
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　板状の出射部の一側縁部に沿って延びるようにして帯状の入射部が設けられた導光手段
と、上記入射部に向けて光出射面から放射状に光を出射する点状光源と、を備え、上記点
状光源からの光を上記入射部の光入射領域から入射し、それを上記出射部内で拡散させつ
つ上記出射部の一面から出射するように構成された照明装置であって、
　上記光入射領域は、

れていることを特徴とする、照明装置。
【請求項２】
　上記入射部には、上記光出射面を収容するための収容空間が設けられている、請求項

記載の照明装置。
【請求項３】
　上記導光手段は、上記入射部の少なくとも一部が上記出射部の厚み方向に突出した形態
とされているとともに、上記収容空間が、上記出射部に対して上記厚み方向にオフセット
して設けられている、請求項 に記載の照明装置。
【請求項４】
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上記入射部の長手方向に並ぶ複数の凸部を備えているとともに、各
凸部は、上記光出射面の中心に対して近く、上記長手方向に傾斜する第１の傾斜面と、上
記中心位置に対して遠く、上記長手方向に上記第１の傾斜面と逆方向に傾斜する第２の傾
斜面と、上記入射部の幅方向または厚み方向に傾斜する第３の傾斜面とを有しており、か
つ、上記各第１の傾斜面は、上記光出射面の中心から離れるものほど、上記光出射面に対
してより起立するようにして設けら
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　上記導光手段には、上記光入射領域からの光の進行方向を上記出射部の平面方向に変え
る反射面が設けられているとともに、上記光入射領域における上記出射部とは反対側の端
縁領域は、上記光出射面に対して平行または略平行とされている、請求項 に記載の照明
装置。
【請求項５】
　液晶表示パネルと、点状光源から導光手段に入射された光を上記導光手段の一面から出
射して上記液晶表示パネルを照明する照明装置と、を備えた液晶表示装置であって、
　上記照明装置は、請求項１ないし のいずれかに記載したものであることを特徴とする
、液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本願発明は、帯状の入射部および板状の出射部を有する導光手段と、入射部に向けて放射
状に光を出射する点状光源と、を備えた照明装置、およびこの照明装置を備えた液晶表示
装置に関する。
【０００２】
【従来の技術および発明が解決しようとする課題】
従来より、液晶表示装置としては、照明装置が液晶表示パネルの背面側に配置されたバッ
クライト方式のものや正面側に配置されたフロントライト型のものがある。
【０００３】
バックライト方式の液晶表示装置においては、たとえば平板状とされた導光板の入射領域
に対向して、サイドライトＬＥＤ（側面から光が出射するタイプ）が同一平面上に設けら
れた照明装置が採用される。このような照明装置としては、たとえば図１０（ａ）および
（ｂ）に示したようなＬＥＤ８０Ａからの光の入射領域８１ａが平面とされたストレート
タイプのものや、図１１（ａ）および（ｂ）に示したような光の入射面領域８１ｂが円弧
状とされた半円タイプのものがある。
【０００４】
フロントライト方式の液晶表示装置においては、たとえば導光板がＬ字状の形態とされ、
導光板の入射領域に対向して、トップライトＬＥＤ（上面から光が出射するタイプ）が配
置された照明装置が採用される。トップライトＬＥＤを使用した照明装置としては、サイ
ドライトＬＥＤのものと同様に、たとえば図１２（ａ）および（ｂ）に示したストレート
タイプのものや、図１３（ａ）および（ｂ）に示した半円タイプのものがある。これらの
照明装置９Ａ，９Ｂでは、ＬＥＤ９０Ａ，９０Ｂからの光の進行方向を、導光板９１Ａ，
９１Ｂの反射面９２ａ，９２ｂにおいて反射させて変え、出射部９３ａ，９３ｂ内に光を
