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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　キーボードとともに用いられる表示装置であって、
　画像を表示するための表示パネルと、
　前記表示パネルに対して光を供給するための光源と、
　前記表示パネルに対向して配置されるとともに前記光源から照射された光を面状光にし
て前記表示パネルに向けて発光する発光面を有する面状発光部材と、
　前記表示パネル、前記光源および前記面状発光部材を収容しかつ前記面状発光部材を通
過した光を外部に漏洩させるための窓を設けた筐体とを備え、
　前記筺体は、表面側に前記表示パネルを設け、裏面側に前記窓を設け、
　前記筐体の裏面側の位置を調整することにより前記窓から漏洩された光を当該キーボー
ドに照射させることが可能である表示装置。
【請求項２】
　前記窓は貫通孔または光透過性材料で構成されることを特徴とする請求項１に記載の表
示装置。
【請求項３】
　前記窓を通過する光の量を調整する光量調整器を設けたことを特徴とする請求項１に記
載の表示装置。
【請求項４】
　前記窓から漏洩した光を所定の領域に集光するための集光部材を設けたことを特徴とす
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る請求項１に記載の表示装置。
【請求項５】
　キーボードとともに用いられる液晶表示装置であって、
　画像を表示する液晶表示パネルと、
　画像表示のための光を発光する光源と、
　表面および裏面を有し、前記表面側に前記液晶表示パネルが配置され、かつ前記光源か
ら発光された光を前記液晶表示パネルに導くための導光板と、
　前記液晶表示パネル、前記光源および前記導光板を保持しかつ前記導光板の裏面におい
て発光された光が透過する光透過領域を設けたフレームとを備え、
　前記フレームは、表面側に前記液晶表示パネルを設け、裏面側に前記光透過領域を設け
、
　前記フレームの設置位置を調整することにより、前記光透過領域を透過した光を前記キ
ーボードに向けて照射させることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項６】
　前記光透過領域を遮蔽可能なシャッタを前記フレームに設けたことを特徴とする請求項
５に記載の液晶表示装置。
【請求項７】
　操作キーを設けた入力操作部と、
　光の照射を受けることにより画像を表示する表示パネルと、前記光を供給するための光
源と、前記光源から発光された光を前記表示パネルに対して照射するための照射板とを有
する画像表示部と、
　前記照射板からの光の一部を漏洩させて前記入力操作部を照明するための窓を有し、前
記画像表示部を収容するフレームとを備え、
　前記フレームは、表面側に前記表示パネルを設け、裏面側に前記窓を設けていることを
特徴とする電子機器。
【請求項８】
　前記入力操作部に対して前記画像表示部を前後および上下方向に移動しかつ任意の位置
で支持することのできる支持アームを備え、
　前記画像表示部が前記支持アームによって所定の位置に支持されたときに前記照射板か
ら照射される光の一部によって前記入力操作部を照明することを特徴とする請求項７に記
載の電子機器。
【請求項９】
　前記照射板は前記光源から発光された光の照度を低減し、前記照射板によって照度が低
減された光が前記入力操作部を照明することを特徴とする請求項７に記載の電子機器。
【請求項１０】
　入力手段としてのキーボードを配設した操作部と、
　画像を表示する液晶パネルと、前記液晶パネルに対して光を供給するバックライト・ユ
ニットと、表面側において前記液晶パネルをまた裏面側において前記バックライト・ユニ
ットを保持するフレームとを有する液晶表示部と、
を備え、
　前記バックライト・ユニットは、光源と、前記光源が発光した光を受光するとともに液
晶パネルに向けてその表面側から面状光を発光する導光板と、前記導光板の裏面側に配置
されかつ透光性を有する反射板と、を有し、
　前記導光板および前記反射板を透過した光が漏洩する窓を前記フレームの裏面側に形成
し、
　前記液晶表示部は、前記窓から漏洩した光が前記操作部を照明することができるように
前記操作部に取り付けられていることを特徴とするコンピュータ装置。
【請求項１１】
　前記コンピュータ装置は駆動源としてのバッテリを配設し、このバッテリにより前記光
源が発光することを特徴とする請求項１０に記載のコンピュータ装置。
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【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は液晶表示装置に代表される画像表示装置および画像表示装置を備えた電子機器、
