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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源と、該光源が実装された光源基板と、前記光源に対向配置する光入射面を端面の一
部に有する導光板と、前記導光板を保持する保持枠と、を有する照明装置において、
　前記光源基板が前記導光板の前記端面に対向配置されるとともに、前記光源の出光面が
前記端面に対向して配置され、
　前記導光板の前記端面と、前記光源基板との間に弾性スペーサが介挿され、
　前記光源は、前記導光板に対向する方向においては前記弾性スペーサによって隙間が形
成され、側方においては前記弾性スペーサが前記光源に接触しないように隙間が形成され
ることにより、当該光源が前記導光板に対向する方向及び側方において開放されており、
　前記光源の前記弾性スペーサにより前記光源基板が当該光源基板の背面側に配置された
前記保持枠側に付勢されていることを特徴とする照明装置。
【請求項２】
　前記光源基板と前記導光板とは前記弾性スペーサを介して接触状態に維持されているこ
とを特徴とする請求項１に記載の照明装置。
【請求項３】
　前記導光板は、前記弾性スペーサによって前記保持枠の前記光源が配置された側と対向
する辺側に付勢されて位置決め保持されていることを特徴とする請求項１又は請求項２に
記載の照明装置。
【請求項４】
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　前記弾性スペーサが前記保持枠と一体に構成されていることを特徴とする請求項１乃至
請求項３のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項５】
　前記保持枠は前記光源基板側の保持部から前記導光板の光出射面上に張出形成された内
側張出部を有し、前記弾性スペーサは前記内側張出部に対して直接に接続された構造を有
することを特徴とする請求項１乃至請求項４のいずれか一項に記載の照明装置。
【請求項６】
　前記光源と前記光源基板とを導電接続する実装接合材を有し、前記弾性スペーサは前記
実装接合材に接触していないことを特徴とする請求項１乃至請求項５のいずれか一項に記
載の照明装置。
【請求項７】
　前記光源基板と前記導光板の前記端面との間には、前記光源からの光を前記端面に向け
て反射させる反射部材が配置されてなることを特徴とする請求項１乃至６のいずれか一項
に記載の照明装置。
【請求項８】
　前記反射部材は、前記導光板の光放出面とは反対の側に配設した反射板を延出したもの
であることを特徴とする請求項７に記載の照明装置。
【請求項９】
　請求項１乃至８のいずれか一項に記載の照明装置と、該照明装置の照明光を表示光の少
なくとも一部として使用する液晶パネルとを具備することを特徴とする液晶装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の液晶装置を搭載した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】
　本発明は照明装置、液晶装置及び電子機器に係り、特に、光源と導光板とを有する照明
装置における光源と導光板の間の相対的な位置決め構造に関する。
【背景技術】
【０００２】
　一般に、ＬＥＤ等の光源の放出光を導光板の端面の一部で構成される光入射面に入射さ
せ、導光板内に伝播させてから導光板の光出射面から出射させるように構成された照明装
置が知られている。このような照明装置は、例えば、液晶パネルを照明するためのバック
ライトなどの面状照明装置として利用されている。
【０００３】
　上記のような照明装置においては、光源と導光板の光入射面との間隔が変化すると導光
板の光出射面上の照明光の輝度分布が変化するため、光源を実装する光源基板と導光板と
を合成樹脂等で構成された保持枠にそれぞれ固定することで、光源と導光板の光入射面と
の間隔を設定するようにしている。しかし、このような構成では、保持枠を介して光源と
導光板が位置決めされているために、各部材の形状誤差によって上記間隔が変動するので
、導光板の輝度やその分布にばらつきが発生するという問題点がある。
