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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　照明光を照射する複数の発光素子が実装された光源基板と、
　上記光源基板が一側面に複数取り付けられ、上記発光素子から上記照明光が入射される
導光板と、
　上記導光板の一側面に対して略垂直の一方の面に取り付けられ、上記発光素子から照射
された照明光を他方の面側に反射する反射シートと、
　上記導光板の他方の面に取り付けられ、複数の光学機能シートが積層された光学シート
層とを備え、
　上記導光板には、上記光源基板が取り付けられた一側面に、上記発光素子が挿入され、
該発光素子から照射された照明光が該導光板内に入射される凹部が形成されるとともに、
該発光素子から該導光板に入射された照明光の少なくとも一部が反射される反射部が形成
され、
　上記反射部にて反射される照明光の上記反射部への入射角が臨界角以上であり、
　上記発光素子と上記導光板の凹部との間には、該導光板よりも低い屈折率の光透過性樹
脂が充填されているバックライト装置。
【請求項２】
　上記発光素子は、マイクロレンズに覆われており、
　上記マイクロレンズと上記導光板の凹部との間には、該マイクロレンズよりも高い屈折
率の光透過性樹脂が充填されている請求項１記載のバックライト装置。
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【請求項３】
　上記発光素子は、マイクロレンズに覆われており、
　上記マイクロレンズは、上記導光板よりも低い屈折率を有し、
　上記マイクロレンズと上記発光素子との間には、該マイクロレンズよりも低い屈折率の
光透過性樹脂が充填されている請求項１記載のバックライト装置。
【請求項４】
　上記導光板の反射部は、曲面形状又は平面形状に形成されている請求項１記載のバック
ライト装置。
【請求項５】
　上記導光板には、上記光源基板に実装されている発光素子を覆うように光源基板が一側
面に取り付けられている請求項１記載のバックライト装置。
【請求項６】
　上記導光板は、透明な樹脂材料からなる請求項１記載のバックライト装置。
【請求項７】
　上記導光板の一側面の反射部には、鏡面反射作用を有する反射材が設けられている請求
項１記載のバックライト装置。
【請求項８】
　上記導光板の一側面の反射部は、段付形状に形成されている請求項１記載のバックライ
ト装置。
【請求項９】
　透過型の液晶パネルと、
　上記透過型の液晶パネルを背面側から照明するバックライト装置とを備え、
　上記バックライト装置は、照明光を照射する複数の発光素子が実装された光源基板と、
 上記光源基板が一側面に複数取り付けられ、上記発光素子から上記照明光が入射される
導光板と、上記導光板の一側面に対して略垂直の一方の面に取り付けられ、上記発光素子
から照射された照明光を他方の面側に反射する反射シートと、上記導光板の他方の面に取
り付けられ、複数の光学機能シートが積層された光学シート層とを備え、
　上記導光板には、上記光源基板が取り付けられた一側面に、上記発光素子が挿入され、
該発光素子から照射された照明光が該導光板内に入射される凹部が形成されるとともに、
該発光素子から該導光板に入射された照明光の少なくとも一部が反射される反射部が形成
され、
　上記反射部にて反射される照明光の上記反射部への入射角が臨界角以上であり、
　上記発光素子と上記導光板の凹部との間には、該導光板よりも低い屈折率の光透過性樹
脂が充填されている液晶表示装置。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、透過型の液晶パネルを照明するバックライト装置及びこのバックライト装置
を備える液晶表示装置に関する。
【背景技術】
【０００２】
　液晶表示装置は、２枚の透明基板の間に液晶が封入され、電圧が印加されることにより
、液晶分子の向きが変えられ光透過率を変化させることで所定の映像等が光学的に表示さ