特にコンピュータ装置に関するものである。
【０００２】
【従来の技術】
パーソナル・コンピュータ（以下、ＰＣ）の普及は目覚しく、現在ではＰＣを抜きにした
オフィスでの業務は考えられなくなっている。しかも、ＰＣとして、オフィスに設置する
デスクトップ型ＰＣと、携帯性に優れたノート型ＰＣの両方を使用するケースもある。
ノート型ＰＣは、携帯性に優れるため、オフィス以外の場所で使用されることがしばしば
ある。オフィスで使用される場合には照明が完備されているから、ノート型ＰＣの入力手
段であるキーボード上に十分な明るさを確保することができる。ところが、オフィス以外
の場所で使用される場合には十分な明るさを確保することができない場合がある。例えば
、飛行機内でノート型ＰＣを使用する場合である。夜間飛行を行なっている飛行機内では
、周囲の人が寝ているような場合には、飛行機に備え付けてある頭上の照明具を用いると
、周囲の人に迷惑をかけることがある。したがって、このような状況を想定すると、キー
ボードを照らすことのできる照明用のライトをノート型ＰＣが備えていることが望ましい
。
この要望に応えることのできるコンピュータが特開平６－８３４７９号公報および特開平
８－７６８８２号公報に開示されている。
【０００３】
図１２に特開平６－８３４７９号公報に開示された携帯型コンピュータ１００を示す。こ
の携帯型コンピュータ１００は、上面にキー１０２を備えたキーボード装置１０１と、上
面側に表示画面１０３を備えたディスプレイ装置１０４と、キーボード装置１０１の上空
にディスプレイ装置１０４を支持する支持手段１０５とを備える。ディスプレイ装置１０
４は、リンク機構または支柱により構成される支持手段１０５によってキーボード装置１
０１に対して上から見ることができるように配置される。ディスプレイ装置１０４の下面
側にはキーボード装置１０１上のキー１０２を照明するランプ１０６が設けてある。
図１３に特開平８－７６８８２号公報に開示された携帯型コンピュータ２００を示す。携
帯型コンピュータ２００は、キーボード２０２を備える操作部２０１と液晶パネル２０４
を備える表示部２０３とからなる。液晶パネル２０４の背面には、蛍光ランプ２０５、導
光板２０６および反射板２０７からなるバックライト・ユニットが設けられている。そし
て、蛍光ランプ２０５の近傍には反射板２０８と反射板２０８からの反射光をキーボード
２０２に集光する集光レンズ２０９が設けられている。
上記の特開平６－８３４７９号公報に開示された携帯型コンピュータ１００および特開平
８－７６８８２号公報に開示された携帯型コンピュータ２００は、キーボードを効果的に
照らすことができるため、飛行機の暗闇で使用しても周囲の人に迷惑をかけるおそれが少
ない。
【０００４】
【発明が解決しようとする課題】
ノート型ＰＣ等の携帯型コンピュータは、外部の商用ＡＣ電源または内蔵バッテリから電
力の供給を受ける。オフィス等のように商用ＡＣ電源のある場所ではアダプタを介して商
用ＡＣ電源から電力の供給を受ける。商用ＡＣ電源のない場所では内蔵バッテリから電力
の供給を受ける。飛行機その他の乗り物に乗って携帯型コンピュータを使用する場合には
、内蔵バッテリから電力の供給を受けることになる。ところが、現在の内蔵バッテリでは
携帯型コンピュータを長時間にわたって使用することができない。たとえば、２～３時間
程度の使用で内蔵バッテリの電力は消耗してしまう。
特開平６－８３４７９号公報に開示された携帯型コンピュータ１００のように、キー１０
２を照明するためのランプ１０６を新たに設けると、ランプ１０６を点灯するための電力
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が必要となる。飛行機の中でランプ１０６を点灯する際には、その電力を内蔵バッテリに
求めることになる。したがって、内蔵バッテリの消耗が速くなってしまう。
【０００５】
特開平８－７６８８２号公報の携帯型コンピュータ２００の場合、キーボート２０２を照
明する光を、液晶パネルの光源である蛍光ランプ２０５に求めている。つまり、特開平６
－８３４７９号公報のように、キー１０２を照明するための光源を新たに設けていないか
ら、消費電力が増加するという問題は生じない。ところが、特開平８－７６８８２号公報
の携帯型コンピュータ２００は、キーボード２０２に光を照射するために２つの反射板２
０７，２０８および集光レンズ２０９といった液晶パネル２０４には本来不要な付加的な
要素が必要となる。付加的な要素は構造を複雑にするとともにコストを上昇させる。加え
て、付加的な要素を配置するためのスペースの確保を余儀なくされるため、小型化という
