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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　側壁から内側に突出して支持部が形成されている実装ケースと、
　一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、前記支持部の一方側に配置して前記実装
ケースに取り付けられる電気光学パネルと、
　前記支持部の他方側に配置して前記実装ケースに取り付けられるバックライトユニット
とを備え、
　前記実装ケースは、前記側壁及び前記支持部を含むフレームと、前記電気光学パネルの
少なくとも一部を覆うように配置される遮光部材と、を含み、
　前記バックライトユニットが、粘着テープで前記支持部の他方側に着脱可能に固定され
、
　前記フレームには、前記側壁の少なくとも１つの側壁における前記バックライトユニッ
トの取付側に、前記バックライトユニットを前記フレームから取り外すための切欠が形成
され、
　前記切欠を前記フレームの外側から見たとき、前記バックライトユニットの一部は前記
切欠と重なることを特徴とする電気光学装置。
【請求項２】
　前記バックライトユニットの厚さより前記切欠の深さが浅いことを特徴とする請求項１
に記載の電気光学装置。
【請求項３】
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　前記遮光部材は、前記バックライトユニットに係合するための係合部を側壁に有するこ
とを特徴とする請求項１または２に記載の電気光学装置。
【請求項４】
　請求項１～３の何れかに記載の電気光学装置を備えることを特徴とする電子機器。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、液晶パネル等の電気光学パネルと、電気光学パネルに光を照射するためのバ
ックライトユニットを備える液晶装置等の電気光学装置、及びこの電気光学装置を備える
電子機器に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶装置等の電気光学装置は、コンピュータや携帯電話その他各種電子機器における表
示装置等として用いられており、特に液晶装置は、軽量・薄型で消費電力も少ないことか
ら各種電子機器の表示装置等として広く利用されている。通常、液晶装置には、液晶パネ
ルの背面側に、照明用光源と、その光源からの光を上記パネルに導くための導光板や拡散
板などを１のユニットとして構成したバックライトユニットが配置され、そのバックライ
トユニットによって液晶パネルに背面側から光を照射して正面側の画素領域に所望の画像
を表示する。
【０００３】
　斯様な液晶パネルとバックライトユニットは、何らかの手段で一体的に保持されるのが
一般的であり、例えば実装ケースで保持される。液晶パネルとバックライトユニットを実
装ケースで保持する場合、例えば実装ケースの側壁から内側に突出する支持部を形成し、
液晶パネルを支持部の一方側に配置して実装ケースに取り付け、バックライトユニットを
支持部の他方側に配置して実装ケースに取り付けるようにする（特許文献１参照）。
【０００４】
【特許文献１】特開２００７－１７６９６号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　ところで、液晶パネルとバックライトユニットが実装ケースで保持される液晶装置では
、実装ケース内の液晶パネルとバックライトユニットとの間に異物が挟みこまれた場合に
、実装ケースからバックライトユニットを取り外し、異物を取り除いて清掃する必要が生
ずる。しかしながら、高精度の設計のために実装ケースとバックライトユニットとの間に
は殆ど隙間がないため、バックライトユニットの実装ケースからの取り外しが非常に難し
いという問題がある。
【０００６】
