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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
液晶パネルと、該液晶パネルに光を照射するバックライトと、
前記バックライトに設けられた発光素子と導光板とを有し、
前記導光板の出光面には前記導光板に入射した光の進行方向の分布を補正するよう、前記
発光素子側と前記発光素子から離れる側で非対称とし、前記発光素子から離れる側で曲率
が小さいレンズを形成したことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項２】
前記レンズは複数のレンズが重なりあっていることを特徴とする請求項１に記載の液晶表
示装置。
【請求項３】
前記レンズは複数のレンズが重なりあって一連のレンズを形成し、隣り合う前記一連のレ
ンズは前記発光素子から離れる方向にずれていることを特徴とする請求項１に記載の液晶
表示装置。
【請求項４】
液晶パネルと、該液晶パネルに光を照射するバックライトと、
前記バックライトに設けられた導光板と、
前記導光板の側面に沿って配置された複数の発光ダイオードとを有し、
前記導光板の出光面には前記導光板に入射した光の進行方向の分布を補正するよう、前記
側面側と前記側面から離れる側で非対称とし、前記側面から離れる側で曲率が小さいレン
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ズを形成したことを特徴とする液晶表示装置。
【請求項５】
前記レンズの前記側面に沿う方向の半径は、前記側面から離れるに従って変化することを
特徴とする請求項４に記載の液晶表示装置。
【請求項６】
前記レンズは複数のレンズが重なりあっていることを特徴とする請求項５に記載の液晶表
示装置。
【請求項７】
前記レンズは複数のレンズが重なりあって一連のレンズを形成し、隣り合う前記一連のレ
ンズは前記側面から離れる方向にずれていることを特徴とする請求項５に記載の液晶表示
装置。
【請求項８】
液晶パネルと、該液晶パネルに光を照射する面状照明装置とを有する液晶表示装置におい
て、
前記面状照明装置には出光面と該出光面に対向する底面とを有する導光板を設け、
前記導光板には前記出光面または底面と交差する側面を設け、
前記導光板の第１の側面に沿って複数のＬＥＤを設け、
前記第１の側面から前記ＬＥＤの光を入射させて、前記第１の側面を前記導光板の入射面
とし、
前記導光板に入射した光は前記導光板底面に設けられた散乱部材によって前記出光面側に
向けられ前記出光面から出射し、
前記導光板の出光面には前記導光板に入射した光の進行方向の分布を補正するよう、前記
ＬＥＤ側と前記ＬＥＤと離れる側で非対称とし、前記ＬＥＤから離れる側で曲率が小さい
レンズを設け、前記レンズにより出射光を拡散させることを特徴とする液晶表示装置。
【請求項９】
前記レンズは複数のレンズが重なりあっていることを特徴とする請求項８に記載の液晶表
示装置。
【請求項１０】
前記レンズは複数のレンズが重なりあって一連のレンズを形成し、隣り合う前記一連のレ
ンズは前記発光素子から離れる方向にずれていることを特徴とする請求項８に記載の液晶
表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、非自発光型の表示装置の光源に関し、特に導光板を備え、ＬＥＤを光源とし
て用いたバックライトを有する液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　近年、表示装置として液晶表示装置が多用されている。特に液晶表示装置は、薄型、軽
量、省電力であることから携帯用機器の表示部に用いられている。
【０００３】
　しかしながら液晶表示装置は、自発光型でないために照明手段を必要とする。一般に液
晶表示装置で用いられる照明装置には、バックライトと呼ばれる面状照明装置が普及して
いる。従来バックライトの発光素子（光源とも呼ぶ）には冷陰極放電管が用いられている
が、近年、ＬＥＤ（発光ダイオード）も発光素子として用いられている。
【０００４】
　バックライトには板状の導光板が設けられている。導光板の材質は透光性の樹脂等であ
り、発光素子から導光板に入射した光は導光板中を伝播する。導光板には溝、突起または
印刷物等の反射・散乱部材が設けられおり、この反射・散乱部材により導光板中を伝わる