普遍的な要請に反することになる。
【０００６】
本発明は以上の状況に鑑み、新たな要素を加えることなく、しかも消費電力を増大するこ
とのない、キーボード等の入力手段を照明することのできる画像表示装置の提供を課題と
する。また本発明は、そのような画像表示装置を備えた電子機器、コンピュータ装置の提
供を課題とする。
【０００７】
【課題を解決するための手段】
本発明者は、画像表示のために備えてある光源を、キーボードの照明のための光源として
用いることを前提とした。消費電力の増大を抑えるためには、新たな光源を用いることを
どうしても避けなければならないからである。ここで問題となるのは、表示用の光源から
照射された光を、付加的な構成要素を設けることなく、どのようにしてキーボード等の照
射対象に導くかということである。
本発明者は液晶表示装置における光の流通について見直しを行なった。表示用光源である
蛍光管から照射される光のほとんどは、導光板に進入する。導光板に進入した光は、画像
表示面に向けて出光される。つまり、導光板の画像表示面に対向する面は発光している。
ところが、導光板の反対側の面（裏面）も発光しており、この光をキーボード等の照明に
用いることができることを着想した。
導光板の裏面側には、反射板（または拡散板ともいう）という部材が配置されている。こ
の反射板は、導光板を進行する光を画像表示面側に向けて出光させるためおよび導光板内
を均一な輝度にするために設けてある。ところが、この部材は完全な遮光性を備えていな
いため、導光板の裏面側の光が反射板を通過して漏洩する。本発明ではこの漏洩光をキー
ボード等の照射に用いることに着目した。
【０００８】
本発明は以上の知見に基づきなされたものであり、画像を表示するための表示パネルと、
前記表示パネルに対して光を供給するための光源と、前記表示パネルに対向して配置され
るとともに前記光源から照射された光を面状光にして前記表示パネルに向けて発光する発
光面を有する面状発光部材と、前記表示パネル、前記光源および前記面状発光部材を収容
しかつ前記面状発光部材を通過した光を外部に漏洩させるための窓を設けた筐体と、を備
えたことを特徴とする表示装置である。
本発明の表示装置は、表示装置を構成する筐体に窓を設けた。そしてこの窓は面状発光部
材を通過した光を外部に漏洩させることができる。漏洩した光によって、たとえばキーボ
ードを照明することができる。ここで、漏洩させる光は表示装置が元々備えている光源か
ら発光される光を用いることになるから、新たな光源を設ける必要がない。このことは、
消費電力を増大することなく、キーボートを照明することができる。また本発明の表示装
置においては、面状発光部材も表示パネルへ光を照射するためにそもそも必要な部材であ
り、新たに付加した構成とはならない。つまり、本発明は筐体に窓を設けるという極めて
簡単な構成で課題を解決することができる。
【０００９】
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本発明の表示装置において、面状発光部材は前記発光面と対向する裏面を有し、前記裏面
を通過した光が前記窓を通過して外部に漏洩することができる。面状発光部材の前記発光
面と対向する裏面が発光したとしても画像表示に寄与しない。したがって、たとえば従来
の液晶表示装置の場合を考えると、面状発光部材である導光板の裏面は発光していたが、
そこから発光される光は利用されることはなかった。ここで、液晶表示装置の場合、導光
板の裏面には反射板が設けてあり、導光板に入射された光はこの反射板で前記発光面に反
射される。ところが、この反射板は、完全な遮光性を供えているわけではない。したがっ
て、導光板の裏面で発光された光は反射板を発光させることになり、この発光した光を前
記窓を通過させて外部に漏洩させることができる。
本発明の窓は光が透過すればその主目的を達成することができる。したがって、貫通孔ま
たは光透過性材料で構成することができる。もっとも、筐体内への塵の進入を阻止するた
めには、貫通孔よりも光透過性材料で構成することが望ましい。光透過性材料としては、
光透過率の優れた樹脂その他を用いることができる。なお、窓を設ける位置は、必要に応
じて決定すればよい。
【００１０】
本発明の表示装置において、前記窓を通過する光の量を調整する光量調整器を設けること
が望ましい。光の漏洩を嫌う時もあろうし、また周囲の状況に応じて漏洩する光量を調整
したい場合があるからである。ここで、光の量を調整するとは、光の通過量をゼロにする
ことをも包含する。光量調整器の具体例としては、窓を遮蔽するシャッタ、あるいは光透
過率の異なる材料で構成されるフィルタを複数用意して要求される光透過率のフィルタを
窓に重ねる、といった手段がある。
