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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　第１の光源と、前記第１の光源から離間して設けられた第２の光源と、前記第１の光源
と前記第２の光源との間に設けられ、前記第１の光源と前記第２の光源から導入される光
を出射側から線状に出射する線状導光体とを有する照明装置であって、
　前記線状導光体の前記出射側に対向する反射側には、前記第１の光源から導入される光
を反射する第１のＶ字形の溝より成る第１の光反射部と、前記第２の光源から導入される
光を反射する第２のＶ字形の溝より成る第２の光反射部とが、それぞれ複数形成されてお
り、
　前記第１のＶ字形の溝の前記第１の光源側の面である第１の反射面は、前記第１の光源
から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるような角
度で、それぞれ傾斜しており、前記第１のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい角度と
なっており、
　前記第２のＶ字形の溝の前記第２の光源側の面である第２の反射面は、前記第２の光源
から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるような角
度で、それぞれ傾斜しており、前記第２のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい角度と
なっており、
　前記第１のＶ字形の溝の面の交角と、前記第２のＶ字形の溝の面の交角とは、互いに等
しい角度となっており、
　前記複数の第１の光反射部は、前記線状導光体の前記第１の光源が設けられている側と
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反対側の端部近傍領域に少なくとも形成され、前記複数の第２の光反射部は、前記線状導
光体の前記第２の光源が設けられている側と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成され
ている
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　請求項１記載の照明装置において、
　前記第１の光反射部と前記第２の光反射部とがほぼ交互に形成されている
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項３】
　請求項１又は２記載の照明装置において、
　互いに近接する前記第１の光反射部の間隔をΔＸ、傾斜角の変化をΔθとすると、Δθ
／ΔＸの絶対値が２．７１度／ｍｍ以下となるように、前記複数の第１の光反射部の面が
それぞれ傾斜している
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項４】
　請求項３記載の照明装置において、
　前記線状導光体の長手方向に沿った距離に対するΔθ／ΔＸの変動量の絶対値が０．７
０度／ｍｍ以下となるように、前記複数の第１の光反射部の面がそれぞれ傾斜している
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項５】
　請求項１乃至４のいずれか１項に記載の照明装置において、
　前記線状導光体と光学的に結合され、前記線状導光体から導入される光を平面状に出射
する面状導光体を更に有する
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項６】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の照明装置において、
　前記線状導光体の前記反射側に、反射コート膜が更に形成されている
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項７】
　請求項１乃至５のいずれか１項に記載の照明装置において、
　前記線状導光体の前記反射側に、前記線状導光体と別個に反射手段が設けられている
　ことを特徴とする照明装置。
【請求項８】
　第１の光源と、前記第１の光源から離間して設けられた第２の光源と、前記第１の光源
と前記第２の光源との間に設けられ、前記第１の光源と前記第２の光源から導入される光
を出射側から線状に出射する線状導光体と、前記線状導光体と光学的に結合され、前記線
状導光体から導入される光を平面状に出射する面状導光体を有する照明装置と、前記照明
装置により照明される液晶パネルとを有する液晶表示装置であって、
　前記線状導光体の前記出射側に対向する反射側には、前記第１の光源から導入される光
を反射する第１のＶ字形の溝より成る第１の光反射部と、前記第２の光源から導入される
光を反射する第２のＶ字形の溝より成る第２の光反射部とが、それぞれ複数形成されてお
り、
　前記第１のＶ字形の溝の前記第１の光源側の面である第１の反射面は、前記第１の光源
から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるような角
度で、それぞれ傾斜しており、前記第１のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい角度と
なっており、
　前記第２のＶ字形の溝の前記第２の光源側の面である第２の反射面は、前記第２の光源
から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるような角
度で、それぞれ傾斜しており、前記第２のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい角度と
なっており、
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　前記第１のＶ字形の溝の面の交角と、前記第２のＶ字形の溝の面の交角とは、互いに等
しい角度となっており、
　前記複数の第１の光反射部は、前記線状導光体の前記第１の光源が設けられている側と
反対側の端部近傍領域に少なくとも形成され、前記複数の第２の光反射部は、前記線状導
光体の前記第２の光源が設けられている側と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成され
ている
　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】
本発明は、照明装置及び液晶表示装置に係り、特に、均一な光強度で照明しうる照明装置
及びその照明装置を用いた液晶表示装置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶パネルは、薄型かつ軽量であるため、携帯型の情報端末の表示画面として広く用いら
れている。
【０００３】
液晶パネルには、透過型液晶パネルと反射型液晶パネルとがある。
【０００４】
図１５（ａ）は、透過型液晶パネルを示す断面図である。図１５（ａ）に示すように、ガ
ラス基板２１０とガラス基板２１２との間には、偏向子２１４が挟み込まれている。ガラ
ス基板２１２上には、バスライン２１６等が形成されている。ガラス基板２１２とガラス
基板２１８との間には、液晶２２０が封入されている。ガラス基板２１８とガラス基板２
２２との間には、カラーフィルタ２２４ａ、２２４ｂ、２２４ｃが挟み込まれている。ガ
ラス基板２２２とガラス基板２２６との間には、偏向子２２８が挟み込まれている。
【０００５】
図１５（ｂ）は、反射型液晶パネルを示す断面図である。図１５（ｂ）に示すように、反
射型液晶パネルでは、ガラス基板２１０とガラス基板２１２との間には、ミラー２３０が
挟み込まれている。ミラー２３０は、反射型液晶パネルの上面から導入される光を、反射
するためのものである。
【０００６】
液晶自体は発光しないため、液晶パネルに表示される情報を視認するためには、照明が必
要である。
【０００７】
透過型液晶パネルでは、照明装置は、液晶パネルの下面側に設けられる。
【０００８】
反射型液晶パネルでは、太陽光や室内灯の照明が存在する環境下で表示画面を視認する際
には、照明装置を必ずしも設けることを要しない。しかし、照明の存在しない環境下での
視認をも可能とするためには、照明装置を設けることが必要となる。反射型液晶パネルに
おいては、照明装置は、液晶パネルの上面側に設けられる。
【０００９】
図１６は、提案されている照明装置を示す斜視図である。図１６に示すように、提案され
ている照明装置１１０は、光を発するＬＥＤ１１２ａ、１１２ｂと、ＬＥＤ１１２ａ、１
１２ｂからの光を線状の光に変換して出射する線状導光体１１４と、線状導光体１１４か
ら出射される線状の光を平面状の光に変換して出射する面状導光体１１６とを有している
。線状導光体１１４の背面側、即ち、反射側には、複数の光反射部１２０がストライプ状
に形成されている。また、線状導光体１１４の反射側には、反射コート膜１１８が形成さ
れている。
【００１０】
図１７は、提案されている照明装置の線状導光体を示す斜視図及び平面図である。図１７
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に示すように、ＬＥＤ１１２ａ、１１２ｂから出射される光は、線状導光体１１４の背面
側、即ち反射側に形成された光反射部１２０の面で反射され、線状導光体１１４の前面側
、即ち出射側から出射される。線状導光体１１４の出射側から線状に出射される光は、面
状導光体１１６により平面状の光に変換され、面状導光体１１６の平面から出射される。
【００１１】
このような提案されている照明装置では、液晶パネルを平面状に照明することができる。
なお、このような照明装置は、例えば、特開平１０－２６０４０５号公報に記載されてい
る。
【００１２】
【発明が解決しようとする課題】
しかしながら、上述した提案されている照明装置は、以下に示すように、均一な強度で液
晶パネルを照明することができなかった。
【００１３】
図１８は、提案されている照明装置の線状導光体から出射される光の強度分布を示すグラ
フである。横軸は、線状導光体１１４の中心からの位置を示しており、縦軸は光強度を示
している。
【００１４】
