
(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　面状光源装置と、
　前記面状光源装置の発光面側に設けられた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって
、
　前記面状光源装置が、
　発光色の異なる複数の光源と、
　前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、

を
備え、
　前記液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における
視野角毎の輝度の波長依存性によって打ち消されるように光の出射角度分布を前記光源毎
に 液晶表示装置
。
【請求項２】
　面状光源装置と、
　前記面状光源装置の発光面側に設けられた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって
、
　前記面状光源装置が、
　発光色の異なる複数の光源と、
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　前記光源の発光面側に設けられ、前記光源からの光の進行方向を変える屈折部材と、

変化させるように、前記屈折部材が光源によって異なる形状を有している



　前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、を備え、
　前記液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における
視野角毎の輝度の波長依存性によって打ち消されるように、前記光源によって前記導光板
の側面の当該光源と相対する部分が異なる形状になっている液晶表示装置。
【請求項３】
　面状光源装置と、
　前記面状光源装置の発光面側に設けられた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって
、
　前記面状光源装置が、
　発光色の異なる複数の光源と、
　前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、
　前記複数の光源と前記導光板の間にプリズム板と、を備え、
　前記液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における
視野角毎の輝度の波長依存性によって打ち消されるように、前記光源によって前記プリズ
ム板の当該光源と相対する部分が異なる形状になっている液晶表示装置。
【請求項４】
　前記複数の光源が赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の発光ダイオードである請求項
１乃至 いずれかに記載の液晶表示装置。
【請求項５】
　面状光源装置と、
　前記面状光源装置の発光面側に設けられた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって
、
　前記面状光源装置が、
　光源と、
　前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、
　前記光源と前記導光板の間に配置され、波長によって光の出射角度の異なるホログラム
シートと、を備え、
　前記液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における
視野角毎の輝度の波長依存性によって打ち消されるように、前記ホログラムシートが配置
されている液晶表示装置。
【請求項６】
　面状光源装置と、
　前記面状光源装置の発光面側に設けられた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって
、
　前記面状光源装置が、
　光源と
　前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、
　前記導光板の発光面側に配置され、波長によって光の出射角度の異なるホログラムシー
トと、を備え、
　前記液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における
視野角毎の輝度の波長依存性によって打ち消されるように前記ホログラムシートが配置さ
れている液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【０００１】
【発明の属する技術分野】
本発明は、面状光源装置及び液晶表示装置に関し、特には視野角特性の優れた液晶表示装
置に関する。
【０００２】
【従来の技術】
液晶表示装置は、液晶層が狭持された２枚の基板からなる液晶パネルとその液晶パネルの
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裏面側に面状光源装置が設けられている。その液晶パネルには、液晶層が基板と垂直方向
に偏光されるＴＮモードの液晶パネルがよく用いられている。
【０００３】
しかしＴＮモードの液晶パネルにおいては視野角に対して光の透過率が異なり、また波長
によって光の透過率が異なるという問題点があった。図１０にＴＮモードの液晶パネルに
おける水平方向の視野角毎の透過率の波長依存性を示す。図１０は横軸を波長、縦軸を液
晶パネルの透過率としている。また正面における透過率（すなわち視野角が０度における
透過率）を１と規格化したものであり、それぞれ、視野角が２０、４０、６０度の場合の
透過率を示している。このように視野角が大きくなるにつれて、短波長側の透過率が長波
長側の透過率に比べて相対的に低くなる。
【０００４】
また面状光源装置の光源としては、従来はその光源に線状の冷陰極管が用いられていたが
、寿命の長さ及び発光の良さからＲ、Ｇ、Ｂ三色の発光ダイオード（以下、ＬＥＤとする
）をそれぞれ複数配置した光源を用いるものもある。Ｒ、Ｇ、ＢそれぞれのＬＥＤからの
光の出射角度の拡がりは各色のＬＥＤでほとんど差がない。このＬＥＤからの光の出射角
度の拡がりが面状光源装置の視野角の拡がりに影響する。すなわちＬＥＤからの光の出射
角度が拡がっているほど、広い視野角で表示される。従ってこのＬＥＤを用いた従来の面
状光源装置における視野角毎の輝度の波長依存性は図１１（ａ）に示すように視野角が大
きくなるにつれて輝度が弱くなるが、波長によってはほとんど変化がない。
【０００５】
従って、光源としてＬＥＤを用いた液晶表示装置の水平方向の視野角特性は図１０に示す
液晶パネルの透過率と図１１（ａ）に示す面状光源装置の配光分布の積となる。この視野
角毎の輝度の波長依存性を図１１（ｂ）に示す。同じ視野角から液晶表示装置を見た場合
、長波長側の光に比べて短波長側の光の輝度が相対的に弱くなり、全体として赤色が強い
色調となっていた。そして視野角が広くなる程、波長による輝度の差が大きく、色調が変
化するといった問題点もあった。
【０００６】
【発明が解決しようとする課題】
このように、従来の液晶表示装置では、視野角によって色調変化が生じるといった問題点
があった。
【０００７】
本発明は、このような問題点を解決するためになされたもので、視野角による色調変化が
少ない液晶表示装置及びそれに用いる面状光源装置を提供することを目的とする。
【０００８】
【課題を解決するための手段】
　本発明にかかる