　本発明は上記問題点に鑑みて提案するものであって、バックライトユニットの実装ケー
スからの取り外しを容易にし、実装ケース内の電気光学パネルとバックライトユニットと
の間に挟みこまれた異物の除去を簡単に行うことができる電気光学装置及び電子機器を提
供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　本発明の一態様の電気光学装置は、側壁から内側に突出して支持部が形成されている実
装ケースと、一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、前記支持部の一方側に配置し
て前記実装ケースに取り付けられる電気光学パネルと、前記支持部の他方側に配置して前
記実装ケースに取り付けられるバックライトユニットとを備え、前記実装ケースは、前記
側壁及び前記支持部を含むフレームと、前記電気光学パネルの少なくとも一部を覆うよう
に配置される遮光部材と、を含み、前記バックライトユニットが、粘着テープで前記支持
部の他方側に着脱可能に固定され、前記フレームには、前記側壁の少なくとも１つの側壁
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における前記バックライトユニットの取付側に前記バックライトユニットを前記フレーム
から取り外すための切欠が形成され、前記切欠を前記フレームの外側から見たとき、前記
バックライトユニットの一部は前記切欠と重なることを特徴とする。
　本発明の電気光学装置は、側壁から内側に突出して支持部が形成されている実装ケース
と、一対の基板間に電気光学物質を挟持してなり、前記支持部の一方側に配置して前記実
装ケースに取り付けられる電気光学パネルと、前記支持部の他方側に配置して前記実装ケ
ースに取り付けられるバックライトユニットとを備え、前記実装ケースには、前記側壁の
少なくとも１つの側壁における前記バックライトユニットの取付側に切欠が形成されてい
ることを特徴とする。
　本発明によれば、実装ケースの側壁に形成する切欠により、バックライトユニットの実
装ケースからの取り外しを容易にすることができる。従って、実装ケース内の電気光学パ
ネルとバックライトユニットとの間に異物が挟みこまれた場合に、バックライトユニット
を実装ケースから取り外し、簡単に異物を除去し清掃することができる。また、実装ケー
スからのバックライトユニットの取り外しを、切欠からピンセット等を挿入しバックライ
トユニットの側面に接触させるのみで行うことが可能となるので、取り外しでバックライ
トユニットの表面に形成される傷を最低限に抑えることができる。また、実装ケースから
のバックライトユニットの取り外しを容易化することで、異物が入った場合に不良品とせ
ずに異物を除去して正規品とすることが可能となり、電気光学装置の歩留まりを向上する
ことができる。
【０００８】
　また、本発明の電気光学装置は、前記バックライトユニットが、前記支持部の他方側に
着脱可能に固定されることを特徴とする。
　本発明によれば、バックライトユニットが着脱可能に固定されていることから、バック
ライトユニットの実装ケースからの取り外しを一層容易にすることができる。
【０００９】
　また、本発明の電気光学装置は、前記バックライトユニットが、微粘着テープで前記支
持部の他方側に固定されることを特徴とする。
　本発明によれば、非常に簡単にバックライトユニットを着脱可能に固定することができ
る。　
【００１０】
　また、本発明の電気光学装置は、前記バックライトユニットの厚さより前記切欠の深さ
が浅いことを特徴とする。
　本発明によれば、切欠からピンセット等を挿入した際にバックライトユニットの表面に
傷がつくことを防止できると共に、切欠からバックライトユニットと電気光学パネルとの
間に異物が入ることを防止することができる。更に、切欠から漏れ光が生ずることを防止
することができる。
【００１１】
　また、本発明の電気光学装置は、前記実装ケースを、前記電気光学パネル及び前記バッ