本発明の表示装置において、前記窓から漏洩した光を、たとえばキーボードの照明に用い
ることができる。その場合、漏洩した光をキーボードの照明に用いることができるように
表示装置の設置位置あるいはキーボードの設置位置を調整する。そして、漏洩した光を照
明の対象に直接照射することもできるが、漏洩した光を反射体、たとえば鏡に反射させて
照明の対象に照射することもできる。つまり本発明の表示装置は、前記窓から漏洩した光
を所定の領域に集光するための集光部材を備えることができる。
【００１１】
本発明を適用する表示装置の典型例として液晶表示装置がある。したがって本発明は、画
像を表示する液晶表示パネルと、画像表示のための光を発光する光源と、表面および裏面
を有し、前記表面側に前記液晶表示パネルが配置され、かつ前記光源から発光された光を
前記液晶表示パネルに導くための導光板と、前記液晶表示パネル、前記光源および前記導
光板を保持しかつ前記導光板の裏面において発光された光が透過する光透過領域を設けた
フレームと、を備えたことを特徴とする液晶表示装置を提供する。
ランプから発光された光を導光板に照射するタイプの液晶表示装置において、導光板の前
記表面から面状光を発光して液晶表示パネルに照射する。導光板の裏面も表面と同様に発
光するが、この裏面側には前述のように反射板が配置されている。反射板は導光板の裏面
に到達した光を表面側に供給する役割を果たす。反射板における反射材料としては、当初
反射率の高い金属、具体的にはＡｌあるいはＡｇを用いていたが、ＡｌあるいはＡｇでは
反射が強力なために表示が「ぎらつく」という現象を招いた。そこで、「ぎらつき」を防
止するために、樹脂材料等からなる板に白色の塗料を塗布したものを反射板として用いる
ようになっている。この白色塗料を用いた反射板は光を透過する。この透過した光をフレ
ームに設けた光透過領域を通過させることにより外部に光を外部に漏洩させるのである。
本発明の液晶表示装置において、前記光透過領域を遮蔽可能なシャッタを前記フレームに
設けることができる。このシャッタの開閉動作により、外部への光の漏洩を制御すること
ができる。
【００１２】
以上説明した表示装置を用いれば、コンピュータ装置に代表される電子機器の操作部を、
消費電力の増大あるいは構造の複雑化を招くことなく照明することができる。したがって
本発明では、操作キーを設けた入力操作部と、前記画像表示部は、光の照射を受けること
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により画像を表示する表示パネルと、前記光を供給するための光源と、前記光源から発光
された光を前記表示パネルに対して照射するための照射板とを有し、かつ前記照射板から
照射される光の一部によって前記入力操作部を照明する画像表示部と、を備えたことを特
徴とする電子機器が提供される。
【００１３】
本発明の電子機器において、前記入力操作部に対して前記画像表示部を前後および上下方
向に移動しかつ任意の位置で支持することのできる支持アームを備え、前記画像表示部が
前記支持アームによって所定の位置に支持されたときに前記照射板から発光される光の一
部によって前記入力操作部を照明する形態とすることができる。入力操作部を照明する必
要がない場合には、支持アームを操作することにより前記照射板から発光される光を入力
操作部以外の領域に照射させることができる。
入力操作部を照明する光の照度が強すぎるのは望ましくない。したがって、本発明の電子
機器において前記照射板は前記光源から発光された光の照度を低減し、前記照射板によっ
て照度が低減された光を前記入力操作部の照明に用いることが望ましい。たとえば液晶表
示装置の導光板は、光源であるランプから発光される光よりも照度の低減された光を発光
する。また、導光板の裏面に配置された反射板はさらに照度が低減された光を発光する。
この一方で、液晶表示装置に用いられるランプの照度は極めて強く、この光を直接照明に
用いることは適切でないケースがあり得る。本発明は、液晶表示装置のように導光板さら
には反射板を通過することにより照度の低減された光を入力操作部の照明に利用すること
により、「明るすぎる」という弊害を取り除くことができる。
【００１４】
さらに本発明では、入力手段としてのキーボードを配設した操作部と、画像を表示する液
晶パネルと、前記液晶パネルに対して光を供給するバックライト・ユニットと、表面側に
おいて前記液晶パネルをまた裏面側において前記バックライト・ユニットを保持するフレ
ームとを有する液晶表示部と、を備え、前記バックライト・ユニットは、光源と、前記光
源が発光した光を受光するとともに液晶パネルに向けてその表面側から面状光を発光する
導光板と、前記導光板の裏面側に配置されかつ透光性を有する反射板と、を有し、前記導