図１８に示すように、提案されている照明装置では、線状導光体１１４から出射される光
の強度分布が均一ではなく、光強度の強い部分と弱い部分とが存在していた。線状導光体
１１４から出射される光の強度分布は、面状導光体１１６から出射される光の強度分布に
反映される。このため、面状導光体１１６から出射される光の強度分布も均一にはならず
、面内において光強度の強い部分と弱い部分とが存在していた。従って、提案されている
照明装置を用いて液晶表示装置を構成した場合には、良好な表示特性を得ることはできな
かった。
【００１５】
本発明の目的は、均一な光強度で照明し得る照明装置及びその照明装置を用いた良好な表
示特性を有する液晶表示装置を提供することにある。
【００１６】
【課題を解決するための手段】
　上記目的は、第１の光源と、前記第１の光源から離間して設けられた第２の光源と、前
記第１の光源と前記第２の光源との間に設けられ、前記第１の光源と前記第２の光源から
導入される光を出射側から線状に出射する線状導光体とを有する照明装置であって、前記
線状導光体の前記出射側に対向する反射側には、前記第１の光源から導入される光を反射
する第１のＶ字形の溝より成る第１の光反射部と、前記第２の光源から導入される光を反
射する第２のＶ字形の溝より成る第２の光反射部とが、それぞれ複数形成されており、前
記第１のＶ字形の溝の前記第１の光源側の面である第１の反射面は、前記第１の光源から
導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるような角度で
、それぞれ傾斜しており、前記第１のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい角度となっ
ており、前記第２のＶ字形の溝の前記第２の光源側の面である第２の反射面は、前記第２
の光源から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるよ
うな角度で、それぞれ傾斜しており、前記第２のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい
角度となっており、前記第１のＶ字形の溝の面の交角と、前記第２のＶ字形の溝の面の交
角とは、互いに等しい角度となっており、前記複数の第１の光反射部は、前記線状導光体
の前記第１の光源が設けられている側と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成され、前
記複数の第２の光反射部は、前記線状導光体の前記第２の光源が設けられている側と反対
側の端部近傍領域に少なくとも形成されていることを特徴とする照明装置により達成され
る。
【００１７】
　また、上記目的は、第１の光源と、前記第１の光源から離間して設けられた第２の光源
と、前記第１の光源と前記第２の光源との間に設けられ、前記第１の光源と前記第２の光
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源から導入される光を出射側から線状に出射する線状導光体と、前記線状導光体と光学的
に結合され、前記線状導光体から導入される光を平面状に出射する面状導光体を有する照
明装置と、前記照明装置により照明される液晶パネルとを有する液晶表示装置であって、
　前記線状導光体の前記出射側に対向する反射側には、前記第１の光源から導入される光
を反射する第１のＶ字形の溝より成る第１の光反射部と、前記第２の光源から導入される
光を反射する第２のＶ字形の溝より成る第２の光反射部とが、それぞれ複数形成されてお
り、前記第１のＶ字形の溝の前記第１の光源側の面である第１の反射面は、前記第１の光
源から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射されるような
角度で、それぞれ傾斜しており、前記第１のＶ字形の溝の面の交角は、互いに等しい角度
となっており、前記第２のＶ字形の溝の前記第２の光源側の面である第２の反射面は、前
記第２の光源から導入される光が前記線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射さ
れるような角度で、それぞれ傾斜しており、前記第２のＶ字形の溝の面の交角は、互いに
等しい角度となっており、前記第１のＶ字形の溝の面の交角と、前記第２のＶ字形の溝の
面の交角とは、互いに等しい角度となっており、前記複数の第１の光反射部は、前記線状
導光体の前記第１の光源が設けられている側と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成さ
れ、前記複数の第２の光反射部は、前記線状導光体の前記第２の光源が設けられている側
と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成されていることを特徴とする液晶表示装置によ
り達成される。
【００１８】
【発明の実施の形態】
［第１実施形態］
本発明の第１実施形態による照明装置を図１乃至図５を用いて説明する。図１は、本実施
形態による照明装置を示す斜視図及び平面図である。図１（ａ）は、本実施形態による照
明装置を示す斜視図である。図１（ｂ）は、本実施形態による照明装置を示す平面図であ
る。図２は、本実施形態による照明装置を示す平面図である。図３は、本実施形態による
照明装置の光反射部の傾斜角を示すグラフである。図４は、人間の目と表示画面との関係
を示す概略図である。図５は、本実施形態による照明装置の光強度分布を示すグラフであ
る。
【００１９】
図１に示すように、本実施形態による照明装置１０は、光を発するＬＥＤ１２ａ、１２ｂ
と、ＬＥＤ１２ａ、１２ｂから導入される光を線状の光に変換して出射する線状導光体１
４と、線状導光体１４と光学的に結合され、線状の光を面状の光に変換して出射する面状
導光体１６とを有している。線状導光体１４の反射側には、反射コート膜１８が形成され
ている。
【００２０】
ＬＥＤ１２ａは、線状導光体１４の紙面左側の端部に設けられている。ＬＥＤ１２ｂは、
線状導光体１４の紙面右側の端部に設けられている。ＬＥＤ１２ａ、１２ｂと線状導光体
１４との間の距離ΔＬ（図２参照）は、例えばそれぞれ０ｍｍに設定されている。
【００２１】
線状導光体１４は、全体として四角柱状に形成されている。線状導光体１４の材料として
は、例えばガラスやプラスチックが用いられている。線状導光体１４の屈折率Ｎｇは、例
えば１．５１となっている。線状導光体１４の厚さｔは、例えば３ｍｍに設定されている
。線状導光体１４の長さＬは、例えば２インチの液晶表示装置に用いる照明装置の場合に
は、例えば３７ｍｍに設定されている。２インチの液晶表示装置の表示画面の幅は３５ｍ
ｍ程度であるが、線状導光体１４の長さＬを３７ｍｍに設定すれば、２ｍｍのマージンが
確保される。
【００２２】
線状導光体１４の反射側には、複数の光反射部２０ａ、２０ｂがストライプ状に形成され
ている。光反射部２０ａ、２０ｂは、Ｖ字形の溝により構成されている。図２に示すよう
に、光反射部２０ａ、２０ｂを構成するＶ字形の溝の面の交角θpは、いずれも等しい角
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度となっている。光反射部２０ａ、２０ｂを構成するＶ字形の溝の面の交角θpが互いに
等しくなっているのは、線状導光体を形成するための型等を形成する際に用いられる切削
工具を一種類で足りるようにするためである。これにより、線状導光体を成形するための
型等を低コストで作製することが可能となり、ひいては、線状導光体の低コスト化を実現
することが可能となる。
【００２３】
光反射部２０ａは、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ａから線状導光体１４に導入される
光を反射し、線状導光体１４の出射側から光を出射するためのものである。光反射部２０
ａは、線状導光体１４の中心より紙面左側においては、線状導光体１４の紙面左側から数
えて、例えば偶数番目に形成されている。光反射部２０ａは、線状導光体１４の中心より
紙面右側においては、線状導光体１４の紙面左側から数えて、例えば奇数番目に形成され
ている。
【００２４】
光反射部２０ｂは、紙面右側に設けられたＬＥＤ１２ｂから線状導光体１４に導入される
光を反射し、線状導光体１４の出射側から光を出射するためのものである。光反射部２０
ｂは、線状導光体１４の中心より紙面左側においては、線状導光体１４の紙面左側から数
えて、例えば奇数番目に形成されている。光反射部２０ｂは、線状導光体１４の中心より
紙面右側においては、線状導光体１４の紙面左側から数えて、例えば偶数番目に形成され
ている。
【００２５】
光反射部２０ａ、２０ｂは、線状導光体１４の反射側にそれぞれ多数形成されているが、
図２においては、省略されている。
【００２６】
光反射部２０ａ、２０ｂは、例えば０．２３ｍｍのピッチで、交互に形成されておいる。
光反射部２０ａ、２０ｂは、例えば合計で１５０個形成されている。
【００２７】
光反射部２０ａのうち光反射部２０ａ1は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ａから線状
導光体１４に導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射して光反射部２０ａ
に導入され得る箇所、即ち全反射条件を満たす箇所に形成されている。
【００２８】
一方、光反射部２０ａのうち光反射部２０ａ2は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ａか
ら線状導光体１４に導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射して光反射部
２０ａに導入され得ない箇所、即ち上記の全反射条件を満たさない箇所に形成されている
。
【００２９】
光反射部２０ａ1は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ａから導入される光が、線状導光
体１４の出射側の面で全反射され、更に光反射部２０ａ1の紙面左側の面で全反射されて
、線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、光反射部２０ａ1