クライトユニットを保持するフレームと、前記バックライトユニットに係合するための係
合部を側壁に有する遮光部材とから構成することを特徴とする。
　本発明によれば、電気光学パネルとバックライトユニットをフレームと遮光部材で安定
して保持することができる。また、遮光部材の係合部の係合を外すことにより、電気光学
パネルとバックライトユニットをそれぞれ容易に取り外すことが可能となり、電気光学パ
ネルやバックライトユニットの修理や交換が必要になった場合に容易且つ迅速に対処する
ことが可能となる。また、電気光学パネルやバックライトユニットをフレームに接着する
場合に、その接着が外れても電気光学パネルやバックライトユニットがフレームから外れ
ることを防止することも可能となる。
【００１２】
　また、本発明の電子機器は、本発明の電気光学装置を備えることを特徴とする。
　本発明によれば、本発明の電気光学装置の作用効果を有する電子機器を構成することが
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できる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１３】
　〔実施形態の電気光学装置〕
　本発明の電気光学装置の例として、液晶装置による実施形態の電気光学装置について説
明する。図１（ａ）は実施形態の電気光学装置を示す平面図、同図（ｂ）はその側面図、
図２、図３及び図４はそれぞれ図１におけるＡ－Ａ、Ｂ－ＢおよびＣ－Ｃ断面図である。
【００１４】
　本実施形態の電気光学装置としての液晶装置１は、図１～図４に示すように、電気光学
パネルとしての液晶パネル２と、液晶パネル２の背面側に配設されるバックライトユニッ
ト３とを、実装ケース６で保持している。実装ケース６は、液晶パネル２とバックライト
ユニット３とを保持するフレーム４と、フレーム４に保持された液晶パネル２の少なくと
もを一部を覆うようにして配設されるカバーである遮光部材５とから構成される。
【００１５】
　フレーム４は、図１～図４に示すように、前後方向など一の方向で対向する側壁４１、
側壁４２と、対向する側壁４１、４２と交差する方向で対向する側壁４３・４３を有する
と共に、側壁４１～４３から内側に突出して形成されている支持部４４を有し、中央部に
透光用の開口部４４ａを有する仕切板状の支持部４４を備えた断面略Ｈ字形の枠状に形成
されている。フレーム４は例えばポリカーボネートにより形成され、黒色とされている。
支持部４４の一方側に相当するＨ字形フレーム４の一方の凹部４ａ（図２～図４の場合は
支持部４４よりも上側の凹部）には、液晶パネル２が収容して取り付けられ、支持部４４
の他方側に相当する他方の凹部４ｂ（図２～図４の場合は支持部４４よりも下側の凹部）
には、バックライトユニット３が収容して取り付けられている。
【００１６】
　液晶パネル２とバックライトユニット３は、凹部４ａ、４ｂでそれぞれ嵌合されるよう
にしてフレーム４により保持されている。液晶パネル２は、例えば対向基板２０の周縁を
素子基板１０と反対側からダイシングで半分程度カットして形成され、液晶パネル２の側
面と段差を有する内側面２０ａを有し、側壁４１～４３に内側に突出して形成された嵌合
面４６に内側面２０ａを嵌合してフレーム４の凹部４ａに取り付けられている。即ち、対
向基板２０の内側面２０ａと嵌合面４６とは、嵌合可能な寸法で形成されている。バック
ライトユニット３は、支持部４４のバックライトユニット側の面と、側壁４１～４３の内
面とで構成される凹部４ｂに嵌合されている。また、側壁４１・４２には、バックライト
ユニット３からの漏れ光を防止可能なフランジ状の突出部４１ａ・４２ａが形成され、そ
の両突出部４１ａ・４２ａ間に遮光部材５が配置されている。
【００１７】
　液晶パネル２及びバックライトユニット３は、必要に応じて接着材や両面接着テープ等
でフレーム４に固着すると好適であり、本実施形態では液晶パネル２を支持部４４等でフ