光板および前記反射板を透過した光が漏洩する窓を前記フレームの裏面側に形成したこと
を特徴とするコンピュータ装置が提供される。
【００１５】
本発明において、前記液晶表示部は、前記窓から漏洩した光が前記操作部を照明すること
ができるように前記操作部に取り付けられていることが必要である。これは、後述する実
施の形態において説明するように、前記液晶表示部と前記操作部とを回転軸を２軸以上持
ったリンク機構を採用することにより容易に実現することができる。
本発明のコンピュータ装置は、駆動源としてのバッテリを配設し、このバッテリによりバ
ックライト・ユニットの光源を発光させることができる。ここで、この光源から発光され
た光は液晶パネルを照射するとともに、導光板および反射板を通過した光はフレームの窓
から外部に漏洩して操作部を照明することができる。つまり、操作部の照明のための光源
を新たに付加するものでないから、バッテリの消耗を抑制することができる。
【００１６】
前記導光板は、光源から発光された光を液晶パネルの照射用の光と操作部照明用の光とに
分配する機能を有しているといえる。したがって本発明は、入力手段としてのキーボード
を配設した操作部と、前記操作部の操作内容による画像を表示する表示パネルと、前記表
示パネルにおける画像表示のための光および前記操作部を照明するための光を発光する光
源と、前記光源から発光された光を受光しかつ前記操作部を照明する光および前記画像表
示のための光を分配する光分配器と、を備えたことを特徴とするコンピュータ装置が提供
される。
本発明のコンピュータ装置において、前記光分配器は、光透過性材料からなるとともに対
向する２つの面を有する板体から構成され、前記２つの面のうち一方の面から前記操作部
を照明する光が出光し、前記２つの面のうちの他方の面から前記操作部を照明する光が出
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光する形態とすることができる。
【００１７】
以上説明したコンピュータ装置は、光源から発光された光の一部が画像表示面に供給され
て画像表示に寄与し、また他の一部は画像表示面と対向する面から漏洩して操作部の照明
に寄与する。したがって本発明は、入力手段としてのキーボードを配設した操作部と、前
記操作部の操作内容による画像を表示する第１の面と前記第１の面に対向する第２の面と
を有し、かつ画像表示のための光を供給する光源を設けた表示部と、を備え、前記光源か
ら供給された光の一部は前記第１の面に向けて照射され、他の一部は前記第２の面から漏
洩して前記操作部を照明することを特徴とするコンピュータ装置を提供する。
本発明のコンピュータ装置において、前記第２の面に光が漏洩する窓を設けるとともに、
この窓を遮蔽可能なスライド式シャッタを備えることができる。スライド式のシャッタは
、少ないスペースで窓の開閉を行なうことができるので、液晶表示装置等の薄型の画像表
示装置にとって有効である。
【００１８】
【発明の実施の形態】
<第１の実施形態>
以下本発明の実施の形態を図面を参照しつつ説明する。
図１および図２は本実施形態によるコンピュータ装置１を示している。図１および図２に
示すように、コンピュータ装置１は操作部２と液晶ディスプレイ４とから構成される。操
作部２と液晶ディスプレイ４とは、アーム９により連結されている。アーム９は一端が操
作部２に、また他端が液晶ディスプレイ４に回転可能に取り付けられている。したがって
、液晶ディスプレイ４は操作部２に対して前後および上下方向に移動が可能である。また
、アーム９と操作部２および液晶ディスプレイ４とは、液晶ディスプレイ４を任意の位置
で維持できる程度の強度で取り付けられている。
【００１９】
操作部２には、入力操作手段としてのキーボード３が設けてある。このキーボード３を操
作することにより文字、記号等を入力するほか、コンピュータ装置１の種々の動作を制御
する。また、操作部２には、図示しない内蔵バッテリを配設しており、コンピュータ装置
１はこの内蔵バッテリにより駆動することができる。
液晶ディスプレイ４は、画像を表示するための液晶表示パネル５と、液晶表示パネル５を
収容する筐体としてのフレーム６を備えている。液晶表示パネル５は操作部２の操作に応
じた画像が表示される。ここで、液晶ディスプレイ４において、液晶表示パネル５が設け
ている側を表面、表面に対向する側を裏面と呼ぶことがある。フレーム６の裏面には窓７
が３箇所に設けてある。窓７は、フレーム６の裏面に貫通孔を形成し、その貫通孔を透明
の樹脂材料で封止した構造となっている。後述するように、この窓７から光が外部に漏洩
される。したがって、窓７はフレーム６において光透過領域を構成する。
【００２０】