【０００４】
　そこで、従来においては、光源を導光板の光入射面に当接させることで、導光板の輝度
やその分布のばらつきを低減した照明装置が知られている（例えば、以下の特許文献１参
照）。また、光源基板と導光板との間にスペーサを介挿し、導光板をスペーサ側に付勢す
ることによって位置決めしてなる照明装置が知られている（例えば、以下の特許文献２参
照）。
【０００５】
　一方、光源からヒートシンクへの放熱性を向上させるために、導光板の端面と光源基板
との間、及び、光源基板とヒートシンクとの間にそれぞれ熱伝導弾性シートを配置してな
る照明装置が知られている（例えば、以下の特許文献３参照）。
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【０００６】
【特許文献１】特開２００４－５５４５４号公報
【特許文献２】特開２００６－１３０８７号公報
【特許文献３】特開２００６－６４７３３号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　しかしながら、前述の光源を光入射面に当接させてなる照明装置においては、装置が衝
撃を受けたときに光源と導光板が機械的な損傷を受けたり、或いは、光源の熱によって導
光板が変質したりする虞があるという問題点がある。特に、車載用機器のように比較的衝
撃を受けやすい環境下で使用する機器に搭載する照明装置においては、例えば車載環境を
想定した振動試験で見られるように、光源と導光板とが接触し得る構造となっていると光
源（ＬＥＤ）に少しずつ負荷がかかり、実装部分に半田のクラックが発生し、点灯不良を
招来する虞がある。
【０００８】
　また、前述のスペーサによって光源と導光板の間隔を保持する照明装置においては、車
両搭載時において受ける振動によりスペーサから光源基板が繰り返し応力（衝撃）を受け
るため、上記と同様に光源の実装不良を招来する虞がある。
【０００９】
　さらに、導光板の端面と光源基板との間、及び、光源基板とヒートシンクとの間にそれ
ぞれ熱伝導弾性シートを配置してなる照明装置では、導光板と光源基板との間に介挿され
る熱伝導弾性シートが光源の実装高さより少し厚い程度であるため、振動や衝撃を受ける
ことで光源と導光板とが繰り返し当接したり離反したりし、これによって光源の実装構造
が損傷を受ける可能性がある。また、光源基板の両側にそれぞれ熱伝導弾性シートが配置
されていることにより光源基板の位置を高精度に設定することが難しく、また、両側の熱
伝導弾性シートの弾性変形量により光源基板の導光板に対する位置が変動しやすいため、
輝度及びその分布にばらつきを生ずる虞があるという問題点がある。
【００１０】
　そこで本発明は上記問題点を解決するものであり、その課題は、光源と導光板の相対的
位置決め状態を確保しつつ、振動等による光源及び光源基板の損傷を低減することが可能
な照明装置を提供することにある。
【課題を解決するための手段】
【００１１】
　斯かる実情に鑑み、本発明の照明装置は、光源と、該光源が実装された光源基板と、前
記光源に対向配置する光入射面を端面の一部に有する導光板と、前記導光板を保持する保
持枠と、を有する照明装置において、前記光源基板が前記導光板の前記端面に対向配置さ
れるとともに、前記光源の出光面が前記端面に対向して配置され、前記導光板の前記端面
と、前記光源基板との間に弾性スペーサが介挿され、前記光源は、前記導光板に対向する
方向においては前記弾性スペーサによって隙間が形成され、側方においては前記弾性スペ
ーサが前記光源に接触しないように隙間が形成されることにより、当該光源が前記導光板
に対向する方向及び側方において開放されており、前記光源の前記弾性スペーサにより前
記光源基板が当該光源基板の背面側に配置された前記保持枠側に付勢される。

【００１２】
　この発明によれば、光源基板と導光板の間に介挿されたスペーサにより導光板が付勢さ
れているとともに、スペーサにより形成された隙間により光源と導光板とが非接触状態に
維持されていることにより、振動や衝撃を受けても光源及び光源基板に負荷が加わりにく
くなることから、光源及び光源基板の損傷を防止することができる。
【００１３】
