
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
導光板と、この導光板の側面に沿って配置した光源と、光源の光を前記導光板に導くよう
に前記光源の周囲に配置した反射シートと、前記導光板、光源、反射シートを位置決め配
置する枠体とを備え、 照明装置において
、前記反射シートは、その一端を前記導光板の側面上端と対応させると共にその一端から
光源の上方に位置する部分を前記枠体に接着固定し、他端を遊端とするとともに、前記反
射シートの遊端を前記導光板の底面に配置したことを特徴とする照明装置。
【請求項２】
導光板と、この導光板の側面に沿って配置した光源と、光源の光を前記導光板に導くよう
に前記光源の周囲に配置した反射シートと、前記導光板、光源、反射シートを位置決め配
置する枠体とを備え、 照明装置において
、前記反射シートは、その一端を前記導光板の側面上端と対応させると共にその一端から
光源の上方に位置する部分を前記枠体に接着固定し、他端を遊端とするとともに、前記反
射シートの遊端を前記導光板の底面に配置し、前記枠体は、前記導光板の側面上端を前記
反射シートの一端に押圧するように前記導光板を上向きに押圧する押圧手段を有すること
を特徴とする液晶表示装置。
【請求項３】
液晶セルと、液晶セルの下方に配置され、上枠と底枠からなる枠体に照明手段を収納した
照明装置と、前記液晶セルを覆うとともに前記液晶セルと前記照明装置を固定する金属枠
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とを有し、前記照明手段は、導光板と、この導光板の側面に沿って配置した光源と、光源
の光を前記導光板に導くように前記光源の周囲に配置した反射シートとを備える液晶表示
装置において、前記反射シートは、その一端を前記導光板の側面上端と対応させると共に
その一端から光源の上方に位置する部分を前記 に接着固定し、他端を遊端とすると共
に、前記反射シートの遊端を前記導光板の底面に配置したことを特徴とする液晶表示装置
。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【産業上の利用分野】
本発明は導光板の側面に光源を配置した照明装置及びそれを用いる液晶表示装置に関する
。
【０００２】
【従来の技術】
従来より液晶表示装置においては、特開平５－７２５１４号公報に示されるように、液晶
セルと、液晶セルの下方に配置された導光板や光源からなる照明装置とを金属枠体を用い
て支持収納し、いわゆるモジュールを構成していた。これらモジュールにおいては、照明
装置を樹脂製などの枠体によって別途収納し、その枠体の上に液晶セルを重ねて金属枠に
収納することにより、照明装置と液晶セルを独立して取り扱うことができるものが多い。
【０００３】
ところが液晶や導光板は比較的寿命が長いが、光源は液晶セルに比べても遥かに寿命が短
く故障率も高いので、適当な使用経過時間に応じて交換しなければならず、この場合金属
枠も樹脂枠体もともに分解しなければならないので、交換作業性が悪い。交換作業性を良
くするために簡便な固定方法とすると、金属枠や枠体の組み合わせが緩み、液晶セルと導
光板の間隙が部分的に広がって照度ムラを生じたり、液晶セルと導光板の間に塵埃が混入
して表示面から観察され、表示品位を低下させるので不都合であった。
【０００４】
そこで本願出願人は、これらの課題を解決するため、特願平６－１１６７７２号にて、照
明手段を収納する枠体を、相互に係止手段を有した上枠と底枠で構成するとともに、液晶
セルを覆う表面略長方形の金属枠を、長辺側側面には枠体に係止する第１の固定手段を設
け、短辺側側面には枠体の上枠に係止する第２の固定手段を設けて構成した液晶表示装置
を提案した。この液晶表示装置によれば、図４～５に示すように、金属枠２１’に収納し
た後は長辺側の固定手段Ｆを外すだけで底面側から底枠１６’が外せるので光源の交換が
容易であるが、反射シート１２’は、図６に示すように、その一端を導光板１０’の上面