前述のようにコンピュータ装置１の液晶ディスプレイ４は操作部２に対して上下および前
後方向に移動可能であり、液晶ディスプレイ４を図３および図４に示すような位置に維持
した状態でコンピュータ装置１を使用することができる。ただし、この液晶ディスプレイ
４の位置はあくまで標準的な位置であって、コンピュータ装置１のユーザの姿勢によって
液晶ディスプレイ４の位置が変わり得る。例えば、コンピュータ装置１を飛行機の座席に
おいて使用するような場合には、ユーザは液晶ディスプレイ４との距離を十分に確保でき
ないため、図３および図４に示すような位置では液晶ディスプレイ４を見づらいことがあ
る。そのような場合には、図５に示すように、液晶ディスプレイ４を操作部２に対して平
行に近い状態とすればよい。このときコンピュータ装置１をその上方から見ると、液晶デ
ィスプレイ４と操作部２とが重なり、キーボード３の一部が液晶ディスプレイ４で隠れる
ことになる。周囲が暗いと、キーボード３、特にこの隠れた部分を操作するのが不便とな
る。本実施の形態によるコンピュータ装置１は、以下説明するように、このような場合に
キーボード３を照明することができる。
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【００２１】
図６に液晶ディスプレイ４の概略断面を示している。図６に示すように、液晶ディスプレ
イ４は、表面側から液晶表示パネル５、導光板１０および反射板１１が積層された構造を
有している。導光板１０は、光透過率の優れた樹脂、例えばポリメチルメタクリレートで
構成される。また反射板１１は、例えば白色の塗料が塗布された樹脂製薄板によって構成
される。白色の塗料が光を反射するための材料となるが、この白色の塗料は完全な遮光性
を有していない、つまり反射板１１は透光性を有している。
導光板１０の一側端には光源としての蛍光管１２が配設されている。蛍光管１２、導光板
１０および反射板１１により、バックライト・ユニットを構成する。ここで、蛍光管１２
から発光された光は導光板１０の一側端から入光し、導光板１０内を導光板１０の表面お
よび裏面で反射を繰り返しながら進行する。導光板１０の裏面に反射板１１が配設されて
いるため、導光板１０内を進行した光のほとんどはその表面から液晶表示パネル５に向け
て発光、照射される。導光板１０は矩形であるからその表面で発光される光は面状光とな
る。したがって、導光板１０は面状発光部材として機能する。導光板１０の裏面も同様に
発光し、反射板１１が前述のように透光性を有しているから、反射板１１の裏面も発光す
る。
【００２２】
反射板１１で発光した光は、反射板１１とフレーム６との間に照射され、かつその一部は
フレーム６に形成した窓７から外部に漏洩される。漏洩した光は周囲を照明する。特に、
液晶ディスプレイ４が図５に示すようにキーボード３を覆っている場合には、窓７から漏
洩した光がキーボード３を照明する。したがって、コンピュータ装置１を暗闇、例えば夜
間飛行している飛行機内で使用する場合に、周囲の人に迷惑をかけずにキーボード３を照
明することができる。
【００２３】
キーボード３を照明する光は、導光板１０を介して液晶表示パネル５を照射するための蛍
光管１２から発光された光の一部である。したがって、キーボード３を照明するために新
たな光源を付加しないから、消費電力の増大を招くことなくキーボード３を照明できるこ
とを示唆している。一方、従来からよく知られた液晶表示装置は、蛍光管１２から発光し
た光は、液晶表示パネル５を照射するためにのみ用いられており、反射板１１で発光され
光は、主にフレーム６に照射されるのみで有効利用はなされていなかった。つまり、本実
施の形態によるコンピュータ装置１は、従来利用されることがなかった光を、フレーム６
に窓７を設けるという極めて簡単な構成を採用することにより、キーボード３の照明に用
いることを可能にしている。
また、キーボード３を照明する光は導光板１０および反射板１１を透過している。したが
って、キーボード３を照明する光の照度は蛍光管１２から発光される光よりも低減されて
いる。一般に、蛍光管１２は、表示される画面を良好なものとするために、その照度を極
めて高く設定している。この照度を維持したままでキーボード３を照明すると、明るすぎ
るという懸念がある。ところが、コンピュータ装置１は、導光板１０および反射板１１に
より照度が低減されているため、明るすぎるというおそれはほとんどない。
さらに、本実施の形態によるコンピュータ装置１は、キーボード３を照明する光が液晶表
示パネル５の前を通過しないという利点もある。つまり、キーボード３を照明する光が液
晶表示パネル５の前を通過すると、表示画像の画質に悪影響を与えるおそれがあるが、本
実施の形態によるコンピュータ装置１はキーボード３を照明する光が液晶表示パネル５の