れる。この液晶表示装置には、透過型の液晶パネルを照明するバックライト装置が備えら
れている。
【０００３】
　バックライト装置は、冷陰極蛍光ランプ（CCFL:Cold Cathode Fluorescent Lamp）や発
光ダイオード（LED:Light Emitting Diode ）等を光源として備え、液晶自体が自発しな
いため、液晶パネルに対して所定の映像等が光学的に表示されるように、液晶パネルの背
面側から全面に亘って均一かつ安定な照明光を照射させる。
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【０００４】
　特許文献１では、図１５に示すように、発光ダイオード１０１が冷陰極蛍光ランプと比
べて、低消費電力化、小型化、軽量化が可能であり、メンテナンスが容易なため、複数の
発光ダイオード１０１が光源として略ライン状に１列に実装された光源基板１０２が導光
板１０３の一側面１０３ａに取り付けられたバックライト装置１００が記載されている。
【０００５】
　特許文献１のバックライト装置１００は、発光ダイオード１０１から拡散されるように
照射されて導光板１０３内に入射した照明光が導光板１０３内で全反射を繰り返すことで
、導光板１０３内の遠方まで照明光を行き渡らせることが可能となっている。照明光が導
光板１０３内で全反射するには、導光板１０３に入射した照明光の入射角θ１が臨界角以
上である必要がある。
【０００６】
　ここで、照明光の入射角θ１とは、導光板１０３内に入射された照明光が導光板１０３
の境界面と交わる点での照明光と導光板１０３の境界面の法線とのなす角である。
【０００７】
　また、この臨界角は、スネルの法則によって求めることができる。
【０００８】
【数１】

【０００９】
　例えば、特許文献１のバックライト装置１００は、上述したスネルの法則を用いると、
アクリル部材からなる導光板１０３の屈折率を約１．５とし、空気の屈折率を約１．０と
したとき、臨界角は、約４１．８°であり、図１５に示すように、アクリル部材からなる
導光板１０３内から空気への照明光の伝播において導光板１０３の境界面で全反射を得る
のに照明光の入射角θ１は、約４１．８°以上必要である。
【００１０】
　したがって、導光板１０３内に入射された照明光と導光板１０３の中心軸とのなす角で
ある出射角θ２が約－４８．２°～約４８．２°の範囲の照明光は、図１６中の線１０４
に示すように、照明光の入射角が臨界角以上であり、導光板１０３をほぼ全反射で繰り返
し反射することができるため、導光板１０３全面に対して、照明光を損失なく遠方まで届
かせることができる。しかし、出射角θ２が約－４８．２°～約４８．２°以外の範囲の
照明光は、図１６中の線１０５に示すように、照明光の入射角が臨界角以下であり、照明
光が導光板１０３から透過されてしまうことになる。
【００１１】
　つまり、特許文献１のバックライト装置１００は、図１５に示すように、略平行な二主
面１０３ｂ，１０３ｃからなる導光板１０３では、光源が取り付けられた導光板１０３の
一側面１０３ａ側の近傍で、照明光の入射角θ１が臨界角以下となり、照明光が導光板１
０３から透過されてしまい、周囲より明るい輝点や輝線等の輝度むら等が発生する虞があ
る。更に、従来、バックライト装置は、周囲より明るい輝点や輝線等の輝度むらを除外す
るために、例えば光吸収を行ったり、液晶画面枠から外す等、有効に活用されない照明光
として無駄に扱われてきており、効率的ではない。
【００１２】
【特許文献１】特開２００３－２８１９２４号公報
【発明の開示】
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【発明が解決しようとする課題】
【００１３】
　本発明は、このような従来の事情に鑑みて提案されたものであり、光源より照射された
照明光を導光板内で効率的に反射させることで、照明光を導光板の全面に亘って均一かつ
安定な状態で照射することができるバックライト装置及びこのバックライト装置を備える
液晶表示装置を提供することを目的とする。