　ここで、前記導光板は上記弾性力を受けることで前記導光板が前記弾性力の向きと対向
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する支持面との間で位置決め保持されていることが好ましい。より具体的には、前記支持
面は前記導光板の前記光源とは前記導光板を挟んで反対側にある前記端面を支持する支持
部に設けられ、前記導光板は前記スペーサの弾性力により前記支持部に当接した状態に保
持されることで位置決めされていることが好ましい。これによれば、導光板の位置決めを
、光源側に配置されたスペーサと、その反対側に配置された支持部とによって行うことが
できるので、支持部の位置精度によって導光板の位置決め精度が決定されることとなるた
め、導光板の位置及び光源と導光板の間隔を高精度に設定することができる。また、支持
部が導光板の反対側に設けられることで複雑な位置決め構造を設ける必要がなくなるため
、装置の小型化及び低コスト化を図ることができる。上記支持部は光源基板及び導光板を
保持する保持枠に設けられていることが望ましい。
【００１４】
　本発明において、前記光源基板と前記導光板とは前記スペーサを介して接触状態に維持
されていることが好ましい。これによれば、スペーサを介して光源基板と導光板とが接触
した状態に維持されることで、光源基板と導光板の相対的な位置決め状態が安定化され、
導光板の光出射状態の再現性も確保される。
【００１５】
　本発明において、前記導光板は、前記スペーサによって前記保持枠の光源が配置された
側と対向する辺側に付勢されて位置決め保持されていることが好ましい。これによれば、
導光板がスペーサによって保持枠に付勢されることで位置決め保持されるため、光源基板
と導光板の位置関係が正確に設定されるとともに、位置決め構造を簡易に構成することが
できる。

【００１６】
　この場合において、前記スペーサが前記保持枠と一体に構成されていることが好ましい
。これによれば、スペーサが保持枠と一体に構成されていることにより、さらに部品点数
を削減することができるから、装置の更なる小型化及び低コスト化を図ることができる。
【００１７】
　本発明において、前記保持枠は前記光源基板側の保持部から前記導光板の光出射面上に
張出形成された内側張出部を有し、前記スペーサは前記内側張出部に対して直接に接続さ
れた構造を有することが好ましい。これによれば、保持枠に光源基板側の保持部から導光
板の光出射面上に張り出し形成された内側張出部を設けることで導光板の光源近傍の輝度
のばらつきが比較的大きい領域を被覆して輝度の均一性を高めることができるとともに、
この内側張出部にスペーサを直接に接続することで、スペーサを無理なく確実に保持枠と
一体化させることが可能になる。
【００１８】
　本発明において、前記光源と前記光源基板とを導電接続する実装接合材を有し、前記弾
性スペーサは前記実装接合材に接触していないことが好ましい。光源と光源基板とを導電
接続する実装接合材がスペーサに当接すると、スペーサの弾性力が不均一になったり、ス
ペーサを介して受ける振動や衝撃によって実装構造に不良が発生したりする虞があるが、
上記のように構成すれば、弾性力の安定性を確保することができるとともにスペーサとの
接触に起因する実装不良の発生を防止できる。
【００１９】
　本発明においては、前記光源と前記導光板の前記端面との間には、前記光源からの光を
前記端面に向けて反射させる反射部材が配置されてなることを特徴とする。光源と、導光
体とを非接触とするために、光源基板と導光板の入射面との間に隙間を設けると、該隙間
からの光抜け、或いは筐体等による吸収により、光の利用効率が低下するという新たな課
題が生じる。本発明の構成によれば、隙間部分に配置された反射部材により光源からの放
出光が導光板の端面に向けて反射するので、光源基板と導光板の入射面との間に隙間を設
けた構成においても、光源からの光を無駄なく利用することができるようになる。具体的
には、導光板の光放出面とは反対の側に配設される反射板を実装基板まで延出して利用す
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ることで、簡易に、かつ反射特性のよい反射部材が得られる。また、光源実装基板の光源