裏面から照射されるから、液晶表示パネル５の前を通過することはない。
【００２４】
以上のコンピュータ装置１は、窓７をフレーム６に形成した貫通孔に透明な樹脂材料を封
止した構造としたが、本発明はこの形態に限定されない。貫通孔のままでも反射板１１か
ら発光された光を漏洩させる本発明の窓７としての機能を発揮することができる。もっと
も、透明な樹脂材料で封止することにより、フレーム６内の汚染を防止することができる
ので望ましい形態である。また、封止する材料は光が漏洩されればよいから、半透明であ
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ってもよい。さらに、コンピュータ装置１は液晶ディスプレイ４を使用している限り窓７
から光が漏洩するが、ユーザの選択により窓７を遮蔽して外部への光の漏洩を阻止するこ
ともできる。以下、スライド式のシャッタにより外部への光の漏洩を阻止する形態につい
て図面を用いて説明する。
【００２５】
図７はスライド式のシャッタ１３を示す図、図８はシャッタ１３を設けるのに適したフレ
ーム６を示す図である。
シャッタ１３は、光を遮蔽する例えば黒色が施された樹脂薄板から形成され、かつフレー
ム６の窓７と同一形状および面積の貫通孔１４が形成されている。また、シャッタ１３に
はスライド用突起１５を２か所に形成している。
フレーム６には、スライド用突起１５をスライドさせるためのスライド用開口１６が形成
されている。
図９は液晶ディスプレイ４の裏面側を示す図であり、図９（ａ）はシャッタ１３を開けた
状態を示し、また図９（ｂ）はシャッタ１３を閉じた状態を示している。
シャッタ１３はフレーム６の裏面の内側に、そのスライド用突起１５がフレーム６のスラ
イド用開口１６内に入るようにセットされる。フレーム６の窓７から光を漏洩させたいと
きには、図９（ａ）に示すようにスライド用突起１５をスライド用開口１６の左端側によ
せる。すると、シャッタ１３の貫通孔１４とフレーム６の窓７との位置が一致することに
より、窓７が開いた状態となる。一方、窓７からの光の漏洩を阻止したい場合には、スラ
イド用突起１５をスライド用開口１６の右端側によせる。すると、窓７とシャッタ１３の
貫通孔１４以外の部分とが重なるために、窓７は閉じた状態となる。つまり、外部への光
の漏洩を阻止することができる。
【００２６】
ここでは、スライド用突起１５をスライド用開口１６の左端または右端によせる例を示し
たが、スライド用突起１５をスライド用開口１６の左端および右端の間のいずれかの位置
で止めることもできる。これは、窓７が例えば１／２あるいは１／３開いた状態であり、
窓７を通過する光の量を調整することを意味している。したがって、シャッタ１３は窓７
を通過する光の量を調整する光量調整器としての機能を備えている。図７～図９に示した
シャッタ１３は各々の窓７と重なる面積によって窓７を通過する光の量を調整するが、各
々の窓７を独立して閉じるように構成することによっても光の量を調整することもできる
。また、３つの窓７に対して光透過率の異なるシャッタ１３を独立して開閉できるように
することもできる。
【００２７】
<第２の実施形態>
以上説明した実施の形態では、コンピュータ装置１に本発明を適用した例を説明したが、
本発明は画像表示装置単体として実現することもできる。以下、その具体例を図面に基づ
き説明する。
図１０および図１１は、本発明を液晶ディスプレイ装置２０に適用した例を示す図である
。
図１０および図１１に示すように、液晶ディスプレイ装置２０は、ディスプレイ本体２１
とディスプレイ・スタンド２６とから構成される。ディスプレイ本体２１は公知の手段に
よりディスプレイ・スタンド２６に対して角度調整が可能に取り付けられている。
ディスプレイ本体２１は、画像を表示するための液晶表示パネル２３と液晶表示パネル２
３その他を収容するフレーム２４とを備えている。なお、ディスプレイ本体２１も第１の
実施形態と同様のバックライト・ユニットを備え、バックライト・ユニットを構成する各
部品はフレーム２４内の所定位置に配設されている。図１１に示すように、フレーム２４
の裏面には、窓２５が形成されている。窓２５の構成は、第１の実施形態と同様にフレー
ム２４の裏面に形成された貫通孔を透明な樹脂材料を封止した構造を採用している。した
がって、バックライト・ユニットを構成する蛍光管から発光された光の一部は、窓２５か
ら外部に漏洩される。
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ディスプレイ・スタンド２６は、ペデスタル（pedestal）２７とペデスタル２７から立設
するコラム２８とから構成される。液晶表示パネル２３は、コラム２８の上端部に取り付