の紙面左側の面の傾斜角θL（ｎ）がそれぞれ設定されているものである。
【００３０】
換言すれば、光反射部２０ａ1は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ａから導入される光
が、線状導光体１４の出射側の面で全反射され、更に光反射部２０ａ1の紙面左側の面で
全反射されて、線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、それ
ぞれ傾斜角θa（ｎ）で傾斜しているものである。
【００３１】
なお、光反射部２０ａ1の傾斜角θa（ｎ）は、光反射部２０ａ1自体の傾斜角であり、具
体的には、光反射部２０ａ1を構成するＶ字形の溝の面の交角θpの二等分線が、線状導光
体１４の長手方向に対する法線方向に対して、傾いている角度である。
【００３２】
光反射部２０ａ1の面の傾斜角θL（ｎ）は、以下のような式で表される。
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【００３３】
【数１】

【００３４】
なお、ｎは、ｎ番目の光反射部に関するものであることを意味する。また、θL（ｎ）は
、ｎ番目の光反射部２０ａ1の紙面左側の面の傾斜角である。また、Ｘ（ｎ）は、線状導
光体１４の紙面左側の端面からｎ番目の光反射部までの距離である。
【００３５】
また、式（１）は、線状導光体１４の中心より紙面左側に形成される光反射部２０ａ1の
面の傾斜角θL（ｎ）について表したものである。線状導光体１４の中心より紙面右側に
形成される光反射部２０ａ1の面の傾斜角θL（ｎ）を表す式については、ここでは省略し
ている。
【００３６】
式（１）を変形すると、光反射部２０ａ1の傾斜角θa（ｎ）は、以下のような式で表され
る。
【００３７】
【数２】

【００３８】
なお、θ0は、線状導光体１４の中心に光反射部２０を形成した場合に、線状導光体１４
の長手方向に対して垂直な方向に光が出射されるような、光反射部２０の面の傾斜角であ
る。θ0は、以下のような式により表すことができる。
【００３９】
【数３】

【００４０】
光反射部２０ａ2は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２Ｌから線状導光体１４に導入され
る光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射されることなく、光反射部２０ａ2の紙面
左側の面に直接入射され、光反射部２０ａ2の紙面左側の面で全反射されて、線状導光体
１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、光反射部２０ａ2の紙面左側の
面の傾斜角θL（ｎ）がそれぞれ設定されているものである。
【００４１】
換言すれば、光反射部２０ａ2は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２Ｌから線状導光体１
４に導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射されることなく、光反射部２
０ａ2の紙面左側の面に直接入射され、光反射部２０ａ2の紙面左側の面で全反射されて、
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線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、それぞれ傾斜角θa

（ｎ）で傾斜しているものである。
【００４２】
なお、光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）は、光反射部２０ａ2自体の傾斜角であり、具
体的には、光反射部２０ａ2を構成するＶ字形の溝の面の交角θpの二等分線が、線状導光
体１４の長手方向に対する法線方向に対して、傾いている角度である。
【００４３】
光反射部２０ａ2の傾斜角θL（ｎ）は、以下のような式で表される。
【００４４】
【数４】

【００４５】
なお、式（４）は、線状導光体１４の中心より紙面左側に形成される光反射部２０ａ2の
面の傾斜角θL（ｎ）について表したものである。線状導光体１４の中心より紙面右側に
形成される光反射部２０ａ2の面の傾斜角θL（ｎ）を表す式については、ここでは省略し
ている。
【００４６】
式（４）を変形すると、光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）は、以下のような式で表され
る。
【００４７】
【数５】

【００４８】
光反射部２０ｂのうち光反射部２０ｂ1は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ｂから線状
導光体１４に導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射して光反射部２０ｂ
に導入され得る箇所、即ち全反射条件を満たす箇所に形成されている。
【００４９】
一方、光反射部２０ｂのうち光反射部２０ｂ2は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ｂか
ら線状導光体１４に導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射して光反射部
２０ｂに導入され得ない箇所、即ち上記の全反射条件を満たさない箇所に形成されている
。
【００５０】
光反射部２０ｂ1は、紙面右側に設けられたＬＥＤ１２ｂから光反射部２０ｂ1の紙面右側
の面に直接導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射され、更に光反射部２
０ｂ1の紙面右側の面により全反射されて、線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方
向に出射されるように、光反射部２０ｂ1の紙面右側の面の傾斜角θR（ｎ）がそれぞれ設
定されているものである。
【００５１】