に両面テープなどの接着剤によって貼り付けた後、図４に示すように光源１１’の回りを
囲み、その後、他端を導光板１０’の底面に片面テープなどを用いて貼り付けているので
、次の課題がある。
【０００５】
【発明が解決しようとする課題】
まず、導光板１０’の上面に反射シート１２’を貼り付けるための接着代Ｂ（数ｍｍ）が
必要であり、照明装置の幅寸法が長くなる原因となる。次に導光板１０’と反射シート１
２’の間に接着剤の層があるので、光の反射が妨げられる。あるいは、接着剤層によって
反射特性が悪くなり、表面に輝線が現れたり、輝度ムラが生じやすい。さらに、反射シー
ト１２’の他端を導光板１０’の底面に貼り付けているので、光源交換作業に際して反射
シート１２’を剥がし、交換後に再度貼り付ける作業が必要となる。
【０００６】
【課題を解決するための手段】
　本発明は上記の点を考慮して成されたもので、本発明の照明装置は、光源の光を導光板
に導くように光源の周囲に配置した反射シートの一端を導光板の側面上端と対応させ

枠体に接着固定し、反射シートの他端を遊
端とするとともに、前記反射シートの遊端を前記導光板の底面に配置したことを特徴とす
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る。
【０００７】
　また、本発明の照明装置は、その一端を導光板の側面上端と対応させ

枠体に接着固定し、他端を遊端とするとともに、反射シ
ートの遊端を導光板の底面に配置し、枠体は、導光板の側面上端を反射シートの一端に押
圧するように導光板を上向きに押圧する押圧手段を有することを特徴とする。
【０００８】
　また、本発明の液晶表示装置は、液晶セルの下方に照明装置を配置し、その反射シート
の一端を導光板の側面上端と対応させ

枠体に接着固定し、他端を遊端とするとともに、反射シートの遊端を導光板の
底面に配置したことを特徴とする。
【０００９】
【作用】
本発明の照明装置及びそれを用いた液晶表示装置によれば、反射シートの一端を導光板の
側面上端と対応させて枠体に接着固定したので、導光板に反射シートを貼り付けるための
接着代を不要とすることができ、照明装置の幅寸法を短くし照明装置及びそれを用いた表
示装置の小型、軽量化を図ることができる。さらに、導光板と反射シート間の接着層をな
くすことにより、反射特性を向上させて、輝度ムラを改善することができる。さらに、反
射シートの他端を導光板に接着固定していないので、光源の交換作業が容易となる。
【００１０】
【実施例】
図１は本発明実施例の照明装置及びそれを用いた液晶表示装置の要部断面図、図２～３は
その分解断面図である。図において、１は、例えば２枚の基板２に挾持され偏光板３を有
したツイストネマティック型若しくはスーパーツイストネマティック型の液晶セルで、必
要に応じて周辺に駆動素子４とプリント基板５が接続されており、駆動素子４は例えば可
撓性基板に半導体素子が固定されているテープオートメーティッドボンディング（ＴＡＢ
）型のものである。液晶セル１の下には、駆動素子４との接続部分を上向きに押圧するた
め、必要に応じて、弾性のある緩衝材６を配置してもよい。
【００１１】
液晶セル１の下方には、照明手段７とそれを位置決めして収納する樹脂製の枠体８とから
なる照明装置９を配置している。照明手段７は、導光板１０と光源１１と反射シート１２
と底板１３からなる。導光板１０は表面に光拡散板１０ａが、そして底面に反射シート１
０ｂが配置されたアクリル樹脂などからなる光伝導性の板からなる。光源１１は冷陰極管
や螢光灯からなる線状の光源で、導光板１０の一側面に沿って導光板１０に対して離隔し
て配置されている。反射シート１２は可撓性及び高反射性を有し、光源の光を効率よく導
光板１０に導くように、光源１１と非接触で光源１１を包囲している。底板１３は、導光
板１０の底面を覆う放熱性の良いアルミ薄板で構成している。
【００１２】
液晶セル１を支え照明手段７を収納する枠体８は、樹脂成形品等からなり、相互に固定す
