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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　光源、および、その光源からの光線を伝搬させるとともに出射させる導光板を含むバッ
クライト装置と、
　上記導光板における両発光面に、上記液晶表示パネルが重なることで、上記バックライ
トユニット装置における上記導光板から出射する光線の出射方向に配置された液晶表示パ
ネルと、
　１つの上記液晶表示パネルに光線を反射させる反射シートと、
を含む液晶表示装置にあって、
　複数の上記光源は、上記導光板において対向する周辺部に向けて光線を照射するように
配設されることで、対向する上記周辺部の一方に向けて照射された光線方向と、他方の上
記周辺部に向けて照射された光線方向とが相反する方向となっており、
　一方の上記周辺部に設けられている複数の上記光源の間隔位置に対向した他方の上記周
辺部の対向位置に、一部の上記光源が一方の周辺部に向けて光を照射するように配設され
ることで、上記光線の衝突が回避される一方で、
　一方の周辺部に設けられている複数の上記光源に対向した他方の上記周辺部の対向位置
に、一部の上記光源が一方の周辺部に向けて光を照射するように配設されることで、上記
光線が衝突しており、
　上記反射シートには、上記導光板での衝突する上記光線の伝搬する領域に対応させて、
第１開口が設けられている液晶表示装置。
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【請求項２】
　上記液晶表示パネルを保持する保持体が、さらに備えられており、
　上記反射シートに設けられた第１開口を通過する光を上記液晶表示パネルへと到達させ
るための第２開口が、上記保持部に設けられていることを特徴とする請求項２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、バックライト装置（エッジライト型バックライト装置）、およびそれを具備
した液晶表示装置に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　近年、プラズマディスプレイパネル（ＰＤＰ）や有機ＥＬディスプレイ等の自発光型の
表示装置が種々開発されている。しかしながら、このような自発光型の表示装置は、高い
発光輝度を有するものの消費電力が大きいという問題もあるため、非発光型表示装置であ
る液晶表示装置も依然として、種々開発が続けられている。
【０００３】
　例えば、液晶表示装置は、図１３に示すように、液晶表示パネル１２１と、この液晶表
示パネル１２１に光を照射するＬＥＤ（発光素子）１０１・導光板１０２等を具備したバ
ックライト装置１２９とから構成されている。
【０００４】
　また、図１４（図１３におけるＬＥＤ１０１・導光板１０２を上方からみた平面図）に
示すように、バックライト装置１２９では、ＬＥＤ１０１は、導光板１０２における発光
面１０２ｅに対して垂直な壁部（側壁部１０２ａ）に向かって光を照射するために、その
側壁部１０２ａ近傍に配設されるようになっている。そして、ＬＥＤ１０１の光は、導光
板１０２によって平面光に変換され、発光面１０２ｅを通して液晶表示パネル１２１に向
かって照射されるようになっている。
【０００５】
　上記のような構造を有する液晶表示装置１３９は、低電力消費のため、近年、携帯情報
端末（ＰＤＡ）・携帯電話端末・ＰＣのディスプレイ・テレビ・デジタルスチールカメラ
（ＤＳＣ）等、様々な分野で利用されており、その需要は益々増えている。しかし、液晶
表示装置１３９のカラー化に伴い、要求される発光輝度・均斉度・色再現性等の特性への
要求も益々高まってきている。
【０００６】
　そこで、例えば高い発光輝度を確保しようとすると、単純にＬＥＤ１０１の数を増加さ
せた液晶表示装置１３９が考えられる。しかしながら、このような液晶表示装置１３９を
設計してしまうと、隣接するＬＥＤ１０１の発熱の影響を受け、ＬＥＤ１０１自体の発光
効率が低下してしまう。また、このような発光効率の低下を抑制させつつも、高発光輝度
を確保しようとすると、ＬＥＤ１０１間の配設間隔を一定以上の距離で離間させなくては
ならないので、バックライト装置１２９が大型化してしまうという問題が生じる。