拡散させるように構成されている。
【０００５】
図１０（ａ）および（ｂ）に示したサイドライトＬＥＤ８０Ａを使用したストレートタイ
プの照明装置８Ａでは、ＬＥＤ８０Ａを入射領域８１ａと密着する程度にまで接近させる
ことができるため、ＬＥＤ８０Ａから出射された光の大部分を入射領域８１ａから導光板
８１Ａ内に導入できるといった利点がある。その反面、導光板８１Ａの内部に導入された
光は、空気と導光板８１Ａとの屈折率の差に起因して、ＬＥＤ８０Ａの光出射面８０ａの
垂線側に屈折するため、導光板８１Ａの幅方向（光出射面８０ａの平面方向）に光が拡散
しにくいといった欠点がある。このため、比較的に幅広の液晶表示装置用の照明装置８Ａ
として使用するためには、図１０（ａ）に仮想線で示したようにＬＥＤ８０Ａを複数の並
べるなどして対応する必要があり、製造コスト的にもランニングコスト的にも不利となる
。
【０００６】
図１１（ａ）および（ｂ）に示したサイドライトＬＥＤ８０Ｂを使用した半円タイプの照
明装置８Ｂでは、導光板８１Ｂの入射領域８１ｂが円弧状とされているため、ＬＥＤ８０
Ｂから放射状に出射された光を、放射状に拡がったまま、あるいはさらに導光板８１Ｂの
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幅方向に広げた状態で、導光板８１Ｂ内で光を拡散させることができるといった利点があ
る。その反面、放射状に拡がったＬＥＤ８０Ｂからの光を有効に利用するためには、入射
領域８１ｂに対して垂直（入射角が０度）に光が入射する部位にＬＥＤ８０Ｂを配置し、
もしくはそれ部位よりも導光板８１Ｂから離れた部位にＬＥＤ８０Ｂを配置する必要があ
る。つまり、導光８１Ｂの入射領域８１ｂとＬＥＤ８０Ｂの光出射面８０ｂと間の距離が
小さければ、ストレートタイプの照明装置８Ａの場合（図１０参照）と同様に、導光板８
１Ｂに入射された光がＬＥＤ８０Ｂの光出射面８０ｂの垂線側に屈折し、ＬＥＤ８０Ｂか
ら放射状に出射された光を有効に利用することができない。このため、導光板８１Ｂの入
射領域８１ｂとＬＥＤ８０Ｂの光出射面８０ｂとの間に一定以上の距離を設ける必要があ
り、図１１（ｂ）に良く表れているようにＬＥＤ８０Ｂからの光うのち、導光板８１Ｂの
入射領域８１ｂから入射されない光の割合が多くなり、効率が悪いといった欠点がある。
また、このようにして導光板８１Ｂ内に入射されなかった光は、液晶表示装置の外部に漏
れ、これがホットスポットの原因ともなってしまう。
【０００７】
図１２に示したトップライトＬＥＤ９０Ａを使用したストレートタイプの照明装置９Ａで
は、先に説明したサイドライトＬＥＤ８０Ａを使用したストレートタイプの照明装置８Ａ
（図１０参照）と同様な利点および欠点がある。また、図１３に示したトップライトＬＥ
Ｄ９０Ｂを使用した半円タイプの照明装置９Ｂでは、先に説明したサイドライトＬＥＤ８
０Ｂを使用した照明装置８Ｂ（図１１参照）と同様な利点および欠点がある。しかも、こ
れらの照明装置９Ａ，９Ｂでは、導光板９１Ａ，９１Ｂの反射面９２ａ，９２ｂで光の進
行方向が変えられるが、厚みの小さい液晶表示装置、たとえば導光板９１Ａ，９１Ｂの厚
みが１ｍｍ程度のものでは、反射面９２ａ，９２ｂの面積を大きく確保することができな
いため、次の欠点もある。すなわち、反射面９２ａ，９２ｂの面積が小さければ、ＬＥＤ
９０Ａ，９０Ｂから導光板９１Ａ，９１Ｂに入射された光が反射面９２ａ，９２ｂで反射
せず、導光板９１Ａ，９１Ｂの上面に小さな入射角で入射し、この上面で反射せずに外部
に漏れてしまい、光のロスが大きくなってしまうといった欠点がある。
【０００８】
本願発明は、上記した事情のもとで考え出されたものであって、点状光源からの光を有効
に利用でき、しかもコスト的に有利に製造し、駆動できる照明装置および液晶表示装置を
提供することをその課題とする。
【０００９】
【発明の開示】
上記の課題を解決するため、本願発明では、次の技術的手段を講じている。
【００１０】
　すなわち、本願発明の第１の側面により提供される照明装置は、板状の出射部の一側縁