(9) JP 4141766 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

換言すれば、光反射部２０ｂ1は、紙面右側に設けられたＬＥＤ１２ｂから光反射部２０
ｂ1の紙面右側の面に直接導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射され、
更に光反射部２０ｂ1の紙面右側の面により全反射されて、線状導光体１４の長手方向に
対して垂直な方向に出射されるように、それぞれ傾斜角θb（ｎ）で傾斜しているもので
ある。
【００５２】
なお、光反射部２０ｂ1の傾斜角θb（ｎ）は、光反射部２０ｂ1自体の傾斜角であり、具
体的には、光反射部２０ｂ1を構成するＶ字形の溝の面の交角θpの二等分線が、線状導光
体１４の長手方向に対する法線方向に対して、傾いている角度である。
【００５３】
光反射部２０ｂ1の面の傾斜角θR（ｎ）は、以下のような式で表される。
【００５４】
【数６】

【００５５】
なお、式（６）は、線状導光体１４の中心より紙面左側に形成される光反射部２０ｂ1の
面の傾斜角θR（ｎ）について表したものである。線状導光体１４の中心より紙面右側に
形成される光反射部２０ｂ1の面の傾斜角θR（ｎ）を表す式については、ここでは省略し
ている。
【００５６】
式（６）を変形すると、光反射部２０ｂ1の傾斜角θb（ｎ）は、以下のような式で表され
る。
【００５７】
【数７】

【００５８】
光反射部２０ｂ2は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ｂから線状導光体１４に導入され
る光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射されることなく、光反射部２０ｂ2の紙面
右側の面に直接入射され、光反射部２０ｂ2の紙面右側の面で全反射されて、線状導光体
１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、光反射部２０ｂ2の紙面右側の
面の傾斜角θR（ｎ）がそれぞれ設定されているものである。
【００５９】
換言すれば、光反射部２０ｂ2は、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ｂから線状導光体１
４に導入される光が、線状導光体１４の出射側の面で全反射されることなく、光反射部２
０ｂ2の紙面右側の面に直接入射され、光反射部２０ｂ2の紙面右側の面で全反射されて、
線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、それぞれ傾斜角θR

（ｎ）で傾斜しているものである。
【００６０】
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なお、光反射部２０ｂ2の傾斜角θb（ｎ）は、光反射部２０ｂ2自体の傾斜角であり、具
体的には、光反射部２０ｂ2を構成するＶ字形の溝の面の交角θpの二等分線が、線状導光
体１４の長手方向に対する法線方向に対して、傾いている角度である。
【００６１】
光反射部２０ｂ2の面の傾斜角θR（ｎ）を表す式については、ここでは省略している。ま
た、光反射部２０ｂ2の傾斜角θR（ｎ）を表す式についても、ここでは省略している。
【００６２】
次に、本実施形態の光反射部２０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の具体的な設
定値の例について図３を用いて説明する。図３は、本実施形態による照明装置の光反射部
の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の例を示すグラフである。横軸は、線状導光体１４の端面
から光反射部２０ａ、２０ｂまでの距離Ｘ（ｎ）を示しており、縦軸は、光反射部２０ａ
、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を示している。
【００６３】
ここでは、画面サイズを２インチ、表示画面の幅を３５ｍｍ、光反射部２０ａ、２０ｂの
合計数を１５０個、光反射部２０ａ、２０ｂのピッチを０．２３ｍｍ、光反射部を構成す
るＶ字形の溝の面の交角θpを１０３．８度、線状導光体１４の厚さｔを３ｍｍ、線状導
光体１４の長さＬを３７ｍｍ、ＬＥＤ１２ａ、１２ｂと線状導光体１４との間の距離ΔＬ
を０ｍｍ、線状導光体１４の屈折率を１．５１、視認する人間の目と表示画面との距離（
図４参照）を３５０ｍｍとして計算した。
【００６４】
光反射部２０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を図３のように設定すると、図５
で示すような光強度分布が得られる。図５は、本実施形態による照明装置の光強度分布を
示すグラフである。横軸は、線状導光体における位置を示しており、縦軸は、光強度を示
している。
【００６５】
図５から分かるように、本実施形態による照明装置では、ほぼ均一な光強度分布が得られ
ている。
【００６６】
このように本実施形態による照明装置は、交角θpが互いに等しいＶ字型の溝により光反
射部２０ａ、２０ｂが構成されており、ＬＥＤ１２ａから導入される光を線状導光体１４
の長手方向に対して垂直な方向に出射するための光反射部２０ａと、ＬＥＤ１２ｂから導
入される光を線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射するための光反射部２
０ｂとが交互に形成されていることに主な特徴がある。
【００６７】
特願２００１－２６３９２２号明細書には、図１９に示すような照明装置が提案されてい
る。図１９に示す提案されている照明装置では、ＬＥＤ１２ａが設けられている側にはＬ
ＥＤ１２ａから導入される光を線状導光体１４の長手方向に対してほぼ垂直な方向に出射
するための光反射部２０ｍが形成されており、ＬＥＤ１２ｂが設けられている側にはＬＥ
Ｄ１２ｂから導入される光を線状導光体１４の長手方向に対してほぼ垂直な方向に出射す
るための光反射部２０ｎが形成されている。図１９に示す照明装置では、ＬＥＤ１２ａに
近い位置に形成された光反射部２０ｍにはＬＥＤ１２ａからの光が到達せず、また、ＬＥ
Ｄ１２ｂに近い位置に形成された光反射部２０ｎにはＬＥＤ１２ｂからの光が到達しない
ため、線状導光体１４の端部近傍から出射される光の強度が弱くなってしまう。なお、Ｌ
ＥＤ１２ａに近い位置に形成された光反射部２０ｍにＬＥＤ１２ａからの光が到達せず、
また、ＬＥＤ１２ｂに近い位置に形成された光反射部２０ｎにＬＥＤ１２ｂからの光が到
達しないのは、図１９に点線で示すように、線状導光体１４の端部で光が全反射してしま
うためである。
【００６８】
これに対し、本実施形態では、ＬＥＤ１２ａから導入される光を線状導光体１４の長手方
向に対して垂直な方向に出射するための光反射部２０ａと、ＬＥＤ１２ｂから導入される
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、交互に形成されている。このため、本実施形態では、ＬＥＤ１２ａに近い位置において
は、ＬＥＤ１２ｂから導入される光を光反射部２０ｂを用いて反射することができ、ＬＥ
Ｄ１２ｂに近い位置においては、ＬＥＤ１２ａから導入される光を光反射部２０ａを用い
て反射することができる。このため、本実施形態によれば、交角θpが互いに等しいＶ字
形の溝により光反射部２０ａ、２０ｂを形成した場合であっても、線状導光体１４の端部
近傍領域において光強度が弱くなるのを抑制することができる。従って、本実施形態によ
れば、光強度分布の更なる均一化を図ることができ、良好な表示特性を実現することがで
きる。
【００６９】
［第２実施形態］
本発明の第２実施形態による照明装置を図６乃至図８を用いて説明する。図６は、本実施
形態による照明装置を示す平面図である。図７は、本実施形態による照明装置の光反射部
の傾斜角を示すグラフである。図８は、本実施形態による照明装置の光強度分布を示すグ
ラフである。図１乃至図５に示す第１実施形態による照明装置と同一の構成要素には、同
一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【００７０】
本実施形態による照明装置は、光反射部２０ａ2、２０ｂ2のみが線状導光体１４の反射側
に形成されており、光反射部２０ａ1、２０ｂ1（図２参照）が形成されていないことに主
な特徴がある。
【００７１】
図６に示すように、線状導光体１４の反射側には、複数の光反射部２０ａ2、２０ｂ2がス
トライプ状に形成されている。
【００７２】
なお、光反射部２０ａ2、２０ｂ2は、線状導光体１４の反射側にそれぞれ多数形成されて
いるが、図６においては、省略されている。
【００７３】
光反射部２０ａ2は、上述したように、紙面左側に設けられたＬＥＤ１２ａから光反射部
２０ａ2の紙面左側の面に直接導入される光が、光反射部２０ａ2の紙面左側の面で全反射
されて、線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、光反射部２
０ａ2の紙面左側の面の傾斜角θL（ｎ）がそれぞれ設定されているものである。
【００７４】
光反射部２０ａ2の面の傾斜角θL（ｎ）は、上記の式（４）により表すことができる。
【００７５】
また、光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）は、上記の式（５）により表すことができる。
【００７６】
光反射部２０ｂ2は、上述したように、紙面右側に設けられたＬＥＤ１２ｂから光反射部
２０ｂ2の紙面右側の面に直接導入される光が、光反射部２０ｂ2の紙面右側の面で全反射
されて、線状導光体１４の長手方向に対して垂直な方向に出射されるように、光反射部２
０ｂ2の紙面右側の面の傾斜角θR（ｎ）がそれぞれ設定されているものである。
【００７７】
光反射部２０ｂ2の面の傾斜角θR（ｎ）は、以下のような式で表される。
【００７８】
【数８】
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【００７９】
なお、式（８）は、線状導光体１４の中心より紙面左側に形成される光反射部２０ｂ2の
面の傾斜角θR（ｎ）について表したものである。線状導光体１４の中心より紙面右側に
形成される光反射部２０ｂ2の面の傾斜角θR（ｎ）を表す式については、ここでは省略し
ている。
【００８０】
式（８）を変形すると、光反射部２０ｂ2の傾斜角θb（ｎ）は、以下のような式で表され
る。
【００８１】
【数９】