【０００７】
　かかる問題を解決しようとして、例えば特許文献１のバックライト装置（バックライト
ユニット）１２９では、図１５に示すように、垂直方向の光を発するようにしたＬＥＤ１
０１ａと、水平方向の光を発するようにしたＬＥＤ１０１ｂとを設けるとともに、導光板
１０２の端部に光導入部１０２Ｘを設け、この光導入部１０２Ｘを介して、両方向（垂直
方向・水平方向）の光を導光板１０２に取り込むようにしている。これによると、例えば
図１４に示す１つのＬＥＤ１０１の箇所に２つのＬＥＤ１０１ａ・１０１ｂが設けられる
ことになるので、高い発光輝度を確保したバックライト装置１２９となる。
【特許文献１】特開２００３－１０９４２１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】
【０００８】
　しかしながら、特許文献１のようなバックライト装置１２９であると、導光板１０２の
厚みよりさらに厚みのある光導入部１０２Ｘを設けることになり、さらに、その光導入部
１０２Ｘの下端に垂直方向の光を発するＬＥＤ１０１ａを設けている。そのため、バック
ライト装置１２９の厚みが大きくなってしまう。したがって、このようなバックライト装
置１２９は、高い発光輝度を確保しつつ、幅方向のサイズはコンパクトになっているもの
の、厚み方向のサイズは大きくなってしまい、小型なバックライト装置とは言い難い。
【０００９】
　また、光導入部１０２Ｘという新たな部材を導光板１０２の端部に設けるため、非常に
複雑な形状の導光板１０２となり、コスト増加や発光輝度の均斉度の調整が困難という問
題を引き起こす。
【００１０】
　本発明は、上記の問題点を解決するためになされたものであって、その目的は、簡単な
構成で、高い発光輝度を確保するしつつ、発光輝度の均斉度の高いバックライト装置およ
びそれを備えた液晶表示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】
　本発明のバックライト装置は、光源と、その光源からの光線を伝搬させるとともに出射
させる導光板とを含むバックライト装置であって、上記光源は、上記導光板において対向
する周辺部に向けて光線を照射するように配設されるとともに、上記の対向する周辺部の
一方に向けて照射された光線方向と、他方の周辺部に向けて照射された光線方向とが相反
する方向となっていることを特徴としている。
【００１２】
　このように、相反する方向となるように光源を配設させることは、すなわち、２方向か
ら導光板に向かって（対向する周辺部から導光板に向かって）光線が照射されることにな
る。そのため、導光板の周辺部の一方のみから（例えば複数ある周辺部の一つのみから）
、光源の光線を照射させる場合に比べて、高い発光輝度が得られることになる。つまり、
導光板に何ら加工を施すことなく、簡単な構成で高い発光輝度を得られるバックライト装
置となる。
【００１３】
　その上、通常であれば、光源から解離するにつれて、導光板からの出射光量は減少して
いくところ、本発明のバックライト装置では、対向する周辺部の一方から光線が入射した
場合、解離していく箇所（すなわち光線量の減少していく箇所）に該当する他方の周辺部
からも光線が入射するようになっている。そのため、導光板の周辺部の一方のみから、光
源の光線を照射させる場合に比べて、均斉度のとれたバックライト装置となる。
【００１４】
　また、本発明のバックライト装置では、上記導光板において対向する周辺部の一方に、
上記光源が、他方の周辺部に向けて光線を照射するように配設されているとともに、他方
側の周辺部において、上記一方の周辺部に設けられている光源の光線方向の照射位置と隣
り合う位置に、上記光源が、一方の周辺部に向けて光線を照射するように配設されている
ことが好ましい。
【００１５】
　これによると、一方の周辺部に光線を照射するように設けられた光源の光線と、他方の
周辺部に光線を照射するように設けられた光源の光線とが対向（衝突）しない。そのため
、光源同士の光線（光）が互いに干渉しないようになる。したがって、導光板の全域に渡
って、高い発光輝度を維持できるようになり、均斉度の高いバックライト装置となる。
【００１６】
　また、本発明のバックライト装置では、上記導光板において対向する周辺部の一方に、