【課題を解決するための手段】
【００１４】
　上述した目的を達成するために本発明に係るバックライト装置は、照明光を照射する複
数の発光素子が実装された光源基板と、上記光源基板が一側面に複数取り付けられ、上記
発光素子から上記照明光が入射される導光板と、上記導光板の一側面に対して略垂直の一
方の面に取り付けられ、上記発光素子から照射された照明光を他方の面側に反射する反射
シートと、上記導光板の他方の面に取り付けられ、複数の光学機能シートが積層された光
学シート層とを備える。
【００１５】
　そして、上記導光板には、上記光源基板が取り付けられた一側面に、上記発光素子が挿
入され、該発光素子から照射された照明光が該導光板内に入射される凹部が形成されると
ともに、該発光素子から該導光板に入射された照明光の少なくとも一部が反射される反射
部が形成され、上記反射部にて反射される照明光の上記反射部への入射角が臨界角以上で
あり、上記発光素子と上記導光板の凹部との間には、該導光板よりも低い屈折率の光透過
性樹脂が充填されている。
【００１６】
　また、上述した目的を達成するために本発明に係る液晶表示装置は、透過型の液晶パネ
ルと、上記透過型の液晶パネルを背面側から照明するバックライト装置とを備えるもので
ある。
【発明の効果】
【００１７】
　本発明によれば、発光素子が実装された光源基板が取り付けられた導光板の一側面に反
射部を設けることで、導光板内に入射された照明光の光源に近傍な導光板に対する入射角
を臨界角以上とすることができ、照明光を全反射させることができるので、輝度むらの発
生を防止することができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１８】
　以下、本発明を適用したバックライト装置及び液晶表示装置について、図面を参照して
説明する。
【００１９】
　本発明を適用した液晶表示装置１は、例えば、テレビジョン受像機の表示パネルに用い
られる。この液晶表示装置１は、図１に示すように、透過型の液晶パネル４を有する液晶
パネルユニット２と、この液晶パネルユニット２の背面側に組み合わされ液晶パネルユニ
ット２に対して照明光を照射する本発明が適用されたバックライトユニット３とを備える
。
【００２０】
　バックライトユニット３により背面側から照明光が照射される液晶パネルユニット２は
、略矩形状の液晶パネル４と、この液晶パネル４を保持する前面フレーム部材５ａと背面
フレーム部材５ｂとを有する。
【００２１】
　前面フレーム部材５ａ及び背面フレーム部材５ｂに保持される液晶パネル４は、図１に
示すように、スペーサビーズ等によって対向間隔が保持された第１のガラス基板４ａと第
２のガラス基板４ｂとの間に図示はしないが液晶が封入されてなる。第１のガラス基板４
ａの内面には、例えば、ストライプ状の透明電極と、絶縁膜と、液晶分子を一定方向に配
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列させる配向膜とが設けられる。また、第２のガラス基板４ｂの内面には、例えば、光の
三原色のカラーフィルタと、このカラーフィルタを保護するオーバコート層と、ストライ
プ状の透明電極と、液晶分子を一定方向に配列させる配向膜とが設けられる。
【００２２】
　液晶パネル４は、スペーサビーズ等によって対向間隔が保持された第１のガラス基板４
ａと第２のガラス基板４ｂとの間に液晶が封入され、透明電極に電圧が印加されると、ポ
リイミドからなる配向膜によって液晶分子が界面に対して水平方向に配列されて液晶分子
の向きを変えることで光透過率が変化される。そして、液晶パネル４には、バックライト
ユニット３から照射された照明光の波長特性が無彩色化、白色化され、カラーフィルタに
よってフルカラー化を図り所定の映像等がカラー表示される。
【００２３】
　なお、液晶パネル４は、上述した構成に限定されるものではなく、従来提供されている
種々の構成を備える液晶パネルであってもよい。
【００２４】
　液晶パネル４を保持する前面フレーム部材５ａ及び背面フレーム部材５ｂは、枠状に形