部に沿って延びるようにして帯状の入射部が設けられた導光手段と、上記入射部に向けて
光出射面から放射状に光を出射する点状光源と、を備え、上記点状光源からの光を上記入
射部の光入射領域から入射し、それを上記出射部内で拡散させつつ上記出射部の一面から
出射するように構成された照明装置であって、上記光入射領域は、

れている
ことを特徴としている。
【００１１】
上記構成では、複数の傾斜面の傾斜角度や向きを適宜選択すれば、サイドライトタイプあ
るいはトップライトタイプの点状光源のいずれを使用する場合であっても、導光手段、ひ
いては出射部内に導入された光を有効に拡散させ、ムラのない面発光が可能となる。これ
により、使用すべき点状光源の数を少なくすることができ、製造コストおよびランニング
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上記入射部の長手方向
に並ぶ複数の凸部を備えているとともに、各凸部は、上記光出射面の中心に対して近く、
上記長手方向に傾斜する第１の傾斜面と、上記中心位置に対して遠く、上記長手方向に上
記第１の傾斜面と逆方向に傾斜する第２の傾斜面と、上記入射部の幅方向または厚み方向
に傾斜する第３の傾斜面とを有しており、かつ、上記各第１の傾斜面は、上記光出射面の
中心から離れるものほど、上記光出射面に対してより起立するようにして設けら



コストの低減を図ることができるようになる。
【００１３】
　上記構成では 、点状光源から放射状に出射された光は、主として各第１の傾斜面か
ら導光手段に入射される。そして、これらの第１の傾斜面が点状光源の光出射面の中心か
ら離れるほど起立するように設けられているから、光出射面に対してより垂直に近い角度
で進行する光は、光出射面に対してより傾倒した第１の傾斜面から比較的に大きな入射角
度で入射される一方、光出射面に対してより水平に近い角度で進行する光は、光出射面に
対してより起立した第１の傾斜面から比較的に小さな入射角度で入射される。つまり、光
出射面に対して垂直に近い方向に進行する光ほど、大きく屈折され、光出射面に対して水
平に近い方向に進行する光ほど、屈折の程度が小さく、そのままの進行方向に近い状態で
入射部内を進行する。結局、光入射領域から入射部に導入された光は、入射部の長手方向
に適切に拡散され、出射部の全体に光を均一に拡散させることができるようになる。
【００１４】
　また、光入射領域を上記した形態とすれば、光入射面が半円とされた場合のように、光
を有効に拡散させるた 点状光源の配置部位の制約が んどなく、点状光源をより光
入射領域に近づけることができるため、点状光源からの光をより有効に入射部に導入でき
、光のロスを小さくすることができるようになる。
【００１７】
　上記構成では 、第３の傾斜面に対しても点状光源からの光が入射され、これによ
って入射部の長手方向ばかりでなく、入射部の幅方向または厚み方向に対しても、有効に
光を拡散させることができるようになる。
【００１８】
好ましい実施の形態においては、上記入射部には、上記光出射面を収容する収容空間が設
けられている。
【００１９】
上記構成では、光出射面が収容空間によって囲まれるため、点状光源からの光を有効に入
射部内に導入でき、光のロスを少なくできる。
【００２０】
好ましい実施の形態においては、上記導光手段は、上記入射部の少なくとも一部が上記出
射部の厚み方向に突出した形態とされているとともに、上記収容空間が、上記出射部に対
して上記厚み方向にオフセットして設けられている。
【００２１】
すなわち、本願発明は、導光手段がＬ字状やフック状の形態とされ、点状光源としてトッ
プライトＬＥＤを使用した場合においても、点状光源からの光を有効に利用し、導光手段
内において光を有効に拡散させることができる。
【００２２】
好ましい実施の形態においては、上記導光手段には、上記光入射領域からの光の進行方向
を上記出射部の平面方向に変える反射面が設けられているとともに、上記光入射領域にお