その一方の周辺部に沿って、複数の上記光源が、他方の周辺部に向けて光線を照射するよ
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うに配設されているとともに、上記一方の周辺部に設けられている複数の光源の間隔位置
に対向した他方の周辺部の対向位置に、上記光源が、一方の周辺部に向けて光線を照射す
るように配設されていることが好ましい。
【００１７】
　これによると、導光板における一方だけの周辺部に沿って、複数の光源を配設させる場
合に比べて、光源の配設間隔を広げることができる。つまり、隣接する光源同士の発熱の
影響を受けない程度の間隔（許容間隔）を確保しつつ、複数の光源を配設できる。その上
、対向するもう一方の周辺部にも、複数の光源が配設されているため、許容間隔を確保し
つつも、高い発光輝度を維持できるようになっている。
【００１８】
　また、許容間隔を確保した光源が、導光板における１つだけの周辺部に沿って配設され
ずに、複数の周辺部にわけて配設されているので、周辺部の長手の長さを必要以上に長く
する必要がない。そのため、バックライト装置を小型にできる。
【００１９】
　また、本発明の液晶表示装置は、上記導光板から出射する光線の出射方向に、液晶表示
パネルが設けられていることを特徴としている。
【００２０】
　これによると、簡単な構成で、高い発光輝度を確保するしつつ、発光輝度の均斉度の高
い液晶表示装置となる。
【００２１】
　また、本発明の液晶表示装置（特に発光面積の異なる両面発光タイプの液晶表示装置）
は、光源、および、その光源からの光線を伝搬させるとともに出射させる導光板を含むバ
ックライト装置と、上記導光板における両発光面に、上記液晶表示パネルが重なることで
、上記バックライトユニット装置における上記導光板から出射する光線の出射方向に配置
された液晶表示パネルと、１つの上記液晶表示パネルに光線を反射させる反射シートと、
を含む。
　そして、複数の上記光源は、上記導光板において対向する周辺部に向けて光線を照射す
るように配設されることで、対向する上記周辺部の一方に向けて照射された光線方向と、
他方の上記周辺部に向けて照射された光線方向とが相反する方向となっている。
　さらに、一方の上記周辺部に設けられている複数の上記光源の間隔位置に対向した他方
の上記周辺部の対向位置に、一部の上記光源が一方の周辺部に向けて光を照射するように
配設されることで、上記光線の衝突が回避される一方で、一方の周辺部に設けられている
複数の上記光源に対向した他方の上記周辺部の対向位置に、一部の上記光源が一方の周辺
部に向けて光を照射するように配設されることで、上記光線が衝突する。
　そして、このような液晶表示装置では、上記反射シートには、上記導光板での衝突する
上記光線の伝搬する領域に対応させて、第１開口が設けられている。

【００２２】
　光源を対向するように配設した場合、光線同士までも対向してしまう場合がある（つま
り、光線同士が衝突してしまう場合がある）。かかる場合、光線同士の伝播する導光板の
領域が他の導光板の領域に比べて、発光輝度が高くなり、均斉度の低い液晶表示装置とな
ってしまうおそれがある。
【００２３】
　しかしながら、本発明の液晶表示装置によると、発光輝度の高くなる導光板に対応した
反射シートの領域に開口が設けられるようになっている。すると、例えば導光板から表面
側へ出射するはずであった光の一部が、反射シートの開口を通過するようになり、開口に
対応する表面側の液晶表示パネルでは、反射シートの面積が減った分、光量が低減される
。一方、背面側の液晶表示パネルでは、第１開口を通過しただけの光量が出射されること
になるので、表面側同様に、光量が低減される。その結果、見かけ上、その領域の中心付
近等（すなわち、第１開口を設けた箇所）に対応する液晶表示パネルへの出射光量が低減
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する。そのため、導光板全体として均斉度が整うようになる。
【００２４】
　なお、本発明の液晶表示装置では、上記液晶表示パネルを保持する保持体が、さらに備
えられており、上記反射シートに設けられた第１開口を通過する光を上記液晶表示パネル
へと到達させるための第２開口が、上記保持部に設けられていることが好ましい。つまり
、上記の第１開口に対応する位置（第１開口を通過した光が照射される保持部の位置）に