実装面に反射層を形成して光反射面とし、導光板に向けて折り曲げることによっても、隙
間部分に反射部材を配置することができる。それに加え、スペーサの側面、すなわち、ス
ペーサの導光板の端面、及び光源基板に接触しない面に、反射特性を付与することで、よ
り多くの光を導光体の端面に入射させることができるようになる。スペーサに反射特性を
付与するには、スペーサの側面を加工してもよいが、白色系統のシリコーンゴム素材やウ
レタンゴム素材を選択したり、屈折率が比較的高い透明樹脂を選択して反射率を確保して
もよい。すなわち、スペーサ側面における光反射率が、光吸収率より大きければよい。
【００２０】
　次に、本発明の液晶装置は、上記のいずれかに記載の照明装置と、該照明装置の照明光
を表示光の少なくとも一部として使用する液晶パネルとを具備することを特徴とする。こ
れによれば、振動や衝撃による不具合の発生が低減された照明装置で液晶パネルを照明す
ることができるため、液晶装置の信頼性を向上させることができる。さらに、本発明の電
子機器は上記の液晶装置を搭載したことを特徴とする。本発明の電子機器としては、テレ
ビジョン受像機、ビデオモニタ、携帯コンピュータ装置、携帯電話、電子時計等が挙げら
れるが、特に、車載用電子機器、例えば、車載用テレビジョン受像機、車載用モニタ、車
載用ナビゲーションシステム、各種の車載用メータ類等に用いることが好ましい。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２１】
　［照明装置］
  次に、添付図面を参照して本発明の実施形態について詳細に説明する。図１は本実施形
態の照明装置１０の全体構造を示す概略平面図、図２は図１のII－II線に沿った断面を示
す概略縦断面図である。なお、添付図面は図示の都合上適宜に各部の寸法或いは長さと厚
みの比その他の各部の比率などを変えて描いてあり、実際の寸法や比率を表すものではな
い。
【００２２】
　本実施形態の照明装置１０は、複数の光源１１と、この光源１１が実装された光源基板
１２と、光源１１に対向する端面（光入射面）１３ａを有する導光板１３と、導光板１３
の底面下に配置された光反射シート１４とを有している。光源１１はＬＥＤ（発光ダイオ
ード）で構成され、図示例の場合、樹脂封止された表面実装型のＬＥＤチップの形態（直
方体形状）を有している。光源基板１２には図示しない配線パターンが形成され、その実
装面１２ａ上に形成された端子部が実装接合材１１ｘを介して光源１１の端子に導電接続
されている。光源１１は光放出面１１ａを有し、この光放出面１１ａの反対側を実装面１
２ａに向けた姿勢で光源基板１２に実装されている。すなわち、本実施形態において光放
出面１１ａの光軸は光源基板１２の実装面１２ａに対してほぼ直交している。
【００２３】
　実装面１２ａのうち、少なくとも光源１１に覆われていない部分は白色の印刷層や樹脂
膜等といった光反射層（図示せず）で被覆されることにより光反射面として形成されてい
る。この光反射層は例えばシルク印刷（スクリーン印刷）によって形成されることが好ま
しい。光源基板１２は種々の材料で構成できるが、一般的にはポリイミド樹脂等の合成樹
脂を基材とするフレキシブル基板で構成される。ただし、光源１１で発生する熱に起因す
る光源の温度上昇を低減するには、アルミニウムや銅などの金属で構成された基材を有す
るものが好ましい。また、光反射層で実装面１２ａが被覆された光源基板１２を、端部が
導光板１３の端部と重なるよう折り曲げる構造（図示せず）とすると、光源基板１２と導
光板１３との間において、光源基板１２を反射板として機能させることが可能である。
【００２４】
　光源基板１２の背面（上記実装面１２ａの裏面）は熱伝導性の良好なテープ若しくはシ
ート、或いは、放熱グリース等の軟質の熱伝導材１７を介してアルミニウム等で構成され
る放熱シャーシ１５に支持されている。なお、熱伝導材１７を介することなく、光源基板
１２を直接に放熱シャーシ１５に当接させるようにしてもよい。放熱シャーシ１５は光源
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基板１２の背後に配置される折り曲げ端部１５ａと、導光板１３及び光反射シート１４の
