例えば、図１に示すように、測定本体部１の載置部移動機構部１２や、
測定部１５、測定部移動機構部１６などを制御したり、測定部１５により得られたデータ
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を処理する。
　具体的には、制御部６１は、例えば、ＣＰＵ（Central Processing Unit）６１１と、
ＲＡＭ（Random Access Memory）６１２と、記憶部６１３と、などを備えている。
【００２８】
　ＣＰＵ６１１は、記憶部６１３に記憶された輝度測定装置１００の制御処理部６用の各
種処理プログラムに従って各種の制御動作を行う。
【００２９】
　ＲＡＭ６１２は、ＣＰＵ６１１によって実行される処理プログラムなどを展開するため
のプログラム格納領域や、入力データや上記処理プログラムが実行される際に生じる処理
結果などを格納するデータ格納面などを備える。
【００３０】
　記憶部６１３は、輝度測定装置１００の制御処理部６で実行可能なシステムプログラム
、当該システムプログラムで実行可能な各種処理プログラム、これら各種処理プログラム
を実行する際に使用されるデータ、ＣＰＵ６１１によって演算処理された処理結果のデー
タなどを記憶する。なお、プログラムは、コンピュータが読み取り可能なプログラムコー
ドの形で記憶部６１３に記憶されている。
　具体的には、記憶部６１３には、例えば、図１に示すように、輝度測定プログラム６１
３１などが記憶されている。
　輝度測定プログラム６１３１は、例えば、載置部移動機構部１２を介して第１の載置部
１１をｘ軸方向に沿って移動させる機能、測定部移動機構部１６を介して測定部１５をｙ
軸方向に沿って移動させる機能、第１の載置部１１上又は第２の載置部１３上に載置され
た液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定部１５に測定させる機能などを、ＣＰＵ６１
１に実現させる。
　具体的には、例えば、ユーザによる入力部６２の操作などによって、第１の載置部１１
上に載置された液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定するよう指示されると、ＣＰＵ
６１１は、載置部移動機構部１２を介して第１の載置部１１をｘ軸方向に沿って移動させ
、測定部移動機構部１６を介して測定部１５をｙ軸方向に沿って移動させ、そして、第１
の載置部１１上に載置された液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定部１５に測定させ
る。
　なお、この場合、予め入力部６２から設定入力されるｘ軸方向の検査範囲とｙ軸方向の
検査範囲により規定される領域が全て網羅されるようにｘ軸方向の移動とｙ軸方向の移動
とが適宜組み合わされて動作制御が行われる。
　一方、例えば、ユーザによる入力部６２の操作などによって、第２の載置部１３上に載
置された液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定するよう指示されると、ＣＰＵ６１は
、測定部移動機構部１６を介して測定部１５をｙ軸方向に沿って移動させ、そして、第２
の載置部１３上に載置された液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定部１５に測定させ
る。
【００３１】
　入力部６２は、例えば、カーソルキー、文字／数字キー、各種機能キーなどから構成さ
れ、オペレータのキー操作に伴う押下信号を制御部６１に出力する。また、入力部６２は
、必要に応じてマウス、タッチパネルなどのポインティングデバイスや、その他の入力装
置を備えるものとしてもよい。
【００３２】
　表示部６３は、例えば、ＬＣＤ（Liquid Crystal Display）パネルなどから構成され、
制御部６１から入力される表示信号に従って、所要の表示処理を行う。
【００３３】
　以上説明した本発明の輝度測定装置１００によれば、液晶モジュールＭが載置される第
１の載置部１１及び第２の載置部１３と、第１の載置部１１上又は第２の載置部１３上に
載置された液晶モジュールＭの上面（表示面Ｍ１）から液晶モジュールＭの輝度や色度な
どを測定する測定部１５と、を備えており、載置部移動機構部１２によって、第１の載置
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部１１を、第１の載置部１１の載置面１１ａに沿ったｘ軸方向（測定本体部１上面の短手
方向、載置面１１ａの短手方向）に移動させることができ、測定部移動機構部１６によっ
て、測定部１５を、ｘ軸方向に直交する第１の載置部１１の載置面１１ａに沿ったｙ軸方
向（測定本体部１上面の長手方向、載置面１１ａの長手方向）に移動させることができる
。ここで、液晶モジュールＭは、液晶モジュールＭの短手方向がｘ軸方向と同一方向とな
るように、且つ、液晶モジュールＭの長手方向がｙ軸方向と同一方向となるように、第１
の載置部１１上に載置される。