第２開口を設けることで、より確実に、液晶表示パネルへ出射される光量を低減させ、導
光板全体として均斉度が整うようにしている。
【発明の効果】
【００２５】
　本発明のバックライト装置およびそれを備える液晶表示装置であれば、２方向から光源
の光線が入射してくるので、導光板の周辺部の一方のみから、光源の光線を照射させる場
合に比べて、高い発光輝度が得られることになる。その上、対向する周辺部の一方から光
線が入射した場合、解離していく箇所（すなわち光線量の減少していく箇所）に該当する
他方の周辺部からも光線が入射するようになっているので、均斉度も整えられる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００２６】
〔実施の形態１〕
　本発明の実施の一形態について、図面に基づいて説明すれば、以下の通りである。
【００２７】
〈液晶表示装置の構成について〉
　本発明の液晶表示装置３９は、図２・図３に示すように、液晶表示パネル２１とバック
ライト装置２９とから構成されている。なお、図３は、分解斜視図である図２の液晶表示
装置３９が組み立てられた場合に、矢視Ｊ―Ｊ’からみた概略断面図である。
【００２８】
《液晶表示パネルの構成について》
　液晶表示パネル２１は、例えばアクティブマトリックス基板（ＡＭ基板）と、このＡＭ
基板に対向する対向基板とをシール材で貼り合わせ、これらの隙間に液晶を注入して形成
された表示パネルである。なお、この液晶表示パネル２１は、光透過形の有効表示領域を
有する表示パネルとなっており、不図示の駆動用ドライバー等が備えられるようになって
いる。
【００２９】
《バックライト装置の構成について》
　バックライト装置２９は、液晶表示パネル２１に光（バックライト光）を照射するもの
であり、ＬＥＤ（light Emitting Diode）１、導光板２、反射シート（反射膜）１１、拡
散シート１２、レンズシート（集光体）１３、およびホルダー１４を含むように構成され
ている。なお、このバックライト装置２９は、液晶表示パネル２１の非表示面側に配設さ
れている（すなわち、バックライト装置２９における導光板２の光線出射方向に液晶表示
パネル２１が設けられている）。
【００３０】
　ＬＥＤ１は、光（光線）を発光するものであり（いわゆる光源であり）、導光板２にお
ける周辺部２ａ・２ｂに、その導光板２の中心に向いて光を出射させるようにして、例え
ば複数配設されている。つまり、図３・図４等に示すように、四角状の導光板２における
一端の周辺部（側壁部）２ａの近傍にＬＥＤ１を設けると、その設けられたＬＥＤ１に対
向する導光板２の他端の周辺部２ｂの近傍に、さらなるＬＥＤ１が設けられるようになっ
ている。
【００３１】
　導光板２は、ＬＥＤ１からの光を平面光に変換させるためのものであり、光の内部伝搬
可能な透明樹脂（例えばアクリル樹脂等）から構成される平面導光体（面状導光体）であ
る。なお、この導光板２においては、ＬＥＤ１からの光が入射してくる箇所（導光板２の
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側端部）を入光部３、ＬＥＤ１からの光を液晶表示パネル２１へと出射させる面（箇所）
を発光面（出射部）２ｅ、およびこの発光面２ｅに対向する面を反射面（反射部）２ｆと
表現する。したがって、入光部３は、発光面２ｅにほぼ直交する側壁部（周辺部２ａ・２
ｂ等）から構成されるようになっている。
【００３２】
　反射シート１１は、光利用効率の向上を図るために、ＬＥＤ１からの光や導光板２内部
を伝搬する光を漏洩させることなく液晶表示パネル２１に向けて反射させるものである。
【００３３】
　拡散シート１２は、表示にかかる光を拡散させて、液晶表示パネル２１全域に光をいき
わたらせるようにするものである。
【００３４】
　レンズシート１３は、例えば集光レンズ（光学素子）の集まったシートであり、液晶表
示パネル２１に入射する光の放射特性を偏向させることで（発光面２ｅに集光させること
で）、その液晶表示パネル２１の単位面積あたりの発光輝度を向上させるものである。
【００３５】
　ホルダー（保持部）１４は、上記のＬＥＤ１、導光板２、反射シート１１、拡散シート
１２、およびレンズシート１３を搭載（格納）する樹脂や板金等から構成された枠体であ