光は液晶表示装置側に向けて出射する。
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【０００５】
　ＬＥＤを発光素子として用いる場合に、ＬＥＤが点光源であることから導光板からの光
を均一に出射させることが困難であるといった問題が生じる。そのため、例えば下記「特
許文献１」などにより、点光源であるＬＥＤの光を均一に拡散させる技術が提案され、光
学シートに円錐状のレンズを設けた構成が開示されている。しかしながら、特許文献１に
記載の技術は光学シート上にレンズを形成するもので、導光板に直接レンズを形成するも
のではない。また、下記「特許文献２」には、蛇行するレンズの記載があるが、光学シー
ト上にレンズを形成するもので導光板に直接形成するレンズではない。
【０００６】
【特許文献１】特開２００７－１２１６７５号公報
【特許文献２】特開２００１－２９６４０７号公報
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００７】
　発光素子としてＬＥＤを使用し、高輝度化する目的で、複数のＬＥＤを用いるバックラ
イトでは、ＬＥＤは離散して導光板の側面に配置される。そのため、ＬＥＤとＬＥＤの間
では光が入射しない部分が発生し、ＬＥＤから導光板内に入射した光を均一に出射させる
ことが困難であった。
【課題を解決するための手段】
【０００８】
　液晶表示装置に、表示パネルと、該表示パネルに光を照射するバックライトと、上記バ
ックライトに設けられた発光素子と、発光素子からの光が入射する導光板と、導光板側面
に発光素子を配置する。
【０００９】
　導光板の出光面に涙形のレンズを形成し、出射する光を拡散させて、バックライトから
出射する光を面内で均一にする。
【発明の効果】
【００１０】
　導光板の出射面にレンズを設けることで、導光板から出射する光の方向を制御して面内
で均一な光強度とすることができ、導光板から出射する光のムラを減少させることが可能
になる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１１】
　液晶パネルと、液晶パネルに光を照射する面状照明装置とを有する液晶表示装置におい
て、面状照明装置には出光面と該出光面に対向する底面とを有する導光板を設ける。また
、導光板には出光面または底面と交差する側面を設け、導光板の第１の側面に沿って複数
のＬＥＤを設け、第１の側面からＬＥＤの光を入射させて、第１の側面を導光板の入射面
とする。導光板に入射した光は導光板底面に設けられた散乱部材によって出光面側に向け
られ、出光面から出射する。導光板の出光面には涙型のレンズを設け、涙形のレンズによ
り光を拡散させて、導光板から出射する光のムラを減少させる
【実施例１】
【００１２】
　図１は、本発明による液晶表示装置１００を示す平面図である。液晶表示装置１００は
液晶パネル１とバックライト１１０と制御回路８０とで構成される。制御回路８０からは
液晶表示装置１００の表示に必要な信号及び、電源電圧が供給される。制御回路８０はフ
レキシブル基板７０に搭載されており、配線７１、端子７５を介して信号が液晶パネル１
に伝達される。
【００１３】
　バックライト１１０は、導光板１２０とＬＥＤ１５０と収納ケース１８０とから構成さ
れている。バックライト１１０は液晶パネル１に光を照射する目的で設けられる。液晶パ



(4) JP 5202906 B2 2013.6.5

10

20

30

40

50

ネル１ではバックライト１１０から照射された光の透過量または反射量を制御して表示を
行う。なお、バックライト１１０は観察者に対して液晶パネル１の裏面側または前面側に
重ねて設けられるが、図１では解り易くするために、液晶パネル１と並べて示している。
【００１４】
　導光板１２０は、ほぼ矩形の形状をしており、側面にはＬＥＤ１５０が設けられる。符
号１６０は、複数のＬＥＤ１５０の間を電気的に接続するフレキシブル基板である。フレ
キシブル基板１６０と制御回路８０との間は配線１６１で電気的に接続されている。
【００１５】
　ＬＥＤ１５０が配置された側面１２５を入射面または入光面と呼び、入射面１２５から
光が導光板１２０に入射する。導光板１２０の出光面には涙形のレンズ１２８が形成され
ており、出射する光を拡散させて光のムラを減少させている。なお、涙形のレンズ１２８
の詳細については後述する。
【００１６】