成され、図１に示すように、スペーサ２ａ，２ｂ及びガイド部材２ｃを介して液晶パネル
４の外周縁部を前面フレーム部材５ａと背面フレーム部材５ｂとで液晶パネル４を挟み込
み保持する。
【００２５】
　以上のように構成された液晶パネルユニット２は、背面側にバックライトユニット３が
組み合わされ、液晶パネルユニット２に対して照明光が照射されることで所定の映像等が
カラー表示される。また、本発明が適用された液晶表示装置は、次に説明する本発明が適
用されたバックライトユニット３が背面側に備えられることで、バックライトユニット３
が液晶パネルユニット２に対して照明光を全面に亘って均一かつ安定な状態で照射され、
輝度むらや色むら等が少なくなり画質等の向上が図られる。
【００２６】
　液晶パネルユニット２の背面側に組み合わされ照明光を照射するバックライトユニット
３は、図１に示すように、照明光を照射する複数のＬＥＤ１１が光源として実装された光
源基板１０と、光源基板１０が一側面２１に複数取り付けられた導光板２０と、導光板２
０の一側面２１に対して略垂直の一方の面に取り付けられた反射シート３０と、導光板２
０の他方の面に取り付けられ、複数の光学機能シートが積層された光学シート層４０とを
備える。
【００２７】
　照明光を照射する複数のＬＥＤ１１が光源として実装された光源基板１０は、図１に示
すように、ガラスエポキシ基板又はアルミニウム等のメタルコア基板であり、略矩形薄板
状に形成されている。光源基板１０の一方の面には、長手方向に対して略ライン状に１列
に赤色ＬＥＤと緑色ＬＥＤと青色ＬＥＤとを組み合わせて図示しない配線用パターン上に
マイクロレンズ１２に覆われてＬＥＤ１１が複数実装されている。
【００２８】
　光源基板１０が一側面２１に複数取り付けられた導光板２０は、図１に示すように、樹
脂材料、好ましくは透明な樹脂材料、例えば、アクリル樹脂によって略平行な二主面から
なる液晶パネル４よりやや大形の略矩形板状に成形されている。
【００２９】
　導光板２０には、一側面２１に光源基板１０に実装されたＬＥＤ１１が挿入され、照明
光が導光板２０内に入射される凹部２２と、凹部２２から入射された照明光を反射させる
反射部２３と、導光板２０内を全反射する照明光を反射させる調光部２４とが形成されて
いる。
【００３０】
　一側面２１に光源基板１０に実装されたＬＥＤ１１が挿入される凹部２２は、図２に示
すように、光源基板１０に実装されたＬＥＤ１１を覆うように、断面がＬＥＤ１１と略同
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形状又はやや大形に対応させて一側面２１の長手方向に設けられている。
【００３１】
　ここで、上述した光源基板１０は、導光板２０の一側面２１に、一側面２１の長手方向
にそれぞれ近接して、例えば、３個配列されている。光源基板１０を導光板２０に取り付
ける取付方法としては、光源基板１０のＬＥＤ１１が実装されている一方の面と導光板２
０の一側面２１とが図示しない両面テープ等で接着されて取り付けられている。この際、
図３に示すように、光源基板１０は、一方の面に実装されたＬＥＤ１１に対応する位置に
それぞれ形成された導光板２０の凹部２２にＬＥＤ１１が覆われるように取り付けられて
いる。また、各光源基板１０は、図示はしないが、リード線等によって電気的に接続され
ている。
【００３２】
　凹部２２は、ＬＥＤ１１を覆うように取り付けることで、ＬＥＤ１１から照射された照
明光が直接導光板２０内に垂直入射させる。
【００３３】
　なお、光源基板１０及びＬＥＤ１１の配置方法又は数は、導光板２０の大きさ等により
適宜変更可能である。また、光源基板１０を導光板２０に取り付ける方法としては、ネジ
による締め付け、スナップフィット、接着材等による接着等で取り付けられてもよい。
【００３４】
　凹部２２から入射された照明光を反射させる反射部２３は、図２及び図３に示すように
、光源基板１０が取り付けられている導光板２０の一側面２１の角部が曲面形状に形成さ
れている。
【００３５】