下に配置される板状支持部１５ｂとを備えている。なお、光源基板１２は上記熱伝導材１
７及び折り曲げ端部１５ａを介して間接的に後述する保持枠１６に位置決めされた状態と
されている。
【００２５】
　導光板１３はアクリル樹脂やポリカーボネート樹脂等の透明材料で構成され、全体とし
て板状に構成されている。図示例の場合、導光板１３は平面視矩形状に構成され、その周
囲に四つの端面が設けられている。これらの端面のうちの一つの端面が光入射面１３ａと
なっている。図示例の場合、光入射面１３ａは平坦な面で構成されるが、光源１１の光放
射特性及び導光板１３の光伝播特性等を勘案して、光入射面１３ａに凹部を設けたり、プ
リズム構造を設けたりしても構わない。
【００２６】
　導光板１３には光入射面１３ａから入射した光を表面側の板面で構成される光出射面１
３ｂ側へ偏向させるための光偏向手段（図示せず）が設けられる。この光偏向手段は、例
えば、導光板１３の底面に形成されたプリズム構造や光散乱用の印刷層などで構成される
。この光偏向手段は光出射面１３ｂの輝度が均一化されるように適宜の分布密度（例えば
、光源１１側から離反するに従って密から粗へと徐々に変化するような分布態様）で形成
される。
【００２７】
　導光板１３の端面（光入射面）１３ａと光源基板１２の実装面１２ａとの間には弾性ス
ペーサ１８が介挿されている。弾性スペーサ１８は、シリコーンゴムやウレタンゴム等の
ゴム素材や、比較的硬質な素材（金属や樹脂）を薄肉化することによって弾性変形可能に
構成したもの（各種のバネ材）など、種々の弾性材で構成することができる。また、弾性
スペーサ１８は弾性圧縮された状態にあり、その弾性復元力によって導光板１３を光源１
１及び光源基板１２から離反する方向に押圧している。なお、弾性スペーサ１８の素材と
しては熱伝導性の良好なものを用いることが好ましい。また、その側面の反射率が良好な
ものを用いると好ましい。
【００２８】
　導光板１３の底面下には光反射シート１４が重なるように配置され、導光板１３の底面
から出射した光を導光板１３内に戻すように構成されている。光反射シート１４は白色ポ
リエチレン等の樹脂シートで構成される。光反射シート１４は、光源基板１２まで延出し
て配置されており、導光板１３と光源基板１２との間の間隙部分において光源１１からの
光を、導光板１３の光入射面１３ａに向けて反射する。
【００２９】
　導光板１３は基本的に保持枠１６の内部に保持されている。保持枠１６は白色ポリエチ
レン等の光反射素材で構成され、導光板１３を取り巻くように平面視矩形枠状に構成され
ている。保持枠１６は光源基板１２の外側（具体的には上記放熱シャーシ１５の折り曲げ
端部１５ａの外側）に配置される光源側壁部１６ａと、この光源側壁部１６ａと対向し、
導光板１３を挟んだ反対側に配置される反対側壁部１６ｂと、光源側壁部１６ａと反対側
壁部１６ｂを連結する左右の側壁部１６ｓとによって枠状に構成される。
【００３０】
　導光板１３は上記弾性スペーサ１８の弾性力によって保持枠１６の反対側壁部１６ｂに
押し付けられた状態とされることで位置決め保持されている。すなわち、反対側壁部１６
ｂの内面が弾性スペーサ１８の弾性力の向きと対向する支持面となっている。一般的には
、導光板１３は光源１１側から弾性スペーサ１８による弾性力を受けた状態とされ、弾性
スペーサ１８の弾性力の向きに対向する支持面との間で位置決め保持されていればよい。
したがって、弾性スペーサ１８の弾性力の向きに対向する支持面としては反対側壁部１６
ｂの内面に限らず、例えば、導光板１３の側端面に形成された凹溝に嵌合するように構成
された、側壁部１６ｓの内面上に設けられた突起の側面で構成することも可能である。な
お、上記支持面としては、図示例のように弾性スペーサ１８の弾性力の向きと直交する内
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面でなくてもよく、例えば、上記向きに対して傾斜した面であってもよい。
【００３１】
　上記の位置決め状態で、弾性スペーサ１８が光源基板１２と導光板１３の間に介挿され
ていることにより確保された隙間で、光源１１が導光板１３の端面（光入射面）１３ａに