　次に液晶パネル１について説明する。液晶パネル１はＴＦＴ基板２とカラーフィルタ基
板３の２枚の基板を有し、重ねた２枚の基板の間には、液晶組成物が挟さまれている。Ｔ
ＦＴ基板２の画素部８には画素電極１２が設けられている。なお、液晶パネル１は多数の
画素部８をマトリクス状に備えているが、図が煩雑になることを避けて、図１では画素部
８を１つだけ図示している。マトリクス状に配置された画素部８は表示領域９を形成し、
各画素部８が表示画像の画素の役割をはたし、表示領域９に画像を表示する。
【００１７】
　図１においては、図中ｘ方向に延在しｙ方向に並設されるゲート信号線（走査線とも呼
ぶ）２１と、ｙ方向に延在しｘ方向に並設されるドレイン信号線（映像信号線とも呼ぶ）
２２とが設けられており、ゲート信号線２１とドレイン信号線２２とは交差している。ま
た、画素部８はゲート信号線２１とドレイン信号線２２とで囲まれる領域に形成されてい
る。
【００１８】
　画素部８にはスイッチング素子１０が設けられている。ゲート信号線２１からは制御信
号が供給され、スイッチング素子１０のオン・オフが制御される。スイッチング素子１０
がオン状態となることで、ドレイン信号線２２を介して伝送された映像信号が画素電極１
２に供給される。
【００１９】
　ドレイン信号線２２は駆動回路５に接続されており、駆動回路５から映像信号が出力す
る。ゲート信号線２１は駆動回路６に接続されており、駆動回路６からは制御信号が出力
する。なお、ゲート信号線２１、ドレイン信号線２２及び、駆動回路５及び駆動回路６と
は同じＴＦＴ基板２上に形成されている。また、駆動回路５と駆動回路６、さらに制御回
路８０とを１つの半導体チップ上に形成することも可能である。
【００２０】
　次に図２に発光素子であるＬＥＤ１５０の概略図を示す。図２（ａ）は概略断面図、図
２（ｂ）は光出射側正面図を示す。
【００２１】
　ＬＥＤ１５０は発光部であるＬＥＤチップ１５１がチップ基板１５４に搭載された構造
をしている。ＬＥＤチップ１５１はｐｎ接合を有し、ｐｎ接合に電圧を印加すると特定の
波長で発光する。ｐｎ接合を形成するｐ型半導体層にはｐ電極（アノード）１５８と、ｎ
型半導体層にはｎ電極（カソード）１５９とがそれぞれ設けられる。
【００２２】
　ｐ電極１５８と、ｎ電極１５９にはワイヤ１５２が接続されている。ワイヤ１５２はＬ
ＥＤ１５０を外部と接続するために設けられたチップ端子１５３とｐ電極１５８及びｎ電
極１５９とを電気的に接続する。
【００２３】
　ＬＥＤチップ１５１の出射面側には、蛍光発光部１５６が設けられる場合もある。蛍光
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発光部１５６はＬＥＤチップ１５１から発光する光の波長を変換する機能を有している。
符号１５５は反射部で光を前方に反射させる。
【００２４】
　次に、図３（ａ）に導光板１２０の概略平面図と、図３（ｂ）に概略側面図とを示す。
導光板１２０は図３（ａ）に示すように略矩形をしており、図３（ｂ）に示すように上面
（出光面とも呼ぶ）１２１と下面１２２とを有している。導光板１２０はアクリル樹脂や
ポリカーボネート等の光を透過する材質からなり、板状で、厚さが１．０ｍｍから０．２
ｍｍに形成されている。
【００２５】
　図３（ｂ）では、導光板１２０の断面は略矩形であるが、入射面１２５から出光面１２
１に向けて傾斜面１２９が形成されている。この傾斜面１２９は出光面１２１の厚さに対
してＬＥＤ１５０の厚さが、厚い場合に有効であり、傾斜面１２９は出光面１２１より厚
い入光面１２５から入射した光を出光面１２１に向けて導いている。
【００２６】
　図３では、導光板１２０、ＬＥＤ１５０、フレキシブル基板１６０の位置関係が示され
ている。導光板１２０の少なくとも一辺には入射面１２５が設けられており、入射面１２
５の近傍には、複数のＬＥＤ１５０が設けられている。ＬＥＤ１５０はフレキシブル基板
１６０の下側に入射面１２５に沿って並べられている。
【００２７】
　フレキシブル基板１６０の導光板１２０側には接着シート１９０（図示せず）が設けら
れており、フレキシブル基板１６０を導光板１２０に接着、固定することで、入射面１２
５に対してＬＥＤ１５０の位置を合せている。
【００２８】
　次に図３（ｂ）を用いてＬＥＤ１５０から出光する光１３１について説明する。ＬＥＤ
１５０から出射した光１３１は、入射面１２５より導光板１２０に入射する。導光板１２