　上述したように導光板２０は、アクリル樹脂からなり、導光板２０の屈折率を約１．５
とし、空気の屈折率を約１．０としたとき、アクリル樹脂からなる導光板２０内から空気
への照明光の伝播において、スネルの法則を用いると、この導光板２０の境界面で全反射
を得るのに必要な照明光の入射角は、約４１．８°以上である。ここで、照明光の入射角
とは、導光板２０内に入射された照明光が導光板２０の境界面と交わる点での照明光と導
光板２０の境界面の法線とのなす角である。
【００３６】
　反射部２３は、曲線形状の始点を、導光板２０内に入射された照明光の導光板の中心軸
とのなす角である出射角が約－４８．２°及び約４８．２°で導光板２０の境界面と交わ
る点に位置されることで、ＬＥＤ１１から照射された照明光がＬＥＤ１１の近傍において
、照明光の入射角が臨界角以上となるように全反射させることができる。
【００３７】
　なお、導光板２０の反射部２３は、曲面形状に限定されるものではなく、図４及び図５
に示すように、平面形状に形成されてもよい。また、導光板２０の反射部２３の始点は、
照明光と導光板２０の中心軸とのなす角である出射角が約－４８．２°及び約４８．２°
で導光板２０の境界面と交わる点に位置されることに限定されるものではなく、照明光が
導光板２０から透過される許容範囲に応じて適宜変更可能である。
【００３８】
　導光板２０内を全反射する照明光を反射させる調光部２４は、図１に示すように、光源
基板１０が取り付けられた一側面２１に対して略垂直な一方の面に形成されたドットパタ
ーンである。調光部２４は、例えば酸化チタン、硫化バリウム等の遮光剤やガラス粉末、
酸化ケイ素等の拡散剤を混合した反射性インクを用いてスクリーン印刷法等によって形成
されている。調光部２４は、導光板２０内に入射されて全反射している照明光が一方の面
に形成されている調光部２４の形成領域に当たると照明光を他方の面側に拡散させて反射
させる。
【００３９】
　なお、調光部２４は、スクリーン印刷法によって調光部２４を形成することに限定され
ず、射出成形によって導光板２０と一体成型して形成するインジェクション法を用いても
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よい。
【００４０】
　また、導光板２０は、導光板２０内に入射された照明光が一方の面に形成されている調
光部２４の非形成領域に当たると、照明光の入射角が導光板２０の一方の面に対して臨界
角以上のときは、照明光を他方の面側に反射させ、照明光の入射角が導光板２０の一方の
面に対して臨界角以下のときは、導光板２０の一方の面に取り付けられている後述する反
射シート３０によって照明光が他方の面側に反射される。
【００４１】
　更に、導光板２０は、一方の面側で反射された照明光の入射角が導光板２０の他方の面
に対して臨界角以上のときは、導光板２０によって一方の面側に反射され、一方の面側で
反射された照明光の入射角が導光板２０の他方の面に対して臨界角以下のときは、照明光
を他方の面から外部に出射させる。
【００４２】
　このように、導光板２０は、導光板２０内に入射された照明光を導光板２０内で反復反
射させることで、導光板２０の他方の面全体に亘って照明光の輝度が均一になるように制
御している。
【００４３】
　なお、導光板２０は、透明な樹脂材料に限定されるものではなく、導光性を有すれば乳
白色等の樹脂材料でもよい。また、導光板２０は、略平行な二主面からなる略矩形板状に
成形されることに限定されず、例えばＬＥＤ１１が取り付けられた一側面２１に対向する
側面に向かって次第に主面間の間隔が狭くなる形状に成形されてもよく、主面間が次第に
広くなる形状に成形されてもよい。
【００４４】
　導光板２０の一側面２１に対して略垂直の一方の面に取り付けられる反射シート３０は
、図１に示すように、導光板２０の一方の面と略同じ大きさの略矩形薄板状に形成されて
いる。反射シート３０は、例えば機械的剛性を有するアルミニウムプレート基材の表面に
反射材を塗布、あるいは、蛍光剤が含有された高反射率特性を有する発泡性ＰＥＴ（Poly