接触しない状態とされている。ここで、光源１１の光放出面１１ａと導光板１３の光入射
面１３ａとの間隔は０．２ｍｍ～５ｍｍの範囲内であることが好ましい。間隔が０．２ｍ
ｍ未満では光源１１の実装高さのばらつきによって実際の間隔が過小となり、振動や衝撃
などによって光源１１が光入射面１３ａに接触する虞が生ずる。また、間隔が５ｍｍを越
えると導光板１３への光の入射光率が低下したり、装置の平面寸法が増大したりするとい
った不具合が生ずる。
【００３２】
　また、上記の光源側壁部１６ａ、反対側壁部１６ｂ、側壁部１６ｓからは、それぞれの
内側（導光板側）に向けて導光板１３の光出射面１３ｂ上に張り出すように構成された内
側張出部１６ｃが延在している。この内側張出部１６ｃは特に光源側壁部１６ａからの張
り出し量が多くなるように構成され、これによって光源１１に対向する光入射面１３ａの
近傍を被覆し、光出射面１３ｂにおける光入射面１３ａ近傍領域に目玉状の高輝度スポッ
トが生ずることを防止している。
【００３３】
　上記の光源側壁部１６ａ、反対側壁部１６ｂ、及び、左右の側壁部１６ｓによって枠状
に構成された保持枠１６の少なくとも一部、すなわち、図示例の場合には反対側壁部１６
ｂ及び左右の側壁部１６ｓには、上記内側張出部１６ｃから光出射側（図示上側）に突出
するように設けられた延長保持部１６ｅが設けられている。この延長保持部１６ｅは、後
述する液晶パネルを位置決め、保持するための構造部分である。
【００３４】
　本実施形態では、導光板１３が弾性スペーサ１８によって光源基板１２に対して離間す
る方向に押圧され、保持枠１６の反対側壁部１６ｂに当接した状態に保持されることで位
置決めされている。そして、この状態で、光源１１は光入射面１３ａに接触しないように
構成されている。したがって、導光板１３の位置は保持枠１６の形状寸法によって決定さ
れるため、光源１１及び光源基板１２と導光板１３との隙間は弾性スペーサ１８が弾性力
を発揮している限り確実に確保される。この場合、導光板１３の位置決め構造としては反
対側壁部１６ｂが支持体として存在すれば足りるので、きわめて簡単な構造とすることが
でき、また、部品点数も低減できるため、照明装置１０の小型化や低コスト化を図ること
ができる。
【００３５】
　また、光源基板１２と導光板１３の間に弾性スペーサ１８が圧縮状態で介挿されている
ため、外部から振動や衝撃を受けても、弾性スペーサ１８の弾性力で応力が緩和されると
ともに、ガタツキを防止することができるため、光源１１、光源基板１２及び導光板が損
傷を受けることを防止することができる。
【００３６】
　この場合、光源１１と光源基板１２の導電接続部を構成する実装接合材（半田部）１１
ｘが弾性スペーサ１８に接触しないように構成されているので、弾性スペーサ１８が実装
接合材１１ｘに接触する場合に導光板１３に与える弾性復元力が不均一になったり、弾性
スペーサ１８の接触により実装接合部に損傷が発生して実装不良を招いたりする虞をなく
すことができる。
【００３７】
　図３は上記実施形態の光源１１の近傍を拡大して示す拡大部分横断面図である。この実
施形態では、光源基板１２は背後に軟質の熱伝導材１７を介して放熱シャーシ１５が接触
しているので、光源基板１２と放熱シャーシ１５の実質的な熱的接触面積を増大させるこ
とができ、これによって光源基板１２の熱を効率的に放熱シャーシ１５に伝えることがで
きる。また、本実施形態では前述のように弾性スペーサ１８が導光板１３の端面に当接し



(8) JP 4311454 B2 2009.8.12

10

20

30

40

50

ているので、光源基板１２の熱が導光板１３へも放熱される。したがって、光源１１から
発生する熱は、光源基板１２を介して効率的に放出されるため、光源１１の温度が低減さ
れ、これによって光源１１の輝度のばらつきを低減し、また、輝度劣化の進行を遅らせる
ことができる。
【００３８】
　また、図示例のように複数の光源１１を配列させた構造を有する場合には、上記のよう
に放熱性を向上させたことにより光源１１の配列方向に沿って生ずる温度分布の偏りを低
減することができるので、光源１１間の輝度や色度のばらつきを低減することができる。