けられている。コラム２８には反射鏡２９を設けている。
【００２８】
窓２５から漏洩された光は、液晶表示パネル２３の裏面側に照射される。したがって、そ
のままでは、窓２５から漏洩された光は液晶表示パネル２３の表面側を照明する光とはな
らない。しかし、本実施の形態による液晶ディスプレイ装置２０は、コラム２８に反射鏡
２９を設けており、図１０に示すように、窓２５から漏洩した光の一部はこの反射鏡２９
に対して照射される。反射鏡２９に照射された光は、反射鏡２９により反射されて液晶表
示パネル２３の表面側を照明する光となる。つまり、窓２５から漏洩した光は液晶表示パ
ネル２３の表面側という所定の領域に対して集光されるから、反射鏡２９はそのための集
光部材として機能する。
【００２９】
液晶ディスプレイ装置２０をコンピュータ装置の画像表示装置として用いている場合には
、液晶ディスプレイ装置２０の前方にキーボードが配置される。したがって、反射鏡２９
で反射された光は、キーボードを照明する光となる。また、反射鏡２９を角度変更可能に
、つまり光の反射方向を変更できるようにコラム２８に取り付けておけば、キーボードの
みならず、キーボード周辺に置いた入力のための原稿類を照明することもできる。
【００３０】
以上の第１および第２の実施形態では、本発明をコンピュータ装置に適用する例について
説明した。しかし、本発明の適用対象はコンピュータ装置に限定されない。キーボードの
ような入力操作部を有し、かつ画像表示のための光源を備えた電子機器に普遍的に適用す
ることができる。また、画像表示のための手段として液晶ディスプレイを例として説明し
たが、これも本発明を限定する根拠とはならない。画像表示のための光源を備えていれば
本発明を適用できることはいうまでもない。
【００３１】
【発明の効果】
以上説明したように、本発明によれば、新たな要素を加えることなく、しかも消費電力を
増大することのない、キーボード等の入力手段を照明することのできる画像表示装置を得
ることができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置を示す斜視図であり、液晶ディスプレ
イを閉じた状態を示す図である。
【図２】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置を示す斜視図であり、液晶ディスプレ
イを開いた状態を示す図である。
【図３】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置を示す斜視図であり、液晶ディスプレ
イを開いた状態を示す図である。
【図４】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置を示す斜視図であり、液晶ディスプレ
イを開いた状態を示す図である。
【図５】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置を示す斜視図であり、液晶ディスプレ
イがキーボード上に重なった状態を示す図である。
【図６】　液晶ディスプレイの断面概略を示す図である。
【図７】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置に用いるシャッタを示す図である。
【図８】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置の液晶ディスプレイの背面を示す図で
ある。
【図９】　本実施の形態にかかるコンピュータ装置におけるシャッタの開閉を説明する図
である。
【図１０】　本実施の形態にかかるディスプレイの正面を示す斜視図である。
【図１１】　本実施の形態にかかるディスプレイの背面を示す斜視図である。
【図１２】　特開平６－８３４７９号公報に開示された携帯型コンピュータを示す側面図
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である。
【図１３】　特開平８－７６８８２号公報に開示された携帯型コンピュータを示す斜視図
である。
【符号の説明】
１…コンピュータ装置、２…操作部、３…キーボード、４…液晶ディスプレイ、５…液晶
表示パネル、６…フレーム、７…窓、９…アーム、１０…導光板、１１…反射板、１２…
蛍光管、１３…シャッタ、１４…貫通孔、１５…スライド用突起、１６…スライド用開口
、２０…液晶ディスプレイ装置、２１…ディスプレイ本体、２３…液晶表示パネル、２４
…フレーム、２５…窓、２６…ディスプレイ・スタンド、２７…ペデスタル、２８…コラ
ム、２９…反射鏡

【図１】 【図２】
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