る係止手段を有した上枠１５と、少なくとも光源を底面から覆う底枠１６とからなる。光
源１１はその両端において上枠１５と底枠１６によって挾持固定される。また上枠１５は
液晶セル１と照明手段７の間に位置するように構成され、導光板１０の表面から放出され
た光を少なくとも液晶セル１の有効表示面に導くように略中央に透孔を有している。この
上枠１５の裏面には、導光板１０の側面上端１７と対応させて前記反射シート１２の一端
１２ａを接着剤や両面テープなどの接着部材を用いて接着固定（図３のＡで示す範囲）し
ている。
【００１３】
このように、反射テープ１２の接着は、上枠１５の裏面で行っているので、従来のように
導光板１０上面の光拡散板１０ａのない位置に接着固定する場合に比べて、導光板１０の
幅寸法を短く設定でき、照明装置９の小型化を行うことができる。また、見方を替えれば
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、上枠１５における反射シート１２の接着代Ａを光源１１の上方に位置させ、光源１１と
平面的な重なりをもたせているので、照明装置９の幅寸法を短く設定することが可能であ
るともいえる。なお、反射シート１２の他端１２ｂは遊端としている。
【００１４】
底枠１６の側面には、弾性変形可能な係止片１８と、この係止片１８の内側に位置して前
記駆動素子４とプリント基板５の一部を収納する部品収納部１９を形成している。さらに
、底枠１６の底面には、光源１１のリード線１１ａを配置するための溝２０が形成され、
リード線１１ａを配置したこの溝２０はカバー２０ａによって覆うようにしている。
【００１５】
２１は、液晶セル１を覆う表面略長方形の金属枠で、表面の略中央部に液晶表示が観察で
きるように設けられた透孔２２を有し、側面に枠体８の固定手段を有している。この金属
枠２１は、枠体８、より好ましくは枠体８の底枠１６に係止する第１の固定手段と、底枠
１６が取り外された状態においても上枠１５のみを固定保持する第２の固定手段を有して
いる。このような第１の固定手段は、例えば金属枠２１の側面部に設けられた係止孔２３
に枠体８の底枠１６側面に形成した係止片１８を係合させて枠体８を固定するものであり
、枠体８の底枠１６に係止することによって液晶表示装置（モジュール）の底面側から固
定も取り外しもできるものである。なお、これらの係止手段や固定手段に加えて、枠体８
や金属枠２１には、更にビス等を固定補助手段として用いてもよいが、その固定は以下に
述べる組立て、取り外しに支障のない構造で行われなければならない。
【００１６】
このような構成において、組立てに当っては、上枠１５の光源収納部分と対応する裏面の
所定位置に反射シート１２の一端１２ａのみを接着剤若しくは両面テープによって接着固
定する。そして、導光板１０を、その側面上端１７が反射シート１２に極僅か重なるよう
に配置するとともに、導光板１０の側面に光源１１を配置する。さらに、反射シート１２
によって光源１１を包囲するように反射シート１２の他端１２ｂを導光板１０の底面まで
延ばし、それを導光板１０とで挟み込むように底板１３を配置した後、上枠１５と底枠１
６を組み立て一体化する。この時、導光板１０の周囲と光源１１の両端は上枠１５と底枠
１６に挾持され、上枠１５と底枠１６は係止手段により固定される。上枠１５と底枠１６
の組立ては、両者の位置合わせをして対向させた後これに力を入れれば相互の係止手段が
反った後元に戻り、両者は一体化する。このようにして照明装置９の組立てが完了する。
【００１７】
この組立てに伴って、底板１６に配置した弾性押圧部材２４が底板１３、反射シート１２
の他端１２ｂを介して導光板１０を上向きに押圧し、導光板１０の上下と反射シート１２
の間に隙間が生じないようにしている。すなわち、光源１１からの直接光、若しくは反射
シート１２によって反射された光源１１の光が、導光板１０と反射シート１２との接続部
分から漏れないようにしている。特に、導光板１０と反射シート１２の一端１２ａとの接