【００８２】
次に、本実施形態の光反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の具体的な
設定値の例について図７を用いて説明する。図７は、本実施形態による照明装置の光反射
部の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の例を示すグラフである。横軸は、線状導光体１４の端
面から光反射部２０ａ2、２０ｂ2までの距離Ｘ（ｎ）を示しており、縦軸は、光反射部２
０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を示している。
【００８３】
なお、本実施形態でも、第１実施形態と同様に、画面サイズを２インチ、表示画面の幅を
３５ｍｍ、光反射部２０ａ、２０ｂの合計数を１５０個、光反射部２０ａ、２０ｂのピッ
チを０．２３ｍｍ、光反射部を構成するＶ字形の溝の面の交角を１０３．８度、線状導光
体１４の厚さｔを３ｍｍ、線状導光体１４の長さＬを３７ｍｍ、ＬＥＤ１２ａ、１２ｂと
線状導光体１４との間の距離ΔＬを０ｍｍ、線状導光体１４の屈折率を１．５１、視認す
る人間の目と表示画面との距離を３５０ｍｍとして計算した。
【００８４】
光反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θ（ｎ）を図７のように設定すると、図８のような光
強度分布が得られる。図８は、本実施形態による照明装置の光強度分布を示すグラフであ
る。横軸は、線状導光体における位置を示しており、縦軸は、光強度を示している。
【００８５】
図８から分かるように、本実施形態による照明装置では、更に均一な光強度分布が得られ
ている。
【００８６】
第１実施形態による照明装置では、光反射部２０ａ1が形成されている領域と光反射部２
０ａ2が形成されている領域との境界の近傍、及び光反射部２０ｂ1が形成されている領域
と光反射部２０ｂ2が形成されている領域との境界の近傍において、図３に示すように、
光反射部２０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）が急激に変化していた。これに対
応して、図５に示すように、光強度が若干不均一となる領域が生じていた。
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【００８７】
これに対し、本実施形態では、線状導光体１４の反射側に、光反射部２０ａ1、２０ｂ1を
形成することなく、光反射部２０ａ2、２０ｂ2のみを形成しているため、図７に示すよう
に、光反射部の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）が急激に変化する箇所をなくすることができ
る。このため、本実施形態によれば、図８に示すように、極めて均一な光強度分布を得る
ことができる。
【００８８】
（変形例）
次に、本実施形態による照明装置の変形例について図６及び図９を用いて説明する。図９
は、本変形例による照明装置の光反射部の傾斜角の例を示すグラフである。
【００８９】
まず、本変形例による照明装置の構造の概要については、図６に示す照明装置の構造と同
様であるので説明を省略する。
【００９０】
本変形例による照明装置は、光反射部２０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を表
す式を直線近似により求め、こうして求められた式に基づいて、光反射部２０ａ、２０ｂ
の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）がそれぞれ設定されていることに主な特徴がある。
【００９１】
図６に示す照明装置では、図７に示すように、線状導光体１４の中心より紙面左側に形成
される光反射部２０ｂにおいては、距離Ｘ（ｎ）の変化に対する傾斜角θb（ｎ）の変化
が直線的となっている。
【００９２】
また、図６に示す照明装置では、図７に示すように、線状導光体１４の中心より紙面右側
に形成される光反射部２０ａにおいては、距離Ｘ（ｎ）の変化に対する傾斜角θa（ｎ）
の変化が直線的となっている。
【００９３】
このため、線上導光体１４の紙面左側に形成される光反射部２０ｂの傾斜角θb（ｎ）、
及び、線状導光体１４の紙面右側に形成される光反射部２０ａの傾斜角θa（ｎ）は、以
下のような近似式で表すことが可能である。
【００９４】
【数１０】