０の屈折率は空気よりも大きいため、入射面１２５の垂線方向に対し特定の角度より大き
い角度で入射面１２５に到達した光は反射され、小さい角度で到達した光は導光板１２０
内部に侵入する。
【００２９】
　導光板１２０の上面１２１と下面１２２とは入射面１２５に対して略直交しており、導
光板１２０内部に入射した光は、導光板１２０の上面１２１と下面１２２で全反射を繰り
返して導光板１２０内部を進む。下面１２２には反射部としてＶ字型の溝１２６が設けら
れている。導光板１２０を進む光の一部は、下面１２２に設けられた溝１２６で上面１２
１側に向け反射され、上面１２１から出射する。なお、反射部としてＶ字型の溝１２６を
１例として説明したが、導光板を進む光を上面１２１側に向けるものであれば良く、印刷
等で設けられた白色ドットを用いることも可能である。
【００３０】
　上面１２１には涙形のレンズ１２８が形成されている。この涙形レンズ１２８により出
射光は拡散される。涙形レンズ１２８は図３（ａ）においてＹ方向に光を拡散するよう設
けられている。以下説明では、入射面１２５に平行なＹ方向を導光板１２０の横方向と呼
び、光の主な進行方向に沿うＸ方向を導光板１２０の縦方向と呼ぶ。なお、涙形レンズ１
２８で光が拡散される詳細については後述する。
【００３１】
　次に図４を用いて溝１２６で反射する光について説明する。図４（ａ）は溝１２６が内
側に凸の場合を示し、図４（ｂ）は溝１２６が外側に凸の場合を示している。溝１２６は
反射面（傾斜面とも呼ぶ）１２７を有し、反射面１２７は下面１２２に対して１度から３
５度の角度を有している。反射面１２７で反射した光は導光板１２０の上面１２１に向け
て反射する。反射面１２７で反射させることで、光の上面１２１に対する角度を、上面１
２１から出光可能な角度とすることが可能である。すなわち、前述したように導光板１２
０内では光は全反射を繰り返すが、反射面１２７により、光は出射可能な角度となり導光
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板１２０から出射する。
【００３２】
　溝１２６は入光面１２５に沿う方向（導光板１２０の横方向）に連続して形成されてい
る。また溝１２６に設けられた反射面１２７は平面なので、反射面１２７で反射される光
の進行方向は導光板１２０の横方向には変化しない。そのため、出光面１２１に涙形レン
ズ１２８を設け、導光板１２０で光の進行を横方向に屈折させている。
【００３３】
　図４（ａ）に示すように、導光板１２０の上面１２１の上にはプリズムシート１１２と
１１３とが設けられ、導光板１２０から出射した光の向きを制御している。なお、図４（
ａ）ではプリズムシート１１２と１１３とは三角柱の稜線が交差するように配置されてい
る。そのため、プリズムシート１１３は導光板１２０から出射した光の進行方向を横方向
に屈折させ、内側（液晶パネル側）に向けることが可能である。また符号１１４は拡散板
で、符号１１５は反射シートである。
【００３４】
　次に、図４（ｂ）に非対称プリズムシートを１枚用いる場合を示す。反射面１２７で反
射した光は、上面１２１の鉛直方向に対して鈍角となり、上面１２１から外側（図中右側
）に広がるように出射している。導光板１２０の上には、非対称プリズムシート１１６が
設けられていて、外側に向かう光を液晶パネル（図示せず）側に向かうように屈折させて
いる。
【００３５】
　図４（ｂ）では、プリズムシート１１６を１枚とし主に導光板１２０の縦方向の光の進
行方向を制御している。そのため導光板１２０の上面１２１に涙形のレンズ１２８を形成
して、出射光の向きを導光板１２０の横方向に制御することが有効である。
【００３６】
　次に図５は、導光板１２０の上面１２１の一部を上側から平面的に観察したもので、上
面１２１には涙形のレンズ１２８が形成されている。図中左側に光源（ＬＥＤ１５０）が
配置され、光線１３１は入射面１２５から導光板１２０に入射しＸ方向（縦方向）に進行
するが、Ｙ方向（横方向）にも広がっている。しかしながら、光線１３１の多くは縦方向
に進行し、横方向に広がるものは少ない。
【００３７】
　図６を用いて、ＬＥＤ１５０近傍の光の進行方向について説明する。ＬＥＤ１５０から
出た光１３０の進行方向は、理想的には図６（ａ）に示すように法線１４１に対して－９
０度から９０度まで均一に分布していると考えることができる。
【００３８】
　しかしながら、図６（ｂ）に示すように、導光板１２０に入射した光の進行方向には偏