【０００９】
　本発明にかかる

。
【００１０】
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液晶表示装置は、面状光源装置と、前記面状光源装置の発光面側に設け
られた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって、前記面状光源装置が、発光色の異な
る複数の光源と、前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、前記光源の
発光面側に設けられ、前記光源からの光の進行方向を変える屈折部材と、を備え、前記液
晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における視野角毎
の輝度の波長依存性によって打ち消されるように光の出射角度分布を前記光源毎に変化さ
せるように、前記屈折部材が光源によって異なる形状を有しているものである。

液晶表示装置は、面状光源装置と、前記面状光源装置の発光面側に設け
られた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって、前記面状光源装置が、発光色の異な
る複数の光源と、前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、を備え、前
記液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における視野
角毎の輝度の波長依存性によって打ち消されるように、前記光源によって前記導光板の側
面の当該光源と相対する部分が異なる形状になっているものである



　本発明にかかる

【００１２】
　上記の 装置において前記複数の光源が赤色（Ｒ）、緑色（Ｇ）、青色（Ｂ）の
発光ダイオードを備えていてもよい。これにより視野角による色調変化を制御することが
できる。
【００１５】
　本発明にかかる

【００１６】
　本発明にかかる

【００１９】
【発明の実施の形態】
発明の実施の形態１．
本発明にかかる液晶表示装置の構成について図１を用いて説明する。図１はＲ、Ｇ、Ｂの
ＬＥＤを光源とする液晶表示装置の断面図であり、図２はＬＥＤの部分の拡大図である。
１はＬＥＤ、３はリフレクター、４は導光板、５は反射シート、６は液晶パネル、７は光
学シートである。また数字の後ろに付したＲ、Ｇ、Ｂのアルファベットはそれぞれ赤色（
Ｒ）のＬＥＤ、緑色（Ｇ）のＬＥＤ、青色（Ｂ）のＬＥＤに対応する構成部品である。
【００２０】
Ｒ、Ｇ、ＢのＬＥＤ１は混色により白色光とするためそれぞれ複数配置されている。ＬＥ
Ｄ１Ｒは赤色（波長λ＝６００～６８０ｎｍ程度）、ＬＥＤ１Ｇは緑色（λ＝５００～６
００ｎｍ程度）、ＬＥＤ１Ｂは青色（λ＝４３０～５００ｎｍ程度）の光を発光する。こ
の各色のＬＥＤ１から発光された光は直接またはリフレクター３によって反射して導光板
４の側面に入射する。導光板４に入射された光は導光板４中で全反射を繰り返しながら伝
播する。伝播過程で一部の光は出射面側に設けられた粗面で散乱され出射面より出射する
。発光面と反対側に出射された光は反射シート５により反射され再び導光板４に入射され
る。
【００２１】
導光板４の発光面側から発光された光は、拡散シート、保護シート、レンズシート、導光
板側または導光板から遠い側に凹凸を持つプリズムシート等からなる光学シート７を通過
し液晶パネル６に入射される。液晶パネル６は液晶層を狭持するＣＦ基板とＴＦＴアレイ
基板を備えている。ＣＦ基板はＲ、Ｇ、Ｂの着色層、遮光層（ＢＭ）等を備えており、Ｔ
ＦＴアレイ基板にはスイッチング素子及び画素電極を備えている。スイッチング素子によ
る電圧のＯＮ、ＯＦＦによって液晶層が配向される。従って、液晶パネル６に到達した光
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液晶表示装置は、面状光源装置と、前記面状光源装置の発光面側に設け
られた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって、前記面状光源装置が、発光色の異な
る複数の光源と、前記光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、前記複数の
光源と前記導光板の間にプリズム板と、を備え、前記液晶パネルにおける視野角毎の透過
率の波長依存性が、前記面状光源装置における視野角毎の輝度の波長依存性によって打ち
消されるように、前記光源によって前記プリズム板の当該光源と相対する部分が異なる形
状になっているものである。