る。具体的には、導光板２の周囲から（発光面２ｅ以外から）光が漏れないよう、導光板
２を取り囲み、各部材（ＬＥＤ１、導光板２、反射シート１１、および、拡散シート１２
、およびレンズシート１３）を固定するための部材である。
【００３６】
　なお、本発明のバックライト装置２９の配設位置は、導光板２において対向する周辺部
２ａ・２ｂにＬＥＤ１を複数設け、その導光板２の反射面２ｆ側に反射シート１１が設け
られるようになっている。さらに、導光板２の発光面２ｅ側から液晶表示パネル２１に向
かって、拡散シート１２・レンズシート１３が重なるように配設されている。
【００３７】
〈本発明の特徴的な構成・効果について〉
　本発明のバックライト装置２９では、図４に示すように、導光板２において対向する周
辺部２ａ・２ｂにＬＥＤ１が複数設けられている。具体的には、ＬＥＤ１は、導光板２に
おいて対向する周辺部２ａ・２ｂに向けて光線を照射するように配設されるとともに、対
向する周辺部の一方（周辺部２ａ）に向けて照射された光線方向と、他方の周辺部（周辺
部２ｂ）に向けて照射された光線方向とが相反する方向となっている。
【００３８】
　そして、特に、導光板２を介して向かい合ったＬＥＤ１の光（光線）が直接対向（対峙
）しないように配設させている。つまり、導光板２において対向する周辺部の一方（周辺
部２ａ）に、ＬＥＤ１を他方の周辺部（周辺部２ｂ）に向けて光線を照射するように配設
させるとともに、他方の周辺部２ｂにおいて、一方の周辺部２ａに設けられているＬＥＤ
１の光線方向の照射位置と隣り合う位置（後述の間隔位置Ｐ）に、ＬＥＤ１を一方の周辺
部２ａに向けて光線を照射するように配設させている。
【００３９】
　そのため、本発明では、導光板２において対向する周辺部の一方（一方側；周辺部２ａ
）に、その周辺部（一方の周辺部）２ａに沿って、複数のＬＥＤ１を他方（他方側）の周
辺部２ｂに向けて光を照射するように配設させると、一方の周辺部２ａに設けられている
複数のＬＥＤ１の間隔位置Ｐ（周辺部におけるＬＥＤ１とＬＥＤ１との間の位置）に対向
した他方の周辺部２ｂの対向位置（対応位置）に、ＬＥＤ１を一方の周辺部２ａに向けて
光を照射するように配設されるようになる。したがって、向かい合った周辺部２ａ・２ｂ
における入光部３・３が、対向しないような〔正面で対峙（衝突）しないような〕位置に
なる。
【００４０】
　このような配設位置にすれば、従来のように導光板における１つだけの周辺部に沿って
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、複数のＬＥＤを配設させる場合に比べて、ＬＥＤ１同士の間隔を広げることができる。
つまり、隣接するＬＥＤ１の発熱の影響を受けない程度の間隔（許容間隔）を確保しつつ
、複数のＬＥＤ１を配設できる。その上、対向するもう一方の周辺部にも、複数のＬＥＤ
１が配設されているため（つまり、周辺部２ａ・２ｂに複数のＬＥＤ１が配設されている
ため）、許容間隔を確保しつつも、高い発光輝度を維持できるようになっている。
【００４１】
　また、許容間隔を確保したＬＥＤ１が、導光板２における１つだけの周辺部２ａに沿っ
て配設されずに、複数の周辺部２ａ・２ｂにわけて配設されている。したがって、周辺部
２ａ・２ｂの長手の長さを必要以上に長くする必要がない。そのため、バックライト装置
２９を小型にできる（バックライト装置２９の大型化を抑制できる）。
【００４２】
　また、上記のような配設位置であれば、図１に示すように、一方の周辺部２ａ近傍に設
けられたＬＥＤ１の光線と他方の周辺部２ｂ近傍に設けられたＬＥＤ１の光線とが対向（
衝突）しない。つまり、ＬＥＤ１同士の光が互いに干渉しないようになる〔干渉すること
なく高い発光輝度を確保した導光板２の領域（領域α）が連続的に分布するようになる〕
。そのため、導光板２の全域に渡って、高い発光輝度を維持できるようになる。つまり、
均斉度の高いバックライト装置２９となる。
【００４３】
　したがって、本発明のバックライト装置２９を液晶表示装置３９に用いれば、その液晶
表示装置３９は、高い発光輝度を確保しつつも均斉度の取れた、小型の液晶表示装置３９
となる。
【００４４】
〔実施の形態２〕
　本発明の第２の実施形態について説明する。なお、実施の形態１で用いた部材と同様の