ethylene Terephthalate）等からなる反射材を設けたものであり、反射材側が導光板２０
に取り付けられている。
【００４５】
　反射シート３０は、導光板２０内に入射された照明光が導光板２０内で反復反射され、
導光板２０の一方の面に対して導光板２０から外部に透過される入射角が臨界角以上の照
明光を導光板２０内に反射させる。
【００４６】
　なお、効率的に照明光を導光板２０内で活用するために、反射シート３０を側面に取り
付けてもよい。また、反射シート３０は、アルミニウムプレートに限定されるものではな
く、例えば鏡面を有するステンレスプレートを用いるようにしてもよい。更に、反射シー
ト３０は、比較的小サイズの導光板２０である場合、例えば蛍光剤を含有した発泡性ＰＥ
Ｔ等からなる反射材で形成されるようにしてよい。
【００４７】
　導光板２０の他方の面に取り付けられ、複数の光学機能シートが積層された光学シート
層４０は、これらに限定されるものではないが、図１に示すように、導光板２０の他方の
面と略同じ大きさの略矩形状であり、例えば、光源基板１０の光源から照射されて液晶パ
ネル４に導光される照明光を直交する偏光成分に分解する機能を有する偏光フィルム、照
明光を拡散する機能を有する拡散フィルム、輝度向上を図る輝度向上フィルム等からなる
光学機能を有する複数の光学機能シートが積層されている。
【００４８】
　以上のように構成されたバックライトユニット３は、図１に示すように、光源であるＬ
ＥＤ１１から照明光が照射されると、ＬＥＤ１１が実装された光源基板１０が導光板２０
の一側面２１に取り付けられ、導光板２０の凹部２２によって光源基板１０に実装された
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ＬＥＤ１１が覆われるように取り付けられているので、ＬＥＤ１１から照射された照明光
が導光板２０に内に直接入射される。
【００４９】
　次に、バックライトユニット３は、導光板２０内に入射された照明光が導光板２０の光
源基板１０の近傍に輝度むら等を発生させないように、ＬＥＤ１１が実装された光源基板
１０が取り付けられた導光板２０の一側面２１の角部に反射部２３が設けられているので
、図６に示すように、入射角が臨界角以上となり全反射される。
【００５０】
　次に、バックライトユニット３は、図１に示すように、導光板２０内に入射された照明
光が導光板の一方の面に設けられた調光部２４に当たることで反射され、反射シート３０
等により導光板２０内で反復反射されることで、導光板２０内に照明光を均一に行き渡ら
せる。
【００５１】
　次に、バックライトユニット３は、反復反射された照明光の入射角が導光板２０の他方
の面に対して臨界角以下のとき、照明光が光学シート層４０に出射される。
【００５２】
　次に、バックライトユニット３は、光学シート層４０によって照明光に光学処理が施さ
れ、液晶パネル４に他方の面全体に亘って輝度が均一な照明光を照明させている。
【００５３】
　以上のように構成されたバックライトユニット３は、ＬＥＤ１１が実装された光源基板
１０が導光板２０の一側面２１に取り付けられ、導光板２０の凹部２２によって光源基板
１０に実装されたＬＥＤ１１が覆われるように取り付けられているので、ＬＥＤ１１から
照射された照明光が導光板２０内に屈折又は反射されることなく効率的に入射させること
ができる。
【００５４】
　また、バックライトユニット３は、ＬＥＤ１１が実装された光源基板１０が取り付けら
れた導光板２０の一側面２１の角部に反射部２３を設けることで、ＬＥＤ１１の近傍にお
いて、導光板２０内に入射された照明光の入射角を臨界角以上とすることができ、照明光
を全反射させることができるので、輝度むらの発生を防止することができる。
【００５５】
　なお、バックライトユニット３は、光源としてＬＥＤ１１に限定されるものではなく、
図７に示すように、ＣＣＦＬ１３、すなわち冷却極蛍光ランプを用いてもよい。
【００５６】
　なお、バックライトユニット３は、導光板２０の凹部２２がＬＥＤ１１を覆うように光