液晶表示

液晶表示装置は、面状光源装置と、前記面状光源装置の発光面側に設け
られた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって、前記面状光源装置が、光源と、前記
光源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、前記光源と前記導光板の間に配置
され、波長によって光の出射角度の異なるホログラムシートと、を備え、前記液晶パネル
における視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における視野角毎の輝度の
波長依存性によって打ち消されるように、前記ホログラムシートが配置されているもので
ある。

液晶表示装置は、面状光源装置と、前記面状光源装置の発光面側に設け
られた液晶パネルとを備える液晶表示装置であって、前記面状光源装置が、光源と前記光
源からの光を側面から入射し面全体に導く導光板と、前記導光板の発光面側に配置され、
波長によって光の出射角度の異なるホログラムシートと、を備え、前記液晶パネルにおけ
る視野角毎の透過率の波長依存性が、前記面状光源装置における視野角毎の輝度の波長依
存性によって打ち消されるように前記ホログラムシートが配置されているものである。



は映像信号にあわせて変調され、Ｒ、Ｇ、Ｂ各色を表示する。
【００２２】
液晶パネル６における水平方向の視野角毎の透過率の波長依存性（視野角特性）を図１０
に示す。図１０は横軸を波長、縦軸を液晶パネルの透過率としている。また正面における
透過率（すなわち視野角が０度における透過率）を１と規格化したものであり、それぞれ
、視野角が２０、４０、６０度の場合の透過率を示している。視野角が大きくなるにつれ
て、短波長側の透過率が長波長側の透過率に比べて相対的に低くなる。
【００２３】
ＬＥＤ１は導光板４の側面に一列に並んで配置している。各色のＬＥＤ１は均一な白色光
が全体に発光されるように配置されている。また各色のＬＥＤ１は混色により得られる白
色光の色度が所定の範囲となればよく、各色同数に限られるものではない。さらにその配
置はＲ、Ｇ、Ｂの順に限られるものではない。この配置は面全体で均一な白色光が発光さ
れるように、配置される。この各色のＬＥＤ１からの光の出射角度の分布について図３を
用いて説明する。図３（ａ）はＬＥＤ１の拡大図であり、図３（ｂ）は各々の出射角度の
分布を示す。ここで２はアクリルレンズである。通常、ＬＥＤ１単体ではＲ、Ｇ、ＢのＬ
ＥＤでほぼ同じ出射角度の分布をしている。本発明では図３（ａ）に示すようにＬＥＤ１
の出射面側に各色でそれぞれ異なる形状のアクリルレンズ２が設けられている。赤色（Ｒ
）のＬＥＤ１Ｒにはドーム状のアクリルレンズ１Ｒが設けられており、その曲率は各色の
中で最も大きい。これによりＬＥＤ１Ｒからの光の出射角度は図３（ｂ）に示すように狭
くなり、指向性の高い赤色光が発光される。
【００２４】
青色（Ｂ）のＬＥＤ１Ｂの出射面側には平らなアクリルレンズ２Ｂが設けられており、そ
の曲率は各色の中で最も小さい。これによりＬＥＲ１Ｂからの光の出射角度は図３（ｂ）
に示すように広くなり、指向性の低い青色光が発光される。また緑色（Ｇ）のＬＥＤ１Ｇ
のドーム状のアクリルレンズ２Ｇは、その中間の曲率である。従って、赤色光と青色光の
中間の指向性を持つ緑色光が発光される。
【００２５】
またこのアクリルレンズ２はＬＥＤ１からの光に対して透過性を示し、空気と屈折率が異
なればよい。従ってその材質はアクリルに限られるものではなく、紫外線硬化樹脂、ガラ
ス、石英等でもよい。またその形状はドーム型に限られるものではなく、図３（ｃ）に示
すような山型の形状でその頂角を各色で変えてもよい。さらには図示した形状に限られる
ものではなく、ＬＥＤ１からの光の出射角度の分布を異なるものとすればよい。また各色
のＬＥＤ１に異なる屈折率を有する同形状の屈折部材を設けても、ＬＥＤ１からの光の出
射角度の分布を各ＬＥＤ１によって異なる分布とすることができる。
【００２６】
上述の出射角度分布を持つ光が導光板４、光学シート７を通過する。従って面状光源装置
として、その発光面における視野角毎の輝度の波長依存性は図４（ａ）のようになる。図