ける上記出射部と反対側の端縁領域は、上記光出射面に対して平行または略平行とされて
いる。
【００２３】
上記構成では、点状光源から入射部に導入された光の大部分は、反射面において反射して
から出射部内を拡散しつつ進行する。そして、光入射領域に第３の傾斜面が設けられた構
成では、入射部の幅方向または厚み方向にも光が拡散されるのは上述した通りである。こ
のため、第３の傾斜面が、光入射領域における出射部とは反対側の端縁領域にまで設けら
れていれば、当該第３において屈折した光の一部が反射面に対して小さな入射角度で入射
し、反射面から漏れてしまうことが懸念される。したがって、光入射領域における出射部
とは反対側の端縁領域を光出射面に対して平行または略平行ば水平状面とすれば、当該水
平状面に入射した光は出射部側に屈折し、反射面に対して比較的に大きな角度で入射する
こととなり、反射面からの光の漏れを回避することができる。
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【００２７】
　 願発明の第 の側面においては、液晶表示パネルと、点状光源から導光手段に入射さ
れた光を上記導光手段の一面から出射して上記液晶表示パネルを照明する照明装置と、を
備えた液晶表示装置であって、上記照明装置は、上述した本願発明の第１の側 記載し
たいずれかの照明装置であることを特徴とする、液晶表示装置が提供される。
【００２８】
上記液晶表示装置は、先に説明した照明装置を備えているから、この照明装置によって液
晶表示パネルの全体が均一に照明され、ムラなく文字や図形などの表示を行うことができ
るようになる。
【００２９】
本願発明のその他の特徴および利点は、添付図面を参照して以下に行う詳細な説明によっ
て、より明らかとなろう。
【００３０】
【発明の実施の形態】
以下、本願発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しつつ具体的に説明する。
【００３１】
図１は本願発明に係る液晶表示装置の一例を示す断面図、図２は図１液晶表示装置を構成
する透明基板および透明電極の要部を示す分解斜視図、図３は図１の液晶表示装置を構成
する照明装置の部分斜視図、図４および図５は図３の照明装置の要部拡大断面図、図６は
図３の照明装置を構成する導光板の要部（光入射領域）を裏面から見た斜視図である。
【００３２】
図１に良く表れているように、本実施形態の液晶表示装置Ｘ１は、液晶表示パネル１、こ
の液晶表示パネル１の正面（図１および図２の上方）側を覆う導光板２、この導光板２に
導入する光を発する点状光源３を具備して構成されている。
【００３３】
液晶表示パネル１は、たとえばモノクロ表示用に構成され、単純マトリクス駆動方式が採
用されたものである。この液晶表示パネル１は、ガラス製の一対の透明基板１０ａ，１０
ｂおよびシール部材１１によって囲まれた空間に液晶１２を封入したものであり、透明基
板１０ａの正面側には偏光板１３ａが、透明基板１０ｂの背面側には偏光板１３ｂおよび
反射板１４が重ねて設けられた構成とされている。
【００３４】
各透明基板１０ａ，１０ｂには、図２に示したように互いに対面する側の面の略全域にわ
たって、複数の透明電極１５ａ，１５ｂがそれぞれ設けられている。各透明電極１５ａ，
１５ｂは、一方向に延びる線状であり、その幅方向に一定間隔隔てて並ぶようにして形成
されている。ただし、透明電極１５ａ，１５ｂどうしは、互いに直交するようにして形成
されており、透明電極１５ａ，１５ｂどうしの各交点が表示画素となる。各透明基板１０
ａ，１０ｂ上にはさらに、図１に良く表れているように、各透明電極１５ａ，１５ｂを覆
うようにして、液晶分子にねじれを与えるための配向膜１６ａ，１６ｂがそれぞれ設けら
れている。
【００３５】
偏光板１３ａ，１３ｂは、一定の方向に振動する光のみを選択的に透過させるものであり
、たとえば一方が水平方向に振動する光を、他方が垂直方向に振動する光をそれぞれ選択
的に透過させるものである。
【００３６】
反射板１４は、正面側から背面側に向けて進行してきた光の向きを、正面側に変えて進行