機能を有する部材については、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００４５】
　実施の形態１では、導光板２における一方の面（発光面２ｅ）からＬＥＤ１の光を出射
させる片面タイプ（片面発光タイプ）のバックライト装置２９、およびそれを用いた液晶
表示装置３９について説明した。しかし、本発明は、これに限定されるものではなく、両
面発光タイプのバックライト装置２９、およびそれを用いた液晶表示装置３９にも有用で
ある。そこで、以下に両面発光タイプのバックライト装置２９・液晶表示装置３９につい
て、説明する。
【００４６】
　図５に示すように、両面発光タイプの液晶表示装置３９では、両面を発光面２ｅ・２ｅ
とする導光板２が、拡散シート１２・１２で挟持されるようになっている。そして、この
挟持している拡散シート１２・１２において、導光板２から解離する側（方向）の面上に
、レンズシート１３・１３が設けられるようになっている。さらに、このレンズシート１
３・１３において、導光板２から解離する側の面上に、液晶表示パネル２１・２１が設け
られるようになっている。つまり、導光板２の両発光面２ｅ・２ｅ上に（導光板２の光線
出射方向に）、拡散シート１２・１２、レンズシート１３・１３、液晶表示パネル２１・
２１が、この順で重なるようにして設けられている。
【００４７】
　そして、このような両面発光タイプの液晶表示装置３９・バックライト装置２９にあっ
ても、バックライト装置２９に用いるＬＥＤ１を実施の形態１のように配設すればよい。
つまり、導光板２において対向する周辺部の一方（周辺部２ａ）に、その周辺部（一方の
周辺部２ａ）に沿って、複数のＬＥＤ１を他方の周辺部２ｂに向けて光を照射するように
配設させるとともに、一方の周辺部２ａに設けられている複数のＬＥＤ１の間隔位置Ｐに
対向した他方の周辺部２ｂの対向位置に、ＬＥＤ１を一方の周辺部２ａに向けて光を照射
するように配設させるようにすればよい。
【００４８】
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　このような配設位置の両面発光タイプのバックライト装置２９にすれば、実施の形態１
同様、高い発光輝度を確保しつつも均斉度の取れた、小型のバックライト装置２９となる
。その上、このようなバックライト装置２９を具備した液晶表示装置３９も、同様に、高
い発光輝度を確保しつつも均斉度の取れた小型の液晶表示装置３９となる。
【００４９】
〔実施の形態３〕
　本発明の第３の実施形態について説明する。なお、実施の形態１・２で用いた部材と同
様の機能を有する部材については、同一の符号を付記し、その説明を省略する。
【００５０】
　本発明のバックライト装置２９（片面発光タイプまたは両面発光タイプのバックライト
装置２９）、およびそれを備えた液晶表示装置３９におけるＬＥＤ１の配設位置には、実
施の形態１・２で説明したものに限らず、種々の配設位置（配設パターン）が考えられる
。
【００５１】
〈ＬＥＤの配設位置１〉
　例えば、図６に示すように、導光板２において対向する周辺部の一方（周辺部２ａ）に
、その周辺部（一方の周辺部２ａ）に沿って、複数のＬＥＤ１を他方の周辺部２ｂに向け
て光を照射するように配設させるとともに、一方の周辺部２ａに設けられている複数のＬ
ＥＤ１に対向した他方の周辺部２ｂの対向位置（対応位置）に、ＬＥＤ１を一方の周辺部
２ａに向けて光を照射するように配設させるようにしてもよい（幾何学的に対称となるよ
うにＬＥＤ１を配設させてもよい）。
【００５２】
　つまり、対向する周辺部の一方（周辺部２ａ）に向けて照射されたＬＥＤ１の光線方向
と、他方の周辺部（周辺部２ｂ）に向けて照射されたＬＥＤ１の光線方向とが相反する方
向となっていながら、それらの光線方向が対向（衝突）するようなＬＥＤ１の配設位置で
あってもよい。
【００５３】
　このようなＬＥＤ１の配設位置にすれば、実施の形態１・２同様、ＬＥＤ１同士の間隔
を広げることができ、許容間隔を確保しつつ、複数のＬＥＤ１を配設できる。したがって
、従来のように導光板における１つだけの周辺部に沿って、複数のＬＥＤを配設させる場
合に比べて高い発光輝度を確保したバックライト装置２９・液晶表示装置３９となる。
【００５４】
　ただし、図７に示すように、ＬＥＤ１の光（光線）が対向してしまうので（光が干渉し