４は正面における光の輝度を１と規格化し、正面から２０度、４０度、６０度における光
の輝度の波長依存性を示したものである。各色のＬＥＤ１からの出射角度は全波長領域に
おいて略均一なので、図４（ａ）に示すように、それぞれの角度において各色のＬＥＤ１
毎に三段階の輝度を有する視野角毎の輝度の波長依存性となる。すなわち視野角が大きく
なるにつれて、短波長側の輝度が長波長側の輝度に比べて相対的に高くなる。
【００２７】
液晶表示装置における視野角毎の出射光の輝度の波長依存性は、図１０に示す液晶パネル
６の透過率の視野角特性と図４（ａ）に示す輝度の視野角特性の積となる。液晶表示装置
の発色光毎の出射光の輝度の視野角特性は図４（ｂ）に示すようになる。液晶パネル６の
透過率の視野角特性と面状光源装置の輝度の視野角特性が打ち消され、液晶表示装置の出
射光の輝度は視野角毎に変わっても波長毎の輝度の相対比はほぼ均一となる。従って視野
角が変化しても、波長による輝度比の変化が少なく、色調の変化を抑制することができる
。これにより、表示特性の優れた液晶表示装置を得ることができる。
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【００２８】
発明の実施の形態２．
本実施の形態２にかかる液晶表示装置の面状光源装置も実施の形態１と同様に図１０に示
された液晶パネル６における視野角毎の透過率の波長依存性を面状光源装置の視野角毎の
出射光の輝度の波長依存性で打ち消し、各視野角で略均一な色調の光を表示する液晶表示
装置を提供するものである。
【００２９】
本発明の実施の形態２にかかる液晶表示装置について図５を用いて説明する。図１、図２
で付した符号と同一の符号は同一の構成を示すため説明を省略する。実施の形態２にかか
る液晶表示装置の構成は実施の形態１の図１、図２で図示した構成と略同一である。また
液晶パネル６における視野角毎の透過率の波長依存性も実施の形態１と同様に図１０に示
すようである。ＬＥＤ１にアクリルレンズ２が設けられておらず、その代わりに導光板４
の端面の形状が異なる。
【００３０】
導光板４の側面には光源としてＲ、Ｇ、ＢのＬＥＤ１が配置されている。このＬＥＤ１に
相対する導光板４の端面の形状が図５に示すように導光板４の厚み方向に伸びるプリズム
列を設けている。このプリズム列を設けることにより、光の広がりが広くなる。そしてプ
リズム頂角が鋭角になるほど、光の広がりは広くなる。
【００３１】
ＬＥＤ１Ｒに相対する部分の導光板４の端面形状は、光の広がりが小さくなるように頂角
が広いプリズムになっている。またＬＥＤ１Ｂに相対する部分の導光板４の端面形状はプ
リズム頂角が狭くなっており、ＬＥＤ１Ｇはその中間である。導光板内の発光面側に出射
する光の広がりは導光板伝播中の広がりを反映する。
従ってこのようなプリズム列を導光板４の端面に設けることにより、面状光源装置におけ
る光の出射角度の分布を波長毎に変えることができる。
【００３２】
このような形状のプリズム列が設けられた導光板４を備える面状光源装置における視野角
毎の輝度の波長依存性は実施の形態１と同様に図４（ａ）に示すようになる。従って液晶
表示装置における出射光の輝度の波長依存性も同様に図４（ｂ）に示すようになる。従っ
て視野角が変化しても、波長による輝度比の変化が少なく、色調の変化を抑制することが
できる。これにより、表示特性の優れた液晶表示装置を得ることができる。また導光板４
の端面形状は図示したようなプリズム形状に限らず曲面、粗面など光の角度の広がりを変
えることができる形状とし、その形状をＬＥＤ毎に変えてもよい。
【００３３】
発明の実施の形態３．
本実施の形態３にかかる液晶表示装置について図６（ａ）を用いて説明する。図１、図２
で付した符号と同一の符号は同じ構成を示すため説明を省略する。本実施の形態３にかか
る液晶表示装置では導光板４の裏面中央付近に光源としてＲ、Ｇ、ＢのＬＥＤ１が一列に
設けられている。このＬＥＤ１からの光は直接又はリフレクター３から反射されプリズム
板８に入射される。そしてプリズム板８に入射された光は拡がってプリズム板内を伝播し
、入光した面と対向する面から出射する。さらに第２リフレクター９によって反射し、導
光板４に入射する。導光板４に入射された光は、実施の形態１と同様に導光板の発光面側