　すなわち、第１の載置部１１上に載置された液晶モジュールＭを１方向（液晶モジュー
ルＭの短手方向）にのみ移動させ、且つ、測定部１５を１方向（液晶モジュールＭの長手
方向）にのみ移動させるだけで、第１の載置部１１上に載置された液晶モジュールＭの上
面（表示面Ｍ１）全体の輝度や色度などを測定することができる。したがって、液晶モジ
ュールＭも測定部１５も１方向にのみ移動するため、液晶ディスプレイなどの表示装置の
大型化に伴う設置面積やコストの増大を軽減することができる。また、第１の載置部１１
上に載置された液晶モジュールＭを、液晶モジュールＭの短手方向に沿って移動させるた
め、液晶モジュールＭの長手方向に沿って移動させる場合と比較して、液晶モジュールＭ
の移動範囲が狭くなって、液晶ディスプレイなどの表示装置の大型化に伴う設置面積の増
大をより軽減することができる。
　さらに、載置部回転機構部１４によって、第２の載置部１３を、所定軸Ａを中心に回転
させることができるため、第２の載置部１３上に載置された液晶モジュールＭの上面（表
示面Ｍ１）に対して直交する方向からだけでなく、液晶モジュールＭの上面に対して斜め
の方向からも、液晶モジュールＭの輝度や色度などを測定することができることとなって
、多彩な測定を行うことができる。また、第２の載置部１３上に載置された液晶モジュー
ルＭは、第２の載置部１３の載置面１３ａに沿ったｙ軸方向と同一方向を向く所定軸Ａを
中心に回転するだけなので、第２の載置部１３の載置面１３ａを備えても輝度測定装置１
の設置面積の増大は軽減される。
【００３４】
　なお、本発明は、上記した実施の形態のものに限るものではなく、その要旨を逸脱しな
い範囲で適宜変更可能である。
　被測定物として液晶モジュールＭを挙げたが、被測定物は、例えば、液晶ディスプレイ
やプラズマディスプレイなどの表示装置を構成する部品であって、品質検査や品質管理の
ために輝度や色度などを測定する必要がある部品であれば、例えば、液晶ディスプレイを
構成するバックライトやプラズマディスプレイを構成するプラズマモジュールなどでもよ
く、任意である。
【００３５】
　液晶モジュールＭは、第１の載置部１１上に、例えば、液晶モジュールＭの表示面Ｍ１
がｚ軸方向上側を向くように、且つ、液晶モジュールＭの短手方向が第１の載置部１１の
載置面１１ａの短手方向と同一方向となり、液晶モジュールＭの長手方向が第１の載置部
１１の載置面１１ａの長手方向と同一方向となるように載置されるとしたが、少なくとも
、液晶モジュールＭの表示面Ｍ１がｚ軸方向上側を向くように載置されるのであれば、載
置の仕方は任意である。
【００３６】
　第１の載置部１１は、自動で（具体的には、輝度測定プログラム６１３１を実行したＣ
ＰＵ６１１により制御された載置部移動機構部１２によって）、ｘ軸方向に移動されるよ
うにしたが、例えば、手動でｘ軸方向に移動されてもよい。
　測定部１５も同様に、例えば手動でｙ軸方向に移動されてもよい。
　また、第２の載置部１３は、手動で所定軸Ａを中心に回転されるようにしたが、例えば
、自動で所定軸Ａを中心に回転されるようにしてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】本発明にかかる輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）の機能的構成を示
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【図２】本発明にかかる輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）における第１の載
置部に液晶モジュールを載置した場合の平面図である。
【図３】本発明にかかる輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）における第１の載
置部に液晶モジュールを載置した場合の側面図（右側面図）である。
【図４】本発明にかかる輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）における第１の載
置部に液晶モジュールを載置した場合の正面図である。
【図５】本発明にかかる輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）における第２の載
置部に液晶モジュールを載置した場合の側面図（右側面図）である。
【図６】本発明にかかる輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）における第２の載
置部に液晶モジュールを載置した場合の正面図である。
【符号の説明】
【００３８】
　１１　第１の載置部（載置部）
　１２　載置部移動機構部
　１３　第２の載置部（載置部）
　１４　載置部回転機構部
　１５　測定部
　１６　測定部移動機構部
　１００　輝度測定装置（液晶モジュール輝度測定装置）
　Ｍ　液晶モジュール

【図１】 【図２】
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