させるものである。
【００３７】
導光板２は、図１に示したように点状光源３から導入された光をその裏面（図１の下方側
の面）２３から出射する出射部２０に隣接し、この出射部２０の厚み方向に突出して入射
部２１が設けられた形態とされている。この導光板２は、たとえば透明性に優れる樹脂を
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用いた金型成形により、出射部２０および出射部２１が一体的に形成されている。導光板
２を構成する具体的な材質としては、ＰＭＭＡ（ポリメタクリル酸メチル（メタクリル樹
脂））などが挙げられる。
【００３８】
出射部２０は、裏面２３が滑らかな平面状であるのに対し、正面側（図２の上方側）の面
（表面）２４は凹凸状とされている。より具体的には、導光板２の表面２４は、傾斜の向
きおよび傾斜角が相違する２種類の傾斜面２５ａ，２５ｂを有する断面三角状の複数の凸
部２５が一定方向に連続して形成された凹凸状とされている。
【００３９】
入射部２１は、図１および図３に良く表れているように出射部２０に隣接して一方向（長
手方向）に延びる帯状であり、出射部２０に対して背面側に位置ずれしている。これによ
り、導光板２は、全体としてＬ字状の形態とされている。また、入射部２１と出射部２０
とを繋ぐ部分には、図５に良く表れているように入射部２１の長手方向に延びるとともに
、点状光源３の光出射面３ａに対して傾斜する２つの反射面２７，２８が形成されている
。これらの反射面２７，２８は、点状光源３からの光の進行方向を出射部２０側に変える
ものであるが、各反射面２７，２８の傾斜角度は、当該反射面２７，２８に入射した光が
各導光板２の外部に漏れにくいように、すなわち全反射しやすいように設定されている。
そして、入射部２１の長手方向の中央部には、正面側に凹入するとともに、入射部２１の
幅方向に貫通する収容空間２１Ａが形成されている。この収容空間２１Ａは、点状光源３
が収容されるものであり、天井部分が主として光入射領域２１Ｂとされている。
【００４０】
この光入射領域２１Ｂには、図６に示したように３つの傾斜面２９ａ～２９ｃによって囲
まれる空間内に、入射部２１の長手方向に４列、幅方向に２列並んで計８個の四角錘部２
１Ｃが形成されている。そして、光入射領域（天井部分）２１Ｂにおける四角錐部２１Ｃ
が形成された領域以外は、図５および図６に良く表れているように水平面２１Ｄとされて
いる。
【００４１】
各四角錘部２１Ｃは、図４ないし図６に良く表れているように第１から第４の傾斜面２１
ａ～２１ｄによりその形状が規定されている。第１の傾斜面２１ａは、図４に良く表れて
いるように長手方向の端部に近い四角錐部２１Ｃのものほど、その傾斜角度が小さくなる
（起立する）ようにして入射部２１の長手方向に並んでいる。第２の傾斜面２１ｂは、長
手方向の端部に近く四角錘部２１Ｃものほど、その傾斜角度が大きく（傾倒）するように
して入射部２１の長手方向に並んでいる。第３および第４の傾斜面２１ｃ，２１ｄは、入
射部２１の幅方向に交互に並んでいる。なお、本実施形態では、長手方向の最端部に位置
する四角錘部２１Ｃの第２の傾斜面２１ｂに対面するとともに幅方向に延びる傾斜面２９
ｂ，２９ｃもまた、第１の傾斜面２１ａに含まれ、第４の傾斜面２１ｄに対面するととも
に長手方向に延びる傾斜面２１ａもまた、第３の傾斜面２１ｃに含まれるものとする。
【００４２】
点状光源３は、入射部２１内に導入する光を上方に向けて発するトップライト型のもので
あり、基板４に実装された状態で、入射部２１の収容空間２１Ａ内に収められている。こ
の状態では、各四角錘部２１Ｃの頂点が、点状光源３の光出射面３ａを指示している。な
お、点状光源３としては、ＬＥＤなどが使用される。
【００４３】
以上の構成においては、点状光源３を点灯駆動させると、この点状光源３から発せられた
光は、主として入射部２１の第１の傾斜面２１ａ、第３の傾斜面２１ｃ、および水平面２
１Ｄから入射される。
【００４４】