レーム４に接着材で固定している。また、バックライトユニット３は、液晶パネル２に対
して所定の領域以外に光が照射されるのを防ぐための遮光部材を兼ねる略方形枠状の両面
接着テープ３１を介して、フレーム４の支持部４４の他方の面（図２～図４の場合は下面
）に固着されている。バックライトユニット３は、微粘着テープ等で着脱可能に固定する
と、バックライトユニット３のフレーム４からの取り外し時に、取り外し作業を容易化す
ることができるので好ましい。
【００１８】
　遮光部材５は、図１～図４に示すように、フレーム４内に収容した液晶パネル２の一方
の面（図２～図４の場合は上面）を覆う天板５１と、天板５１の幅方向（図３及び図４に
おいて左右方向）両端部に天板５１から略直角に屈曲して形成した側壁５２・５２とを有
し、天板５１で液晶パネル２の一方の面側である外面側を覆うと共に、対向する側壁５２
・５２で、それぞれフレーム４の互いに対向する側壁４３・４３の外面の一部を覆うよう
になっている。遮光部材５の天板５１には、図５に示す液晶パネル２の画素領域２Ａに対
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応する位置に、その部分を開口して形成した窓部５１ａが設けられ、天板５１は、液晶パ
ネル２の画素領域２Ａの周辺領域を覆うように配置される。遮光部材５は、例えばステン
レス、アルミ等で形成されると共に、視認可能な外側面は黒く塗装されており、表示コン
トラストを高め、視認時の眩しさを防止できるようになっている。
【００１９】
　本実施形態では、液晶パネル２とバックライトユニット３とをフレーム４に保持させた
状態で、遮光部材５の側壁５２とバックライトユニット３とを連結し、４つの部材２～５
を一体化している。遮光部材５の側壁５２とバックライトユニット３との連結手段として
は、各側壁５２・５２に係合部である係合孔５２ｃが形成され、係合孔５２ｃに係合する
係合突起３ａがバックライトユニット３の図４の左右両側の端部に一体的に設けられてお
り、係合孔５２ｃと係合突起３ａとの係合によって連結される。尚、遮光部材５とバック
ライトユニット３の係合構造、遮光部材５に設ける係合部の構成は適宜であり、例えば遮
光部材５側に係合部として爪状等の凸部を設け、バックライトユニット３側に凹部を設け
、凸部と凹部を係合する構成等としてもよい。図中、４３ａはフレーム４の各側壁４３・
４３の外面側に、それと一体的に且つ遮光部材５の側壁５２よりも外側に突出して設けら
れている張出部であり、張出部４３ａとの干渉を避けるようにして各側壁５２・５２には
凹部５２ａが形成され、凹部５２ａの両側の下向きの突出部５２ｂ・５２ｂにそれぞれ係
合孔５２ｃが形成されている。
【００２０】
　一の側壁４３を構成する一の張出部４３ａには、バックライトユニット３の取付側の縁
に切欠４５が形成されている。本実施形態における切欠４５は、略Ｕ字形に切り欠かれて
いるが、その形状は適宜であり、例えば略矩形、略Ｖ字形等とすることが可能である。ま
た、切欠４５の深さは適宜であるが、本実施形態の如くバックライトユニット３の厚さよ
り浅くすると好適であり、これにより、切欠４５からピンセット等を差し込んだ際にバッ
クライトユニット３の表面に傷がつくことを防止できると共に、切欠４５からバックライ
トユニット３と液晶パネル２との間に異物が入ることを防止でき、更には、切欠４５から
漏れ光が生ずることを防止できる。また、切欠４５の幅は例えば１～３ｍｍ程度とすると
良好であり、これにより、切欠４５からピンセット等を差し込んでバックライトユニット
３を取り外す際の作業性を高めることができると共に、切欠４５からフレーム４の内側に
塵が入ることや、切欠４５から漏れ光が出ることを防止できる。尚、切欠４５は、少なく
とも４つの側壁４１～４３の何れか１つに形成すればよく、側壁４１～４３の適宜の側壁
に必要に応じて形成することが可能である。
【００２１】
　係合孔５２ｃが係合する係合突起３ａは、各係合孔５２ｃに対応してバックライトユニ