例えば、複数の光源１１が配列されていると、通常は光源１１の列中央の温度が高く、光
源１１の列端部の温度が低くなるが、放熱性が向上すると光源１１の列の中央と端部の温
度差が低減されるので、輝度や色度のばらつきも低減される。特に、光源１１として、赤
色ＬＥＤからなるＲ発光部、緑色ＬＥＤからなるＧ発光部、青色ＬＥＤからなるＢ発光部
を一体に備えたものを用いる場合には、各ＬＥＤの温度依存性が大きく異なる（例えば、
青色ＬＥＤは温度が上昇すると輝度が高くなるのに対して、赤色ＬＥＤや緑色ＬＥＤは温
度が上昇すると輝度が低下する。）ので、環境温度に差が生ずると色度が大幅に変動する
が、本実施形態では温度差が低減されることによって色度のばらつきも低減される。
【００３９】
　さらに、本実施形態の導光板１３は、弾性スペーサ１８によって光源１１とは反対側に
付勢され、保持枠１６に対して押圧保持されるように構成されているので、保持枠１６に
導光板１３を位置決めするための係合突起等を設ける必要がなくなるため、保持枠１６の
細幅化、すなわち、上記側壁部１６ｓの薄肉化を図ることができ、その結果、照明装置１
０を平面的にさらに小型化し、低額縁化（照明範囲の外側に張り出す部分の張り出し幅の
狭小化）を図ることができる。
【００４０】
　図４は上記実施形態とは異なる別の実施形態を示す概略縦断面図、図５は図４のＶ－Ｖ
線に沿った断面を示す概略縦断面図である。図４及び図５において上記実施形態と同一部
分には同一符合を付し、それらの説明は省略する。この実施形態の照明装置２０では、光
放射面２１ａを備えた光源２１、実装面２２ａを備えた光源基板２２、光入射面２３ａと
光出射面２３ｂを備えた導光板２３、光反射シート２４、折り曲げ端部２５ａと板状支持
部２５ｂを備えた放熱シャーシ２５及び熱伝導材２７は先に説明した実施形態と同様に構
成されている。一方、弾性スペーサ１８及び保持枠２６は先に説明した実施形態と異なる
点があるため、以下に説明する。
【００４１】
　本実施形態の照明装置２０においては、保持枠２６に上記弾性スペーサ１８に相当する
弾性スペーサ２６ｄが一体に構成されている。保持枠２６は上記と同様の光源側壁部２６
ａを有し、この光源側壁部２６ａから導光板２３の光出射面２３ｂ上へ張り出してなる内
側張出部２６ｃを有している。そして、弾性スペーサ２６ｄは内側張出部２６ｃに対して
直接に接続され、内側張出部２６ｃから下方へ伸び、光源基板２２と導光板２３の間に配
置される。弾性スペーサ２６ｄには貫通孔２６ｆが形成され、この貫通孔２６ｆによって
少なくとも光源基板２２から導光板２３へ向かう方向に弾性変形可能に構成されている。
すなわち、本実施形態では弾性スペーサ２６ｄは保持枠２６と一体に（すなわち同じ材質
で）構成されているが、その構造（貫通孔２６ｆを有する薄肉構造）によって上記の弾性
特性を獲得している。
【００４２】
　ここで、弾性スペーサ２６ｄの構造は図示例の構造に限らず、例えば、上記貫通孔２６
ｆを幅方向（図４の左右方向）に広げて光源基板１２側の部分と導光板１３側の部分とを
完全に分離した構造としてもよい。この場合には、それぞれの部分が共に内側張出部２６
ｃにより片持ち支持された状態となり、上記と同じ方向に弾性変形可能とされる。
【００４３】
　なお、本実施形態において、保持枠２６の反対側壁部２６ｂ、側壁部２６ｓ、延長保持
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部１６ｅは先に説明した実施形態と同様に構成されている。
【００４４】
　［液晶装置］
  次に、図６を参照して本発明に係る液晶装置の実施形態について説明する。この液晶装
置１００は、上記の照明装置１０と、この照明装置１０の光出射面１２ｂから出射される
照明光を利用する液晶パネル３０とを有する。なお、照明装置１０の代わりに上記の照明
装置２０を用いてもよい。図示例の場合、液晶パネル３０は照明装置１０の前面側（観察
側）に重なるように配置され、背後から照射される照明装置１０の照明光の少なくとも一
部を表示光として利用するように構成されている。
【００４５】
　液晶パネル３０は、ガラスやプラスチック等からなる透明な基板３１と３２が図示しな
いシール材を介して貼り合わされ、その間のシール材に囲まれた領域内に図示しない液晶