第１の傾斜面２１ａに入射した光は、図４に良く表れているように空気と入射部２１との
屈折率の差に起因して、入射角よりも小さな角度で出射する。そして、各第１の傾斜面２
１ａが光出射面３ａに対して傾斜しているから、全体としては、第１の傾斜面２１ａに入
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射した光は入射部２１の長手方向に拡げられる。
【００４５】
第３の傾斜面２１ｃに入射した光は、図５に良く表れているように全体として出射部２０
側に屈折し、反射面２８に反射してから、あるいは直接的に出射部２０に導入される。つ
まり、第３の傾斜面２１ｃに入射された光は、反射面２８や出射部２０の上面に対する入
射角が小さくなり、その結果、反射面２８や出射部２０の上面に入射した光が漏れてしま
うといった不具合が回避される。
【００４６】
水平面２１Ｄに入射した光は、図５に良く表れているように反射面２７において反射して
から出射部２０に導入される。かりに、図５に仮想線で示したように水平面２１Ｄの領域
にまで第３および第４の傾斜面２１ｃ，２１ｄを設けたとすれば、点状光源３からの光が
第４の傾斜面２１ｄにより出射部２１とは反対側に屈折されてしまい、反射面２７（２８
）に対する入射角が小さくなり、入射部２１の外部に光が漏れてしまうこととなる。つま
り、光出射領域２１Ｂにおける出射部２１とは反対側の部分を水平面２１Ｄとすることに
より、入射部２１の外部への光の漏れを回避することができる。
【００４７】
そして、出射部２１に導入された光は、図１に良く表れているように出射部２０の表裏面
２３，２４による反射を繰り返しながらこの導光板２の内部を他側面２６に向けて順次進
行していく。そして、導光板２の裏面２３に対して全反射臨界角よりも小さい角度で入射
した光は、この裏面２３から液晶表示パネル１に向けて出射される。このような光の出射
は、導光板２の裏面２３の各所において行われるため、導光板２の裏面２３全体から光が
出射されることとなる。
【００４８】
出射部２１の裏面２３から出射した光は、たとえば水平方向に振動する光のみが選択的に
偏光板１３ａを透過し、配向膜１６ａ，１６ｂによってその振動方向がたとえば９０度変
えられて、垂直方向に振動する光とされる。この光は、偏光板１３ｂ透過可能であるから
、偏光板１３ｂを下方に向けて透過し、反射板１４によって上方に向けて反射される。そ
して、再度偏光板１３ｂを透過した後、液晶表示パネル１の配向膜１６ａ，１６ｂによっ
てその振動方向が９０度変えられて、水平方向に振動する光とされる。この光は、偏光板
１３ａを透過可能であるから、偏光板１３ａを透過してからさらに導光板２を透過し、液
晶表示装置Ｘ１の正面に出射する。
【００４９】
一方、点状光源３を駆動させることなく、外光を利用した画像表示を行わせる場合には、
外光が導光板２、偏光板１３ａ、配向膜１６ａ、偏光板１３ｂを順次下向きに透過した後
に反射板１４によって上向きに反射されることにより、その光が上記各部を上記とは逆に
透過して液晶表示装置Ｘ１の正面側から出射することとなる。
【００５０】
そして、表示すべき画像に応じて、所定の透明電極１５ａ，１５ｂどうしの交点（画素）
に電圧を印加すれば、当該交点では光の振動方向は変えられない。したがって、液晶表示
パネル１の正面側から当該画素を透過した光は、偏光板１３ｂを透過できず、また液晶パ
ネル１の背面側から当該画素を透過した光は、偏光板１３ａを透過することができない。
これにより、電圧が印加された交点を通過する光は、液晶表示装置Ｘ１の正面から出射さ
れることがないため、当該交点に対応する画素が、観測者には黒色として認識されること
となる。
【００５１】
なお、本実施形態では、図５に良く表れているように点状光源３を収容する収容空間２１
Ａが入射部２１の幅方向に貫通していたが、図７に示したように収容空間２１Ａ′を非貫
通状とし、点状光源３の全体を囲むように形成してもよい。
【００５２】
また、本実施形態では、図６に良く表れているように光入射領域２１Ｂには、複数の第１