から発光され、光学シート（ここでは図示せず）を通過し均一に発光される。
【００３４】
導光板４中を伝播する光の広がり、導光板４の発光面側から発光される光の広がりは、プ
リズム板伝播中の光の広がりを反映する。なお、プリズム板を長くすること、すなわち光
の伝播距離を長くすることにより導光板４入射時の混色が進む。従ってＬＥＤ１が離散的
に配置されていることによる輝度ムラを軽減することができ、良好な表示品位を得ること
ができる。
【００３５】
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このプリズム板８においてＬＥＤ１が設けられている側面の形状の拡大図を図６（ｂ）に
示す。ここでプリズム板８の側面は部分的にプリズム列を有している。この実施の形態２
と同様にプリズム列を設けることにより光の広がりは広くなる。さらに、プリズム頂角が
鋭角になるほど、光の広がりは広くなる。そしてそのプリズム列の有無および頂角が相対
するＬＥＤ１の発光色によって異なる。ＬＥＤ１Ｒに相対する部分はプリズム列を設けず
鏡面となっている。またＬＥＤ１Ｂに相対する部分のプリズム頂角は狭くなっており、Ｌ
ＥＤ１Ｇに相対する部分はＬＥＤ１Ｂに相対する部分より広いプリズム頂角を有している
。従って各色のＬＥＤ１で角度の広がりが異なる。
【００３６】
上述のプリズム板８を有した面状光源装置から発光される光の視野角毎の輝度の波長依存
性は図４（ａ）のようになる。よって実施の形態１、２と同様に液晶表示装置における視
野角毎の輝度の波長依存性は図４（ｂ）に示すようになる。従って視野角が変化しても、
波長による輝度比の変化が少なく、色調の変化を抑制することができる。これにより、表
示特性の優れた液晶表示装置を得ることができる。またプリズム板の側面形状はプリズム
形状に限られるものではなく、光の角度広がりを変えることができる形状であればよい。
【００３７】
本発明の実施の形態４．
本発明の実施の形態４にかかる液晶表示装置の構成について図７を用いて説明する。図７
は本実施の形態にかかる液晶表示装置の断面図である。図１に付した符号と同一の符号は
同一の構成を示すため説明を省略する。ここで１０は蛍光灯、１１はホログラムシートで
ある。
【００３８】
本実施の形態４では光源がＬＥＤから蛍光灯１０になっている点及び導光板４と蛍光灯１
０の間にホログラムシート１１が設けられている点で実施の形態１と異なる。蛍光灯１０
から発光された白色光はホログラムシート１１を通って、導光板４の側面に入射される。
そして実施の形態１と同様に発光される。
【００３９】
本実施の形態４にかかる面状光源装置において導光板４と蛍光灯１０の間にホログラムシ
ート１１が３枚設けられている。それぞれのホログラムシート１１は特定波長の光を拡散
する。この３枚のホログラムシート１１は赤、青、緑に対応する波長の光を拡散させる。
さらにホログラムシート１１の指向性を赤＞緑＞青とする。すなわち赤色光はその指向性
が高く、光の角度分布を狭くする。青色光はその指向性が低く、光の角度分布を広くする
。緑色光は赤色光と青色光の中間の指向性、光の角度分布とする。よって導光板４に入射
する光の角度分布は図３（ｂ）に示すようになる。これにより実施の形態１と同様に面状
光源装置における視野角毎の輝度の波長依存性は図４（ａ）に示すようになる。よって液
晶表示装置における視野角毎の輝度の波長依存性は図４（ｂ）に示すようになる。従って
視野角が変化しても、波長による輝度比の変化が少なく、色調の変化を抑制することがで
きる。これにより、表示特性の優れた液晶表示装置を得ることができる
【００４０】
上述の実施の形態において光源は蛍光灯に限らず、冷陰極管、ＲＧＢのＬＥＤ等でも同様
の効果が得られる。さらにホログラムシートの数は３枚に限らず、特定波長の光を拡散さ
せるために少なくとも１枚あれば、同様の効果が得られる。またホログラムシート１１は
導光板４と蛍光灯１０の間に限らず、例えば導光板４と光学シート７の間、光学シート７
の中、光学シート７と液晶パネル６の間等に設けてもよい。
【００４１】
発明の実施の形態５．
本発明の実施の形態５にかかる面状光源装置の構成について図８を用いて説明する。図８
は面状光源装置の断面図である。図１、図７で付した符号と同一の符号は同一の構成を示