【００９５】
式（１０）において、Ａの値は例えば０．０６５とすることができ、Ｃの値は例えば－１
．１２７とすることができる。
【００９６】
なお、線状導光体１４の紙面右側に形成される光反射部２０ｂの傾斜角θb（ｎ）、及び
、線状導光体１４の紙面左側に形成される光反射部２０ａの傾斜角θa（ｎ）については
、図７に示すように、位置Ｘ（ｎ）の変化に対する傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の変化が
曲線的であるため、直線近似を行うのには適していない。従って、線状導光体１４の紙面
右側に形成される光反射部２０ｂの傾斜角θb（ｎ）、及び、線状導光体１４の紙面左側
に形成される光反射部２０ａの傾斜角θa（ｎ）については、図６に示す照明装置と同様
にして、傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）をそれぞれ設定すればよい。
【００９７】
次に、本実施形態の光反射部２０ａ2、２０ｂ2の面の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の具体
的な設定値の例について図９を用いて説明する。図９は、上記のようにして求められた光
反射部の面の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の例を示すグラフである。横軸は、線状導光体
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１４の端面から光反射部２０ａ2、２０ｂ2までの距離Ｘ（ｎ）を示しており、縦軸は、光
反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を示している。
【００９８】
図９から分かるように、線上導光体１４の紙面左側に形成される光反射部２０ｂの傾斜角
θb（ｎ）、及び、線状導光体１４の紙面右側に形成される光反射部２０ａの傾斜角θa（
ｎ）については、距離Ｘ（ｎ）の変化に対する光反射部２０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ
）、θb（ｎ）の変化がリニアになっている。
【００９９】
このように、本実施形態によれば、直線近似により求められた式に基づいて、光反射部２
０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を設定するため、距離Ｘ（ｎ）の変化に対す
る光反射部２０ａ、２０ｂの傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の変化をリニアにすることがで
きる。このため、本実施形態によれば、線状導光体１４を成形するための型等を作製する
際の切削等をより容易化することが可能となり、ひいては、照明装置をより低コストで提
供することが可能となる。
【０１００】
［第３実施形態］
本発明の第３実施形態による照明装置を図１０及び図１１を用いて説明する。図１０は、
本実施形態による照明装置を示す平面図である。図１１は、本実施形態による照明装置の
光反射部の傾斜角を示すグラフである。図１乃至図９に示す第１又は第２実施形態による
照明装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
【０１０１】
本実施形態による照明装置は、光反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）
の変化が緩やかになるように、傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）がそれぞれ設定されているこ
とに主な特徴の一つがある。
【０１０２】
上述した第２実施形態による照明装置では、図７から分かるように、線状導光体１４の紙
面左側においては光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）が大きく変化しており、線状導光体
１４の紙面右側においては光反射部２０ｂ2の傾斜角θb（ｎ）が大きく変化している。
【０１０３】
光反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の変化をより緩やかに設定すれ
ば、光強度分布のより一層の均一化を図ることが可能となる。
【０１０４】
そこで、本実施形態では、以下のようにして、光反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（
ｎ）、θb（ｎ）の変化を緩やかに設定している。
【０１０５】
具体的には、線状導光体１４の紙面左側から数えて２０番目以内の光反射部２０について
は、光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）を、最小二乗法を用いた以下のような式に基づい
て設定している。
【０１０６】
【数１１】

【０１０７】
なお、式（１１）において、Ａ0の値は例えば２０．８８９８３９２１７６６２８とする
ことができ、Ａ1の値は例えば－０．９３３０５８７１５５１０９８２とすることができ
、Ａ2の値は例えば０．１７５９３５８６８７１４１０４とすることができ、Ａ3の値は例
えば０．０５９７３５６１４０９８２４３９とすることができ、Ａ4の値は例えば－０．
００６１６２８４９１７０４２８９１とすることができる。
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【０１０８】
そして、光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）は、以下のような条件をも満たすように、そ
れぞれ設定されている。
【０１０９】
即ち、図１０に示すように、例えば線状導光体１４の紙面左側から数えてｒ番目の光反射
部２０ａ2(r)とｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)との間の距離をΔＸ、ｒ番目の光反射
部２０ａ2(r+1)の傾斜角θa（ｎ）とｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)の傾斜角θa（ｎ
）との差をΔθaとすると、Δθa／ΔＸの絶対値が２．７１度／ｍｍ以下となるように、
光反射部２０ａ2の傾斜角θa（ｎ）がそれぞれ設定されている。
【０１１０】
換言すれば、例えば線状導光体１４の紙面左側から数えてｒ番目の光反射部２０ａ2(r)と
ｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)との間の距離をΔＸ、ｒ番目の光反射部２０ａ2(r+1)

の傾斜角θa（ｎ）とｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)の傾斜角θa（ｎ）との差をΔθ

aとすると、Δθa／ΔＸの絶対値が２．７１度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ａ

2の面の傾斜角θL（ｎ）がそれぞれ設定されている。
【０１１１】
また、線状導光体１４の紙面右側から数えて２０番目以内の光反射部２０ｂ2については
、光反射部２０ｂ2の傾斜角θb（ｎ）を、上記と同様に、最小二乗法を用いた式に基づい
て設定している。
【０１１２】
そして、光反射部２０ｂ2の傾斜角θb（ｎ）は、以下のような条件をも満たすように、そ
れぞれ設定されている。
【０１１３】
即ち、例えば線状導光体１４の紙面右側から数えてｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)とｓ＋１
番目の光反射部２０ｂ2(s+1)との間の距離をΔＸ、ｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)の傾斜角
θb（ｎ）とｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)の傾斜角θb（ｎ）との差をΔθbとする
と、Δθb／ΔＸの絶対値が２．７１度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ｂ2の傾斜
角θb（ｎ）がそれぞれ設定されている。
【０１１４】
換言すれば、例えば線状導光体１４の紙面右側から数えてｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)と
ｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)との間の距離をΔＸ、ｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)の
傾斜角θb（ｎ）とｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)の傾斜角θb（ｎ）との差をΔθb

とすると、Δθb／ΔＸの絶対値が２．７１度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ｂ2

の面の傾斜角θR（ｎ）がそれぞれ設定されている。
【０１１５】
なお、上記以外の光反射部２０ａ2、２０ｂ2については、第２実施形態の場合と同様にし
て、傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）が設定されている。
【０１１６】
更に、本実施形態では、Δθa／ΔＸ、Δθb／ΔＸを小さく設定するのみならず、Δθa

／ΔＸの変動量やΔθb／ΔＸの変動量も小さくなるように、傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ
）がそれぞれ設定されている。
【０１１７】
即ち、ｒ番目の光反射部２０ａ2(r)とｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)との間の距離を
ΔＸ(r)、ｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)とｒ＋２番目の光反射部２０ａ2(r+2)との
間の距離をΔＸ(r+1)、ｒ番目の光反射部２０ａ2(r)の傾斜角θa（ｎ）とｒ＋１番目の光
反射部２０ａ2(r+1)の傾斜角θaとの差をΔθa(r)、ｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)