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から第４の傾斜面２１ａ～２１ｄからなる四角錘部２１Ｃが設けられていたが、当該四角
錘部２１Ｃに変えて、三角錐状や円柱状の突起を設けて光ロスを低減するようにしてもよ
い。
【００５４】
　図８に示した液晶表示装置Ｘ２は、 入射部５１が出射
部２０に対して同一平面上に設けられるとともに、収容空間５１Ａが出射部２０側に凹入
した形態のものである。この液晶表示装置Ｘ２においても入射部５１の長手方向に傾斜す
るようにして、光入射領域５１Ｂに第１および第２の傾斜面５１ａ、５１ｂを設けて入射
部５１の長手方向に光を拡散しやすいようになされ
【００５５】
　一方、図９に示した液晶表示装置Ｘ３は、 収容空
間が設けられていないが、入射部６１の長手方向に光を拡散しやすいようにするために、
第１および第２の傾斜面６１ａ，６１ｂが設けられている。
【００５６】
その他、本願発明に係る液晶表示装置の各部の具体的な構成は、上述の実施形態に限定さ
れず、種々に設計変更自在である。液晶の種類やその駆動方式などはなんら限定されるも
のではない。
【図面の簡単な説明】
【図１】　本願発明に係る液晶表示装置の一例を示す断面図である。
【図２】　図１の液晶表示装置を構成する透明基板および透明電極の要部を示す分解斜視
図である。
【図３】　図１の液晶表示装置を構成する照明装置の部分斜視図である。
【図４】　図３の照明装置の要部拡大断面図である。
【図５】　図３の照明装置の要部拡大断面図である。
【図６】　図３の照明装置を構成する導光板の要部（光入射領域）を裏面から見た斜視図
である。
【図７】　本願発明に係る照明装置の他の例を示す要部断面図である。
【図８】　本願発明 に係る照明装 示す要部斜視図である。
【図９】　本願発明 に係る照明装 示す要部斜視図である。
【図１０】　（ａ）は従来の照明装置（サイドライトＬＥＤを使用したストレートタイプ
）を示す平面図、（ｂ）はその側面図である。
【図１１】　（ａ）は従来の照明装置（サイドライトＬＥＤを使用した半円タイプ）を示
す平面図、（ｂ）はその側面図である。
【図１２】　（ａ）は従来の照明装置（アップライトＬＥＤを使用したストレートタイプ
）を示す斜視図、（ｂ）はその縦断面図である。
【図１３】　（ａ）は従来の照明装置（アップライトＬＥＤを使用した半円タイプ）を示
す平面図、（ｂ）はその縦断面図である。
【符号の説明】
　Ｘ１～Ｘ３　液晶表示装置
　１　液晶表示パネル
　２，５，６　導光板
　３　光源
　４　基板
　２０　出射部
　２１，５１，６１　入射部
　２１Ａ，２１Ａ′，５１Ａ　収容空間（入射部の）
　２１Ｂ　光入射領域（入射部の）
　２１Ｃ　四角錐部（光入射領域の）
　２１Ｄ　水平面（光入射領域の）
　２１ａ　第１の傾斜面
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本願発明の参考例を示しており、
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本願発明の他の参考例を示しており、

の参考例 置を
の他の参考例 置を



　２１ｂ　第２の傾斜面
　２１ｃ　第３の傾斜面
　２１ｄ　第４の傾斜面

【 図 １ 】 【 図 ２ 】
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【 図 ３ 】 【 図 ４ 】

【 図 ５ 】 【 図 ６ 】
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【 図 ７ 】 【 図 ８ 】

【 図 ９ 】 【 図 １ ０ 】
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【 図 １ １ 】 【 図 １ ２ 】

【 図 １ ３ 】
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