ット３の図４で左右両側の端部に、それぞれ２つずつ設けられている。図中、４ｃは各係
合突起３ａの近傍のフレーム４の側壁４３・４３の外面に設けた案内突起であり、各案内
突起４ｃのほぼ上半部には傾斜面４ｃ１が設けられている。各係合孔５２ｃをバックライ
トユニット３の係合突起３ａに係合させる際には、側壁５２の各係合孔５２ｃの下側の縁
部が案内突起４ｃ及び係合突起３ａによって外側方に押し開かれ、側壁５２の下側の縁部
が案内突起４ｃ及び係合突起３ａを乗り越えることによって各係合孔５２ｃが係合突起３
ａに係合するようになっている。
【００２２】
　図１～図４の液晶装置１で用いる液晶パネル２の構成は適宜であるが、本実施形態では
画素用のスイッチング素子として薄膜トランジスタを用いたアクティブマトリックス型の
液晶パネルを用いており、その具体的な構成を図５に基づいて説明する。図５（ａ）は液
晶パネル２の平面図、同図（ｂ）は同図（ａ）におけるａ－ａ断面図である。
【００２３】
　本実施形態の液晶パネル２は、石英やガラスもしくはシリコン等からなる素子基板（Ｔ
ＦＴアレイ基板）１０上に薄膜トランジスタが設けられ、その素子基板１０に対向してガ
ラスや石英等からなる対向基板２０が設けられている。一対の基板である素子基板１０と
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対向基板２０とは、画素領域（画像表示領域）２Ａの周囲に設けたシール材２４により相
互に接着固定され、シール材２４の内側の素子基板１０と対向基板２０との間には電気光
学物質である液晶層３０が封入されている。図５（ａ）において、２４ａはシール材２４
の一部を欠落させて形成した液晶注入口、２４ｂは液晶注入口２４ａを塞ぐ封止材である
。
【００２４】
　シール材２４の外側の領域、即ち画素領域２Ａの外側の周辺領域には、不図示のデータ
線に画像信号を所定のタイミングで供給することによりデータ線を駆動するデータ線駆動
回路１４および外部回路接続端子１５が素子基板１０の一辺に沿って設けられている。ま
た不図示の走査線に走査信号を所定のタイミングで供給することにより走査線を駆動する
走査線駆動回路１６が、データ線駆動回路１４が設けられている一辺に隣接する二辺と平
行に且つシール材２４の内側に設けた遮光膜２５に対向する位置において素子基板１０上
に設けられている。素子基板１０の残る一辺には、走査線駆動回路１６の外部回路接続端
子１５側と反対側をつなぐための複数の配線１７が設けられている。
【００２５】
　シール材２４の４つのコーナー部における素子基板１０上には上下導通端子１９が形成
され、素子基板１０と対向基板２０相互間には、下端が上下導通端子１９に接触し、上端
が対向電極２０に接触する上下導通材１８が設けられており、その上下導通材１８によっ
て、素子基板１０と対向基板２０との間で電気的な導通がとられている。
【００２６】
　素子基板１０上には画素を構成する画素電極１２等が設けられ、その液晶層３０側には
配向膜１３が設けられている。また対向基板２０上にはその略全面に亘って対向電極２２
が設けられ、液晶層３０側にも配向膜２３が設けられている。各配向膜１３，２３は、例
えば、ポリイミド膜等の透明な有機膜からなり、その表面にラビング処理等を施こすこと
によって液晶層３０内の液晶分子が、液晶層３０に供給される電圧に応じて所定の方向に
配向する。
【００２７】
　図１～図４の液晶装置１では、図５の液晶パネル２を、その上下位置を反転してフレー
ム４に配置して保持されているが、液晶パネル２の向きやフレーム４による液晶パネル２
の保持構造等は適宜変更可能である。図１～図４において、１１、２１は素子基板１０及
び対向基板２０のそれぞれ液晶層３０と反対側に設けた偏光板、２６、２７は、それぞれ
液晶パネル２及びバックライトユニット３と外部の電源や信号入力源とを電気的に接続す
るための導電接続部材を兼ねる可撓性プリント配線基板（ＦＰＣ）、４１ｂ、４１ｃは液