の傾斜角θa（ｎ）とｒ＋２番目の光反射部２０ａ2(r+2)の傾斜角θa（ｎ）との差をΔθ

a(r+1)すると、Δθa(r)／ΔＸ(r)とΔθa(r+1)／ΔＸ(r+1)との差の絶対値、即ち、線状
導光体１４の長手方向に沿った距離に対するΔθa／ΔＸの変動量の絶対値が、０．７０
度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ａの傾斜角θa（ｎ）がそれぞれ設定されてい



(16) JP 4141766 B2 2008.8.27

10

20

30

40

50

る。
【０１１８】
換言すれば、ｒ番目の光反射部２０ａ2(r)とｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)との間の
距離をΔＸ(r)、ｒ＋１番目の光反射部２０ａ2(r+1)とｒ＋２番目の光反射部２０ａ2(r+2

)との間の距離をΔＸ(r+1)、ｒ番目の光反射部２０ａ2(r)の傾斜角θa（ｎ）とｒ＋１番
目の光反射部２０ａ2(r+1)の傾斜角θaとの差をΔθa(r)、ｒ＋１番目の光反射部２０ａ2

(r+1)の傾斜角θa（ｎ）とｒ＋２番目の光反射部２０ａ2(r+2)の傾斜角θa（ｎ）との差
をΔθa(r+1)すると、Δθa(r)／ΔＸ(r)とΔθa(r+1)／ΔＸ(r+1)との差の絶対値、即ち
、線状導光体１４の長手方向に沿った距離に対するΔθa／ΔＸの変動量の絶対値が、０
．７０度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ａの面の傾斜角θL（ｎ）がそれぞれ設
定されている。
【０１１９】
また、ｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)とｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)との間の距離を
ΔＸ(s)、ｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)とｓ＋２番目の光反射部２０ｂ2(s+2)との
間の距離をΔＸ(s+1)、ｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)の傾斜角θb（ｎ）とｓ＋１番目の光
反射部２０ｂ2(s+1)の傾斜角θbとの差をΔθb(s)、ｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)

の傾斜角θb（ｎ）とｓ＋２番目の光反射部２０ｂ2(s+2)の傾斜角θb（ｎ）との差をΔθ

b(s+1)すると、Δθb(s)／ΔＸ(s)とΔθb(s+1)／ΔＸ(s+1)との差の絶対値、即ち、線状
導光体１４の長手方向に沿った距離に対するΔθb／ΔＸの変動量の絶対値が、０．７０
度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ｂの傾斜角θb（ｎ）がそれぞれ設定されてい
る。
【０１２０】
換言すれば、ｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)とｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)との間の
距離をΔＸ(s)、ｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2(s+1)とｓ＋２番目の光反射部２０ｂ2(s+2

)との間の距離をΔＸ(s+1)、ｓ番目の光反射部２０ｂ2(s)の傾斜角θb（ｎ）とｓ＋１番
目の光反射部２０ｂ2(s+1)の傾斜角θbとの差をΔθb(s)、ｓ＋１番目の光反射部２０ｂ2

(s+1)の傾斜角θb（ｎ）とｓ＋２番目の光反射部２０ｂ2(s+2)の傾斜角θb（ｎ）との差
をΔθb(s+1)すると、Δθb(s)／ΔＸ(s)とΔθb(s+1)／ΔＸ(s+1)との差の絶対値、即ち
、線状導光体１４の長手方向に沿った距離に対するΔθb／ΔＸの変動量の絶対値が、０
．７０度／ｍｍ以下となるように、光反射部２０ｂの面の傾斜角θR（ｎ）がそれぞれ設
定されている。
【０１２１】
次に、本実施形態の光反射部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の具体的な
設定値の例について図１１を用いて説明する。図１１は、本実施形態による照明装置の光
反射部の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の例を示すグラフである。横軸は、線状導光体１４
の端面から光反射部２０ａ2、２０ｂ2までの距離Ｘ（ｎ）を示しており、縦軸は、光反射
部２０ａ2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）を示している。
【０１２２】
図１１から分かるように、本実施形態では、距離Ｘ（ｎ）の変化に対する光反射部２０ａ