すため説明を省略する。１２は図柄板である。
【００４２】
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蛍光灯１０から発光された白色光は直接又はリフレクター３によって反射され導光板４の
側面に入射する。導光板４内を伝播した光は表示面全体から発光される。また導光板４の
発光面と反対側から出射した光は反射シート５で反射され、再度導光板４に入射される。
導光板４の表示面側から発光された光は光学シート７を通過する。光学シート７は拡散シ
ート及び２枚のプリズムシートを備えている。これにより垂直方向への指向性の高い光を
得ることができる。さらに光学シート７の上にはホログラムシート１１を設けている。ホ
ログラムシート１１は図９に示すように入射された白色光を波長によって異なる出射方向
に変化させる。
【００４３】
このホログラムシート１１の上にはさらに任意の図柄が描かれた図柄板１２が設けられて
いる。これにより見る方向によって色調の変化する表示板を得ることができる。本実施の
形態にかかる面状光源装置は上述のように見る方向によって色が異なる表示板にも利用す
ることができる。
【００４４】
その他の実施の形態．
上述の実施の形態ではＲ、Ｇ、Ｂ各色の光について出射角度を変えるようにしたが、少な
くとも１色の光について出射角度を変えれば同様の効果が得られる。またＲ、Ｇ、Ｂ各色
のＬＥＤにおいても各々のＬＥＤでさらに光の出射角度を変えても同様の効果が得られる
。また光の出射方向を変えるアクリルレンズ２の形状、導光板４の端面の形状、プリズム
板８の形状は図示した形状に限られるものではない。さらにはそれぞれの実施の形態を組
み合わせて使用してもよい。
【００４５】
【発明の効果】
本発明によれば、視野角による色調変化が少ない液晶表示装置及びそれに用いる面状光源
装置を提供することができる。
【図面の簡単な説明】
【図１】本発明にかかる液晶表示装置の構成を示す断面図である。
【図２】本発明にかかる液晶表示装置の光源部分の平面図である。
【図３】図３（ａ）本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置におけるＬＥＤの形状を
示す拡大図である。図３（ｂ）本発明にかかる液晶表示装置におけるＬＥＤからの光の出
射角度の分布を示す図である。図３（ｃ）本発明の実施の形態１にかかる液晶表示装置に
おけるＬＥＤの別の形状を示す拡大図である。
【図４】図４（ａ）本発明にかかる面状光源装置における視野角毎の輝度の波長依存性を
示す図である。図４（ｂ）本発明にかかる液晶表示装置における視野角毎の輝度の波長依
存性を示す図である。
【図５】本発明の実施の形態２にかかる液晶表示装置の導光板端面の形状を示す図である
。
【図６】本発明の実施の形態３にかかる液晶表示装置の構成を示す図である。
【図７】本発明の実施の形態４にかかる液晶表示装置の構成を示す断面図である。
【図８】本発明の実施の形態５にかかる液晶表示装置の構成を示す断面図である。
【図９】ホログラムシートにおける光の進む様子を示す図である。
【図１０】液晶パネルにおける視野角毎の透過率の波長依存性を示す図である。
【図１１】図１１（ａ）従来の面状光源装置における視野角毎の輝度の波長依存性を示す
図である。図１１（ｂ）従来の液晶表示装置における視野角毎の輝度の波長依存性を示す
図である。
【符号の説明】
１　ＬＥＤ
２　アクリルレンズ
３　リフレクター
４　導光板
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５　反射シート
６　液晶パネル
７　光学シート
８　プリズム板
９　第２リフレクター
１０　蛍光灯
１１　ホログラムシート
１２　図柄板

【 図 １ 】

【 図 ２ 】

【 図 ３ 】

【 図 ４ 】
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【 図 ５ 】

【 図 ６ 】

【 図 ７ 】

【 図 ８ 】

【 図 ９ 】

【 図 １ ０ 】

【 図 １ １ 】
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