晶パネル２及びバックライトユニット３をフレーム４内に収容する際に、可撓性プリント
配線基板２９、３０がフレーム４の前方の側壁４１と干渉するのを防ぐために側壁４１に
形成した凹部である。
【００２８】
　図１～図４の液晶装置１で用いるバックライトユニット３は、ＬＥＤ等の光源からの光
を導光体や光拡散板等を介して液晶パネル２の背面側に照射する構成であり、それらの構
成部材をケーシング等で覆ってユニット化したものである。バックライトユニット３の構
成部材や内部構造等は適宜変更可能であり、図示例においてはその構成部材や内部構造等
は省略して全体的な外観形状のみを表している。
【００２９】
　液晶パネル２及びバックライトユニット３を実装ケース６に収容配置する際の手順は適
宜であるが、例えば以下の手順で行う。先ず、図６（ａ）のようにフレーム４の一方側（
図の場合は上側）の凹部４ａに液晶パネル２を、他方側（図の場合は下側）の凹部４ｂに
バックライトユニット３をそれぞれ挿入して、フレーム４で保持させる。液晶パネル２は
、対向基板２０をフレーム４側に向けて凹部４ａ内に挿入され、内側面２０ａが側壁４１
～４３の嵌合面４６に嵌合されると共に、液晶パネル２と側壁４１～４３との接触部分が
接着材で固定される。バックライトユニット３は、係合突起３ａ側を支持部４４側にして
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凹部４ｂ内に挿入され、支持部４４に微粘着テープである両面接着テープ３１を介して着
脱可能に固定される。
【００３０】
　次いで、図６（ｂ）のように、液晶パネル２とバックライトユニット３とを保持するフ
レーム４に対し、液晶パネル２側から遮光部材５を外嵌し、天板５１で液晶パネル２の外
面側を覆うと共に、対向する側壁５２・５２で、それぞれフレーム４の互いに対向する側
壁４３・４３の外面の一部を覆う。外嵌の際には、遮光部材５の側壁５２が案内突起４ｃ
及び係合突起３ａによって外側方に押し開かれ、側壁５２の下側の縁部が案内突起４ｃ及
び係合突起３ａを乗り越えることによって、各係合孔５２ｃが係合突起３ａに係合する。
【００３１】
　そして、実装ケース６に収容配置されたバックライトユニット３を取り外す際には、フ
レーム４の側壁４３に形成されている切欠４５にピンセット等を差し込んでバックライト
ユニット３の側面に引っ掛け、微粘着の両面接着テープ３１による接着を外して、バック
ライトユニット３を取り外す。
【００３２】
　本実施形態によれば、実装ケース６の側壁４３に切欠４５を形成することにより、切欠
４５にピンセット等を差し込んで、実装ケース６からバックライトユニット３を容易に取
り外すことができる。従って、例えば表示検査で、実装ケース６内の液晶パネル２とバッ
クライトユニット３との間に異物が発見された場合に、バックライトユニット３を実装ケ
ース６から取り外し、簡単に異物を除去し清掃することができる。また、切欠４５からピ
ンセット等を差し込んで、バックライトユニット３の側面に接触させるのみで取り外すこ
とが可能であり、取り外し時にバックライトユニット３の表面に形成される傷を最低限に
抑えることができる。また、実装ケース６からのバックライトユニット３の取り外しを容
易化することで、異物が入った場合に不良品とせずに異物を除去して正規品とすることが
可能となり、電気光学装置である液晶装置１の歩留まりを向上することができる。
【００３３】
　また、遮光部材５の係合孔５２ｃをフレーム４で保持されるバックライトユニット３の
係合突起３ａと係合することにより、液晶パネル２とバックライトユニット３をフレーム
４と遮光部材５で安定して保持することができる。また、遮光部材５の係合孔５２ｃとバ
ックライトユニット３の係合突起３ａとの係合を外すことにより、液晶パネル２とバック
ライトユニット３をそれぞれ容易に取り外すことが可能となり、液晶パネル２やバックラ
イトユニット３の修理や交換が必要になった場合に容易且つ迅速に対処することが可能と