源基板１０が導光板２０の一側面２１に取り付けられることに限定されず、図８に示すよ
うに、ＬＥＤ１１とともに光源基板１０も凹部２２が覆うように設けてもよい。また、バ
ックライトユニット３は、図９に示すように、導光板の一側面２１に各ＬＥＤ１１とそれ
ぞれ対応するように反射部２３の曲面形状と略同じ断面形状を有する突部２５を設け、こ
れらの突部２５がＬＥＤ１１又はＬＥＤ１１と光源基板１０をそれぞれ覆うように設けて
もよい。更に、バックライトユニット３は、図１０に示すように、導光板２０の凹部２２
を設けず、導光板２０がＬＥＤ１１を覆わずに、ＬＥＤ１１から照射された照明光が導光
板２０内に入射されるように設けてもよい。
【００５７】
　なお、バックライトユニット３は、導光板２０の反射部２３に、図１１に示すように、
鏡面反射作用を有するミラー、ハーフミラー及びダイクロイックミラー等の反射材２６を
設け、よりＬＥＤ１１から照射される照射光の光利用効率を向上させてもよい。また、バ
ックライトユニット３は、導光板２０の反射部２３に、図１２に示すように、レンチキュ
ラーレンズ及びフレネルレンズ等のような段付形状２７に設け、ＬＥＤ１１から照射され
る照射光の光利用効率を向上させてもよい。
【００５８】
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　なお、導光板２０の凹部２２とＬＥＤ１１のマイクロレンズ１２との構成面との間に、
図１３に示すように、屈折率が高い、例えば、ポリカーボネイト、ポリメチルメタクリレ
ート、アクリル、シリコーン等の光透過性樹脂２８を充填して、マイクロレンズ１２、光
透過性樹脂２８、導光板２０と順次屈折率を高めていき、導光板２０に入射される照明光
の出射角を調整して、ＬＥＤ１１から照射される照射光の光利用効率を向上させてもよい
。
【００５９】
　また、ＬＥＤ１１のマイクロレンズ１２の中に、図１４に示すように、屈折率が高い、
例えば、ポリカーボネイト、ポリメチルメタクリレート、アクリル、シリコーン等の光透
過性樹脂２９を充填して、光透過性樹脂２９、マイクロレンズ１２、導光板２０と順次屈
折率を高めていき、導光板２０に入射される照明光の出射角が小さくなるように調整して
、ＬＥＤ１１から照射される照射光の光利用効率を向上させてもよい。
【図面の簡単な説明】
【００６０】
【図１】本発明を適用した液晶表示装置の要部縦断面図である。
【図２】導光板の斜視図である。
【図３】光源基板と導光板の要部縦断面図である。
【図４】導光板の反射部の他の使用例を示した斜視図である。
【図５】光源基板と導光板の反射部の他の使用例を示した要部縦断面図である。
【図６】本発明を適用した導光板に入射された照明光の状態を示した導光板の要部縦断面
図である。
【図７】光源にＣＣＦＬを用いたときの光源基板と導光板の要部縦断面図である。
【図８】光源基板と導光板の他の取り付け方法を示した要部縦断面図である。
【図９】導光板の他の使用例を示した斜視図である。
【図１０】導光板の他の使用例を示した斜視図である。
【図１１】導光板の反射部に反射材を取り付けた状態を示した要部縦断面図である。
【図１２】導光板の反射部に段付形状を設けた状態を示した要部縦断面図である。
【図１３】導光板とＬＥＤとの間に光透過性樹脂を設けた状態の光源基板と導光板の要部
縦断面図である。
【図１４】ＬＥＤ１１の中に光透過性樹脂を設けた状態の光源基板都道交番の要部縦断面
図である。
【図１５】従来のバックライトユニットの光源基板と導光板の要部縦断面図である。
【図１６】従来の導光板に入射された照明光の状態を示した導光板の要部縦断面図である
。
【符号の説明】
【００６１】
　１　液晶表示装置、２　液晶パネルユニット、３　バックライトユニット、４　液晶パ
ネル、６　反射シート、１０　光源基板、１１　発光ダイオード（ＬＥＤ）、２０　導光
板、２１　凹部、２２　反射部、２３　調光部、３０　反射シート、４０　光学シート層
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