りが生じる。導光板１２０の屈折率を例えば１．５９とした場合に、スネルの法則より入
射面１２５の法線方向１４１に対して９０度で入射した光は、導光板１２０内では法線１
４１に対して５１．０度の角度で進行する光となる。すなわち、導光板１２０に入射した
時点では、入射面１２５から３９度以下の角度を有する光は存在しないこととなる。なお
、図を見易くするため、入射面１２５に対して３９．０度の角度を点線で示した。
【００３９】
　従って、図６（ｂ）に示すように、導光板１２０内の光の進行方向は、涙形に分布して
いる。すなわち、入射面１２５に平行な方向（導光板１２０の横方向）に少なく、垂線１
４１方向（導光板１２０の縦方向）に多く分布している。よって、図４に示す導光板１２
０の下面１２２に設けられた反射面１２７で反射し、導光板１２０から出光する光も出光
面側から平面的に見た場合に、図６（ｂ）に示す分布に影響される。
【００４０】
　図４（ａ）では、プリズムシート１１２と１１３とを交差するように設け、導光板の横
方向、縦方向共に液晶パネル側に集光しているが、図６（ｂ）に示す光の進行方向の分布
の偏りを解消するものでは無い。
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【００４１】
　本発明では図５に示すように、導光板１２０に涙形レンズ１２８を設け、導光板１２０
内の光の進行方向の偏りを打ち消すようにすることで、導光板１２０から出射する光のム
ラを解消可能としている。
【００４２】
　次に図７、図８を用いて涙形レンズ１２８の形状について説明する。図７（ｂ）は図７
（ａ）に線Ａ－Ａで示す断面図で、また、図７（ｃ）は図７（ａ）に線Ｂ－Ｂで示す断面
図である。
【００４３】
　図中矢印１４２は光の主な進行方向を示している。図６で説明したように、導光板１２
０の入射面１２５から入射した光は、入射面１２５の法線方向（導光板１２０の縦方向）
に主に進行している。以下、導光板１２０内の光の主な進行方向１４２を単に進行方向１
４２と呼ぶこともある。
【００４４】
　図７に示した涙形レンズ１２８は導光板１２０の内側に向けて凹状の涙形レンズ１２８
である。涙形レンズ１２８から出射する光１３２は、進行方向１４２に対して、交差する
方向（導光板１２０の横方向）に屈折している。よって、進行方向の分布の偏りを解消す
ることが可能となる。
【００４５】
　涙形レンズ１２８は図７（ｂ）に示すように、線Ａ－Ａに沿う断面は、半円に近い形状
を有している。対して図７（ｃ）に示すように、線Ｂ－Ｂに沿う断面は、楕円を半分にし
た形状を有している。
【００４６】
　涙形レンズ１２８は線Ｂ－Ｂに沿って線Ａ－Ａ方向の幅が変化することで、半円の半径
が線Ｂ－Ｂに沿って変化している。同時に図７（ｃ）に示すように深さも線Ｂ－Ｂに沿っ
て変化している。
【００４７】
　このように、涙形レンズ１２８は光の進行方向１４２に沿って半径が徐々に変化する形
状をしているので、曲率も進行方向１４２に沿って除々に変化している。そのため、涙形
レンズ１２８で光の進行方向１４２に交差する方向に屈折する角度も曲率に従い変化する
。よって、涙形レンズ１２８は多様な角度に屈折して、光の拡散性が優れた形状を有して
いることになる。
【００４８】
　図７（ｃ）に外側に向かう光１３３を示す。涙形レンズ１２８は図７（ｂ）に示すよう
に、進行方向１４２に対して交差する方向に光を屈折させることで、進行方向の偏りを減
少さている。そのため、なるべくは進行方向１４２に沿う方向に変化が生じないことが望
ましい。特に屈折方向が液晶パネルから離れる方向（外側）に向かうことは避けることが
望ましい。
【００４９】
　しかしながら、図７に示す涙形レンズ１２８は凹レンズのため、レンズ中央から進行方
向１４２側の半分部分では、光が外側（図中左側）に向けて屈折し、外側に向かう光１３
３が生じることとなる。導光板１２０の構造によっては、この外側に向かう光１３３の発
生を抑える必要も生じる。
【００５０】
　図８は導光板１２０の外側に向けて凸状の涙形レンズ１２８である。涙形レンズ１２８
から出射する光１３２は、レンズの内側であるが進行方向１４２に対して交差する方向に
屈折している。よって、進行方向の分布の偏りを解消することが可能である。
【００５１】
　図８（ｂ）は図８（ａ）に線Ａ－Ａで示す断面図で、凸レンズの役割を果すために、出
射光１３２は内側に集光するよう屈折している。