なる。また、液晶パネル２やバックライトユニット３の接着が外れても、液晶パネル２や
バックライトユニット３がフレーム４から外れることを防止できる。
【００３４】
　〔実施形態の変形例等〕
　本発明は上記実施形態に限定されるものではなく、本発明の目的を達成できる範囲内で
変形、改良等したものも本発明に含まれる。例えば上記実施形態は、本発明を電気光学装
置として液晶装置に適用し、電気光学パネルとしてアクティブマトリックス型の液晶パネ
ルを用いた場合を例にして説明したが、パッシブマトリクス型の液晶パネルを用いてもよ
く、また液晶パネルに限らず、その他各種の電気光学パネルを用いる電気光学装置として
もよい。
【００３５】
　また、本発明の電気光学装置は、各種の電子機器の表示部等として用いることができる
。図７はその一例を示すもので、実施形態の液晶装置１を、電子機器７としてのデジタル
カメラ７０におけるエレクトリカルビューファインダ（ＥＶＦ）として用いたものである
。図中７１は画像表示モニタ、７２はシャッタボタン、７３はダイヤルスイッチ、７４は
電源ボタンである。
【００３６】
　また、本発明による電気光学装置を用いる電子機器は、デジタルカメラ７０に限定され



(8) JP 5257010 B2 2013.8.7

10

20

30

ず、その他各種の電子機器に適用可能である。例えば携帯電話機やＰＤＡ（Personal Dig
ital Assistants）と呼ばれる携帯型情報機器、携帯型パーソナルコンピュータ、パーソ
ナルコンピュータ、ワークステーション、デジタルスチルカメラ、車載用モニタ、デジタ
ルビデオカメラ、液晶テレビ、ビューファインダ型、モニタ直視型のビデオテープレコー
ダ、カーナビゲーション装置、ページャ、電子手帳、電卓、ワードプロセッサ、ワークス
テーション、テレビ電話機、およびＰＯＳ端末機などの電子機器にも広く利用することが
できる。
【図面の簡単な説明】
【００３７】
【図１】（ａ）は本発明の電気光学装置としての液晶装置の一実施形態を示す平面図、（
ｂ）はその側面図。
【図２】図１におけるＡ－Ａ断面図。
【図３】図１におけるＢ－Ｂ断面図。
【図４】図１におけるＣ－Ｃ断面図。
【図５】（ａ）は電気光学パネルとしての液晶パネルの具体的な構成の一例を示す平面図
、（ｂ）は（ａ）におけるａ－ａ断面図。
【図６】（ａ）は液晶パネルとバックライトユニットをフレームに取り付ける工程を説明
する説明図、（ｂ）は液晶パネルとバックライトユニットを保持するフレームに遮光部材
を取り付ける工程を説明する説明図。
【図７】本発明の電気光学装置としての液晶装置を用いた電子機器としてのデジタルカメ
ラの背面図。
【符号の説明】
【００３８】
１…液晶装置（電気光学装置）　２…液晶パネル（電気光学パネル）　３…バックライト
ユニット　３ａ…係合突起　３１…両面接着テープ　４…フレーム　４ａ、４ｂ…凹部　
４ｃ…案内突起　４ｃ１…傾斜面　４１、４２、４３…側壁　４１ａ、４２ａ…突出部　
４１ｂ、４１ｃ…凹部　４３ａ…張出部　４４…支持部　４４ａ…開口部　４５…切欠　
４６…嵌合面　５…遮光部材　５１…天板　５１ａ…窓部　５２…側壁　５２ａ…凹部　
５２ｂ…突出部　５２ｃ…係合孔　６…実装ケース　７…電子機器　７０…デジタルカメ
ラ　７１…画像表示モニタ　７２…シャッタボタン　７３…ダイヤルスイッチ　７４…電
源ボタン　１０…素子基板　１１…偏光板　１２…画素電極　１３…配向膜　１４…デー
タ線駆動回路　１５…外部回路接続端子　１６…走査線駆動回路　１７…配線　１８…上
下導通材　１９…上下導通端子　２０…対向基板　２Ａ…画素領域（画像表示領域）　２
０ａ…内側面　２１…偏光板　２２…対向電極　２３…配向膜　２４…シール材　２４ａ
…液晶注入口　２４ｂ…封止材　２５…遮光膜　２６、２７…可撓性プリント配線基板　
３０…液晶層
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