2、２０ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の変化が第２実施形態と比較して緩やかになっ
ている。
【０１２３】
このように、本実施形態によれば、距離Ｘ（ｎ）の変化に対する光反射部２０ａ2、２０
ｂ2の傾斜角θa（ｎ）、θb（ｎ）の変化が緩やかになるように傾斜角θa（ｎ）、θb（
ｎ）がそれぞれ設定されているため、光強度分布をより均一化することができる。
【０１２４】
［第４実施形態］
本発明の第４実施形態による照明装置を図１２を用いて説明する。図１２は、本実施形態
による照明装置を示す平面図である。図１乃至図１０に示す第１乃至第３実施形態による
照明装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にする。
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【０１２５】
本実施形態による照明装置は、線状導光体１４の反射側、即ち光反射部２０が形成されて
いる側に、線状導光体１４と別個に反射手段２４が設けられていることに主な特徴がある
。
【０１２６】
図１２に示すように、本実施形態では、線状導光体１４の反射側に線状導光体１４と別個
に反射手段２４が設けられている。反射手段２４としては、線状導光体１４の少なくとも
反射側を覆うアルミ製のホルダ等を用いることができる。
【０１２７】
第１乃至第３実施形態では、線状導光体１４の反射側に反射コート膜２０を形成すること
により、線状導光体１４の反射側から光が外部に漏れるのを防止していたが、本実施形態
では、線状導光体１４と別個に設けられた反射手段２４により、線状導光体１４の反射側
から漏れる光が線状導光体１４内に戻されるようになっている。
【０１２８】
このように反射コート膜２０の代わりに反射手段２４を設けた場合であっても、線状導光
体１４の反射側から漏れる光を線状導光体１４内に戻すことができるので、照明が全体と
して暗くなってしまうのを防止することができる。
【０１２９】
このように、線状導光体１４の反射側に必ずしもに反射コート膜２０を形成する必要はな
く、本実施形態のように線状導光体１４と別個に反射手段２４を設けてもよい。
【０１３０】
［第５実施形態］
本発明の第５実施形態による液晶表示装置を図１３を用いて説明する。図１３は、本実施
形態による液晶表示装置を示す斜視図である。図１乃至図１２に示す第１乃至第４実施形
態による照明装置と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔にす
る。
【０１３１】
本実施形態による液晶表示装置は、第１乃至第４実施形態のいずれかによる照明装置と反
射型液晶パネルとが組み合わされて構成されている。
【０１３２】
図１３に示すように、反射型液晶パネル２６上には、第１乃至第４実施形態のいずれかに
よる照明装置１０が設けられている。
【０１３３】
照明装置１０の線状導光体１４から出射される光は、面状導光体１６を介して反射型液晶
パネル２６に入射され、反射型液晶パネル２６に設けられたミラー（図示せず）により反
射され、人間の目により視認される。本実施形態では、照明装置１０は、フロントライト
として機能する。
【０１３４】
本実施形態によれば、第１乃至第４実施形態のいずれかによる照明装置を用いて構成され
ているため、反射型液晶パネルを均一な光強度で照明することができる。従って、本実施
形態によれば、表示特性の良好な液晶表示装置を提供することができる。
【０１３５】
［第６実施形態］
本発明の第６実施形態による液晶表示装置を図１４を用いて説明する。図１４は、本実施
形態による液晶表示装置を示す斜視図である。図１乃至図１３に示す第１乃至第５実施形
態による照明装置等と同一の構成要素には、同一の符号を付して説明を省略または簡潔に
する。
【０１３６】
本実施形態による液晶表示装置は、第１乃至第５実施形態のいずれかの照明装置と透過型
液晶パネルとが組み合わされて構成されている。
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【０１３７】
図１４に示すように、第１乃至第４実施形態のいずれかによる照明装置１０上には、透過
型液晶パネル２８が設けられている。
【０１３８】
線状導光体１４から出射される光は、面状導光体１６を介して、透過型液晶パネル２８に
入射され、透過型液晶パネル２８を透過して、人間の目により視認される。
【０１３９】
このように本実施形態によれば、透過型液晶パネルを用いた場合であっても、表示特性の
良好な液晶表示装置を提供することができる。
【０１４０】
［変形実施形態］
本発明は上記実施形態に限らず種々の変形が可能である。
【０１４１】
例えば、上記実施形態では、線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に光が出射される
ように光反射部の傾斜角を設定したが、必ずしも線状導光体の長手方向に対して垂直でな
くてもよい。例えば、視認する者の目に出射光が収束されるように光反射部の傾斜角の角
度を設定してもよい。また、光が若干発散するように光反射部の傾斜角の角度を設定して
もよい。要するに、線状導光体の長手方向に対してほぼ垂直な方向に出射されるように光
反射部の傾斜角を設定すれば、良好な表示特性が得られる。
【０１４２】
また、上記実施形態では、ＬＥＤ１２ａから導入される光を反射するための光反射部２０
ａとＬＥＤ１２ｂから導入される光を反射するための光反射部２０ｂとを交互に形成した
が、必ずしも正確に交互に形成しなくてもよい。例えば、光反射部２０ａを隣接して２つ
形成し、その隣りに光反射部２０ｂを１つ形成し、更にその隣りに光反射部２０ａを１つ
形成し、更にその隣りに光反射部２０ｂを２つ形成してもよい。また、光反射部２０ａと
光反射部２０ｂとを２つずつ交互に形成するようにしてもよい。即ち、光反射部２０ａと
光反射部２０ｂとをほぼ交互に形成するようにしてもよい。
【０１４３】
また、ＬＥＤ１２ａに近い位置においては、ＬＥＤ１２ａから導入される光を反射するた
めの光反射部２０ａを設けることなく、ＬＥＤ１２ｂから導入される光を反射するための
光反射部２０ｂを設け、ＬＥＤ１２ｂに近い位置においては、ＬＥＤ１２ｂから導入され
る光を反射するための光反射部２０ｂを設けることなく、ＬＥＤ１２ａから導入される光
を反射するための光反射部２０ａを設けるようにしてもよい。ＬＥＤ１２ｂから導入され
る光を反射するための光反射部２０ｂが少なくともＬＥＤ１２ａに近い位置に形成され、
ＬＥＤ１２ａから導入される光を反射するための光反射部２０ａが少なくともＬＥＤ１２
ｂに近い位置に形成されていれば、線状導光体１４の端部近傍領域において光強度が低く
なってしまうのを防止することができる。
【０１４４】
【発明の効果】
以上の通り、本発明によれば、第１の光源から導入される光を線状導光体の長手方向に対
して垂直な方向に出射するための第１の光反射部が、線状導光体の第１の光源が設けられ
ている側と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成されており、第２の光源から導入され
る光を線状導光体の長手方向に対して垂直な方向に出射するための第２の光反射部が、線
状導光体の第２の光源が設けられている側と反対側の端部近傍領域に少なくとも形成され
ている。このため、本発明によれば、第１の光源に近い位置においては、第２の光源から
導入される光を第２の光反射部を用いて反射することができ、第２の光源に近い位置にお
いては、第１の光源から導入される光を第１の光反射部を用いて反射することができる。
このため、本発明によれば、交角θpが互いに等しいＶ字形の溝により第１の光反射部及
び第２の光反射部を構成した場合であっても、線状導光体の端部近傍領域において光強度
が弱くなるのを抑制することができる。従って、本発明によれば、光強度分布の更なる均
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一化を図ることができ、良好な表示特性を実現することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明の第１実施形態による照明装置を示す斜視図及び平面図である。
【図２】本発明の第１実施形態による照明装置を示す平面図である。
【図３】本発明の第１実施形態による照明装置の光反射部の面の傾斜角の例を示すグラフ
である。
【図４】人間の目と表示画面との関係を示す概略図である。
【図５】本発明の第１実施形態による照明装置の光強度分布を示すグラフである。
【図６】本発明の第２実施形態による照明装置を示す平面図である。
【図７】本発明の第２実施形態による照明装置の光反射部の面の傾斜角の例を示すグラフ
である。
【図８】本発明の第２実施形態による照明装置の光強度分布を示すグラフである。
【図９】本発明の第２実施形態の変形例による照明装置の光反射部の傾斜角の例を示すグ
ラフである。
【図１０】本発明の第３実施形態による照明装置を示す平面図である。
【図１１】本発明の第３実施形態による照明装置の光反射部の面の傾斜角の例を示すグラ
フである。
【図１２】本発明の第４実施形態による照明装置を示す平面図である。
【図１３】本発明の第５実施形態による液晶表示装置を示す斜視図である。
【図１４】本発明の第６実施形態による液晶表示装置を示す斜視図である。
【図１５】透過型液晶パネル及び反射型液晶パネルを示す断面図である。
【図１６】提案されている照明装置を示す斜視図である。
【図１７】提案されている照明装置の線状導光体を示す斜視図及び平面図である。
【図１８】提案されている照明装置の線状導光体から出射される光の強度分布を示すグラ
フである。
【図１９】提案されている照明装置を示す平面図である。
【符号の説明】
１０…照明装置
１２ａ、１２ｂ…ＬＥＤ
１４…線状導光体
１６…面状導光体
１８…反射コート膜
２０、２０ａ、２０ｂ…光反射部
２４…反射手段
１１０…照明装置
１１２ａ、１１２ｂ…ＬＥＤ
１１４…線状導光体
１１６…面状導光体
１１８…反射コート膜
１２０…光反射部
２１０…ガラス基板
２１２…ガラス基板
２１４…偏向子
２１６…バスライン
２１８…ガラス基板
２２０…液晶
２２２…ガラス基板
２２４ａ、２２４ｂ、２２４ｃ…カラーフィルタ
２２６…ガラス基板
２２８…偏向子
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