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【００５２】
　次に図９～図１９を用いて涙形レンズ１２８の形状および配置について説明する。図９
では涙形レンズ１２８は交互にＸ方向にずらして配置され、涙形レンズ１２８の中心を結
んだ線が三角形を作るように配置されている。図９に示す三角配置では、各涙形レンズ１
２８を密に配置することができ、涙形レンズ１２８を均一に配置することが可能となる。
【００５３】
　図１０では涙形レンズ１２８の形状を非対称にし、光源１５０から離れる側を細長くし
たものである。光源１５０から離れる側で徐々に曲率を小さくすることで、出射光がＸ方
向に屈折し、液晶パネルから離れる方向に向かう問題を減少させることが可能である。
【００５４】
　次に図１１を用いて非対称の涙形レンズ１２８の形状について説明する。図１１（ｂ）
は図１１（ａ）の線C－Cで示す断面図である。図１１（ｂ）は図１１（ａ）の線Ｂ－Ｂで
示す断面図である。涙形レンズ１２８は図１１（ｃ）に示すように、線Ｂ－Ｂに沿う断面
は、光の進行方向１４２に沿う後ろ半分の円弧の高さが低くなっている。
【００５５】
　また、図１１（ｂ）に示すように、線Ｃ－Ｃで示す断面は線Ｃ－Ｃ方向の幅に対して、
円弧の高さが低い扁平な形状となっている。また、前半部分に比べて後半部分では、曲率
が徐々に変化している。そのため、外側に向かう光１３３の屈折角度が抑えられ、上面１
２１の垂線方向に対して小さな角度になっている。
【００５６】
　次に図１２では、涙形レンズ１２８の形状を非対称にし、交互に中心がずれるように三
角配置した導光板１２０を示す。三角配置とすることで涙形レンズを均一に配置すること
が可能で、屈折光が液晶パネルから離れる方向に向かう問題も減少させることが可能であ
る。
【００５７】
　図１３は、Ｘ方向に隣合う涙形レンズ１２８を連続して形成したものである。隣合う涙
形レンズ１２８との境が無いので、形状としては涙形ではないが、導光板１２０内の光の
進行方向が涙形に偏っていることを補正する機能を有する点で涙形レンズ１２８と呼ぶ。
【００５８】
　図１３に示す涙形レンズ１２８では、隣合う涙形レンズ１２８間に境がないので、境界
部で発生する問題を減少させることが可能である。特に出射光がＸ方向に屈折し、液晶パ
ネルから離れる方向に向かう問題を減少させることが可能である。
【００５９】
　図１４はＸ方向に隣合う涙形レンズ１２８を連続して形成し、Ｙ方向に隣合う涙形レン
ズ１２８の最も突出又は凹んだ部分がＸ方向にずれるように配置したものである。三角配
置と同様に涙形レンズ１２８を密にかつ均一に配置することが可能である。
【００６０】
　図１５ではＸ方向に従い涙形レンズ１２８の大きさを変化させたものである。光源１５
０からの距離により導光板１２０内の光量が変化する場合には、涙形レンズ１２８の大き
さを調整することで、出射光の量を均一にすることが可能である。
【００６１】
　図１６は交互に涙形レンズ１２８の大きさを変化させたものである。大きな涙形レンズ
１２８の間を小さな涙形レンズ１２８で埋めることで、涙形レンズ１２８を密に配置する
ことが可能となる。
【００６２】
　図１７はＸ方向に隣合う涙形レンズ１２８を連続して形成し、Ｙ方向で涙形レンズ１２
８の幅を変化させたものである。光源１５０に近い位置の涙形レンズ１２８の幅を広くし
て、遠い位置の涙形レンズ１２８の幅を狭くしている。図１７では光源１５０からＸ方向
に直線的に進行する光をなるべくＹ方向に屈折させる構成となっている。なお、涙形レン
ズ１２８の幅に合わせて、深さまたは高さも変化させている。
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【００６３】
　図１８は涙形レンズ１２８を連続して形成し、Ｘ方向で光源１５０から離れるに従って
幅を広くしたものである。光源１５０から離れるに従い導光板１２０内の光量が減少する
場合に有効である。なお、図１８の涙形レンズ１２８も幅に合わせてレンズの深さまたは
高さも変化させたものとすることも可能である。
【００６４】
　図１９は涙形レンズ１２８の大きさをＹ方向で段階的に変化させたものである。進行方
向がＸ方向に偏る光の量に合わせて涙形レンズ１２８の大きさを変化させてある。
【００６５】
　図２０は涙形レンズ１２８を非対称で、大きさをＹ方向で段階的に変化させ、さらに三
角配置したものである。光量に合わせて涙形レンズ１２８の大きさを変化させ、光源１５