が封入された液晶表示パネルである。上述のように照明装置１０はバックライトとして用
いられるため、液晶パネル３０は透過型若しくは半透過反射型の表示パネルである。基板
３１と３２の内面上にはそれぞれ適宜の配線及び電極構造が形成され、相互に対向する電
極間に上記液晶が配置されてなる画素が縦横にマトリクス状に配列されて表示領域３０Ａ
を構成している。基板３１には基板３２の外形より外側へ張り出してなる基板張出部３１
Ｔが設けられ、この基板張出部３１Ｔの表面上に図示しない上記配線が引き出され、当該
配線が引き出された領域には駆動回路を構成する集積回路チップ３３が実装されている。
集積回路チップ３３は外部から入力された制御信号やデータ信号に基づいて上記配線等を
介して上記表示領域３０Ａ内の画素を適宜の駆動信号により駆動し、各画素の光透過率を
制御するようになっている。
【００４６】
　液晶パネル３０は、上記基板張出部３０Ｔが上記光源１１の上方を覆う保持枠１６の内
側張出部１６ｃ上に配置される姿勢で、保持枠１６の延長保持部１６ｅの内側に配置され
る。このようにすると、照明装置１０と液晶パネル３０とを平面方向に位置決めできると
ともに、適宜の固定手段、例えば両面接着テープ等を用いることによって両者を一体的に
固定できる。また、基板張出部３０Ｔが光源１１の上方に配置されることで、装置全体の
平面寸法を小さく構成することができる。
【００４７】
　［電子機器］
  最後に、図７を参照して上記液晶装置を搭載した電子機器の実施形態について説明する
。図７は本発明に係る電子機器の一例の外観を示す概略斜視図である。図示例の電子機器
１０００は、車載用のカーナビゲーションシステムであり、本体１０１０と、この本体１
０１０に接続された表示部１０２０とを備えている。本体１０１０には操作ボタン等を配
設した操作面１０１１が設けられるとともに、ＤＶＤ等の記録媒体の導入口１０１２が設
けられている。表示部１０２０の内部には上記の液晶装置１００が格納され、この液晶装
置１００による表示、すなわち、ナビゲーション画像の表示が表示部１０２０の表示画面
１０２０ａにて視認できるように構成されている。
【００４８】
　この電子機器１０００においては、上記の液晶装置１００が搭載されていることで、表
示画面から出射される表示光の輝度及びその分布のばらつきが低減されるため、高い表示
品位を実現することができる。また、車両の振動等によっても光源の不具合が発生しない
信頼性の高い装置を構成できる。
【００４９】
　尚、本発明の照明装置、液晶装置及び電子機器は、上述の図示例にのみ限定されるもの
ではなく、本発明の要旨を逸脱しない範囲内において種々変更を加え得ることは勿論であ
る。例えば、上記の照明装置は、上述のように液晶装置に搭載されるものに限らず、単独
の照明器具として用いるものであってもよく、或いは、液晶装置以外の他の種々の装置と
一体的に用いられるものであってもよい。
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【図面の簡単な説明】
【００５０】
【図１】実施形態の照明装置の概略平面図。
【図２】図１のII－II線に沿った断面を示す概略縦断面図。
【図３】光源近傍の拡大部分横断面図。
【図４】別の実施形態の照明装置を示す概略縦断面図。
【図５】図１のＶ－Ｖ線に沿った断面を示す概略縦断面図。
【図６】液晶装置の分解斜視図。
【図７】電子機器の概略斜視図。
【符号の説明】
【００５１】
　１０，２０…照明装置、１１，２１…光源、１２，２２…光源基板、１２ａ…実装面、
１３，２３…導光板、１３ａ…端面（光入射面）、２３ａ…光入射面、１３ｂ，２３ｂ…
光出射面、１４，２４…光反射シート、１５，２５…放熱シャーシ、１６，２６…保持枠
、１６ｂ，２６ｂ…反対側壁部、１８，２６ｄ…弾性スペーサ、１７…熱伝導材、３０…
液晶パネル、１００…液晶装置、１０００…電子機器。

【図１】

【図２】

【図３】

【図４】
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【図６】

【図７】
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