続代は極短く設定しているので、導光板１０を積極的に上向きに押圧して両者の間に隙間
が生じないように、すなわち隙間から光の漏れが生じないようにしている。
【００１８】
次いで、照明装置９（その枠体８）の表面側に液晶セル１を重ね、周囲の駆動素子４付き
可撓性基板とプリント基板５０を液晶セルの後側にほぼ直角に折り曲げ配置した後、その
部分に断面Ｌ形アングル２５を介在して金属枠２１を被せる。そして、金属枠２１の孔２
３に底枠１６の係止片１８を係合することによって金属枠２１を枠体８に固定する。この
ように照明装置９と液晶セル１とは各々ユニット化して組み立てることができるので作業
性がよい。
【００１９】
次いで光源１１を交換する場合には、液晶表示装置（モジュール）の側面から係止片１８
をマイナスドライバーの先端などによって内側に変形させて孔２３から外し、次いで上枠
１５と底枠１６の相互係合を解除した後、底枠１６を取り外す。ここで、上枠１５は図示
しない固定手段によって金属枠２１に固定されているので、枠体８の底枠１６のみを取り
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外すことができる。底枠１６を外すことによって、上枠１５と底枠１６によって挾持され
ていた光源１１の規制が解除される。さらに、導光板１０と底板１３の間で挟持されてい
た反射シート１２の他端１２ｂが、図２に示すように解放され、光源１１を自由に着脱す
ることができ、光源１１の交換作業が容易となる。この場合、液晶セル１は金属枠２１と
上枠１５とにより収納固定されているので、再び位置合わせをする必要がないばかりか、
液晶セル１と導光板１０の間に塵埃が混入することもない。表示装置にあっては表示面を
注意深く観察されるので、そこに陰が現れたり異物そのものが観察されることにより著し
く表示品位を低下させ、又目立つものであるから、一度組み立てた表示装置の中に塵埃が
混入しないことは極めて有用である。
【００２０】
光源１１の交換が終了すれば、上述と同様にして照明装置の組立てと取り付けを行えばよ
い。
【００２１】
なお、上述した照明装置９は、液晶表示装置のみならず、他の表示装置へ取り付けること
もできる。
【００２２】
【発明の効果】
　以上の如く、本発明の照明装置及びそれを用いた液晶表示装置によれば、反射シートの
一端を導光板の側面上端と対応させ 枠
体に接着固定したので、導光板に反射シートを貼り付けるための接着代を不要とすること
ができ、導光板の幅寸法を短くし照明装置及びそれを用いた表示装置の小型、軽量化を図
ることができる。さらに、導光板と反射シート間の接着層をなくすことにより、反射特性
を向上させて、輝度ムラを改善することができる。さらに、反射シートの他端を導光板に
接着していないので、光源交換の際に反射シートを剥がしたり、貼り付けたりする作業を
行う必要もなく容易に交換作業を行うことができる、また、交換に際して反射シートを破
損させる事故も防止することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明実施例の照明装置及びそれを用いた液晶表示装置の要部断面図である。
【図２】同実施例の分解断面図である。
【図３】同実施例の要部分解断面図である。
【図４】従来例の要部分解断面図である。
【図５】同従来例の分解断面図である。
【図６】同従来例の要部分解断面図である。
【符号の説明】
１　液晶セル
４　駆動回路
７　照明手段
８　枠体
９　照明装置
１０　導光板
１１　光源
１２　反射シート
１５　上枠
１６　底枠
１８　係止片
２１　金属枠
２３　係止孔
２４　押圧部材
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【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ６ 】
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