０からＸ方向に直線的に進行する光をなるべくＹ方向に屈折させる構成となっている。さ
らに隙間を埋めるように三角配置することで、涙形レンズ１２８を密に配置することが可
能となっている。また、光源１５０から離れる側で徐々に曲率を小さくすることで、出射
光がＸ方向に屈折し、液晶パネルから離れる方向に向かう問題を減少させることが可能で
ある。
【図面の簡単な説明】
【００６６】
【図１】本発明の実施の形態である液晶表示装置の概略構成を示すブロック図である。
【図２】本発明の実施の形態である液晶表示装置の発光ダイオードを示す概略図である。
【図３】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略図である。
【図４】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略断面図である。
【図５】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板の一部を示す概略平面図である
。
【図６】本発明の実施の形態である液晶表示装置の光源付近の光の進行方向を示す概略図
である。
【図７】本発明の実施の形態である液晶表示装置の涙形レンズの形状及び光の進行方向を
示す概略図である。
【図８】本発明の実施の形態である液晶表示装置の涙形レンズの形状及び光の進行方向を
示す概略図である。
【図９】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１０】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１１】本発明の実施の形態である液晶表示装置の涙形レンズの形状を示す概略図であ
る。
【図１２】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１３】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１４】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１５】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１６】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１７】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１８】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図１９】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【図２０】本発明の実施の形態である液晶表示装置の導光板を示す概略平面図である。
【符号の説明】
【００６７】
　１…液晶パネル、２…ＴＦＴ基板、５…駆動回路、６…駆動回路、８…画素部、９…表
示領域、１０…スイッチング素子、１２…画素電極、２１…ゲート配線（走査信号線）、
２２…映像信号線、７０…ＦＰＣ、７１…配線、７５…端子、８０…制御回路、１１０…
バックライト、１１２…プリズムシート、１１３…プリズムシート、１１４…拡散板、１
１５…反射シート、１１６…遮光枠、１２０…導光板、１２１…上面、１２２…下面、１
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２５…入射面、１２６…溝、１２８…涙形レンズ、１２９…傾斜面、１３１…出射方向光
線、１５０…ＬＥＤ、１５１…ＬＥＤチップ、１５２…ワイヤ、１５３…チップ端子、１
５６…蛍光発光部、１５８…アノード電極、１５９…カソード電極、１６０…フレキシブ
ル基板、１８０…モールド、２２０…導光板凸部。

【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１０】
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【図１１】 【図１２】

【図１３】 【図１４】
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【図１５】 【図１６】
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