てしまうので）、複数のＬＥＤ１の間隔位置Ｐに対応する導光板２の領域（つまり、対向
するＬＥＤ１の光線方向外の領域；領域β）が、向かい合ったＬＥＤ１の位置に対応する
領域（領域γ）に比べて、発光輝度が低くなってしまう。そのため、実施の形態１・２の
ほうが、均斉度が高いバックライト装置２９・液晶表示装置３９といえる。
【００５５】
　しかしながら、通常であれば、ＬＥＤ１から解離するにつれて、導光板２からの出射光
量は減少していくところ、本発明のバックライト装置２９では、対向する周辺部の一方（
周辺部２ａ）から光線が入射した場合、解離していく箇所に該当する他方の周辺部２ｂか
らも光線が入射するようになっている。そのため、導光板の周辺部の一方のみから、ＬＥ
Ｄの光線を照射させる場合に比べて、均斉度のとれたバックライト装置２９となっている
ともいえる。
【００５６】
　なお、このように、対向するようにＬＥＤ１を配設したとしても、ＬＥＤ１は、複数の
周辺部２ａ・２ｂにわけて配設されていので、周辺部２ａ・２ｂ等の長手の長さを必要以
上に長くする必要がないので、バックライト装置２９・液晶表示装置３９のサイズは小型
となる。
【００５７】
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〈ＬＥＤの配設位置２〉
　また、例えば、図８に示すように、導光板２の全ての周辺部２ａ・２ｂ・２ｃ・２ｄ（
四角状の導光板であれば、４つの周辺部）にＬＥＤ１が複数設けて、かつ導光板２を介し
て向かい合ったＬＥＤ１の光（光線）が直接対向（対峙）しないように配設させても構わ
ない。
【００５８】
　つまり、導光板２において対となって複数存在する対向した周辺部（対２ａ・２ｂ、対
２ｃ・２ｄ）の一方に、その周辺部（一方の周辺部；周辺部２ａ、周辺部２ｃ）に沿って
、複数のＬＥＤ１を導光板２に向けて光を照射するように配設させるとともに、一方の周
辺部（周辺部２ａ、周辺部２ｃ）に設けられている複数のＬＥＤ１の間隔位置Ｐに対向し
た他方側の周辺部（周辺部２ｂ、周辺部２ｄ）の対向位置に、ＬＥＤ１を導光板２に向け
て光を照射するように配設させるようにしている。
【００５９】
　したがって、図８のように、四角状（矩形状）の導光板２であれば、２対（２組）の対
向した周辺部（対２ａ・２ｂ、対２ｃ・２ｄ）が存在するので、これらの全周辺部２ａ・
２ｂ・２ｃ・２ｄにＬＥＤ１を配設させるようになっており、かつ、対向する周辺部の一
方（周辺部２ａ、周辺部２ｃ）に向けて照射されたＬＥＤ１の光線方向と、他方の周辺部
（周辺部２ｂ、周辺部２ｄ）に向けて照射されたＬＥＤ１の光線方向とが相反する方向と
なっている。
【００６０】
　このようなＬＥＤ１の配設位置にすれば、実施の形態１・２同様、高い発光輝度を確保
しつつも均斉度の取れたバックライト装置２９となる。その上、このようなバックライト
装置２９を具備した液晶表示装置３９も、同様に、高い発光輝度を確保しつつも均斉度の
取れた液晶表示装置となる。
【００６１】
　ただし、ＬＥＤ１の配設数を多くすれば、それだけ、消費電力も高くなってしまうとと
もに、バックライト装置２９・液晶表示装置３９が大型化してしまう点に留意したほうが
好ましい。また、図８では、ＬＥＤ１の光線が対向しないように配設させたものを列挙し
ているが、光線同士が対向するように配設させたものであってもよい。なぜなら、上述し
たように（光線同士が対向した場合であっても）、導光板の周辺部の一方のみから、ＬＥ
Ｄの光線を照射させる場合に比べて、均斉度のとれたバックライト装置２９・液晶表示装
置３９となっているともいえるためである。
【００６２】
〈ＬＥＤの配設位置３〉
　また、例えば両面発光タイプのバックライト装置２９・液晶表示装置３９では、図９に
示すように、対向した周辺部２ａ・２ｂに配設された複数のＬＥＤ１において、ＬＥＤ１
の光線の対向する対と、非対向の対とが存在（混在）するようにしてもよい。
【００６３】
　つまり、導光板２において対向する周辺部の一方（周辺部２ａ）に、その一方の周辺部
２ａに沿って、複数のＬＥＤ１が、他方の周辺部２ｂに向けて光線を照射するように配設
されている場合に、その一方の周辺部２ａに設けられている複数のＬＥＤ１の間隔位置Ｐ
に対向した他方側の周辺部２ｂの対向位置に、ＬＥＤ１が、一方の周辺部２ａに向けて光
線を照射するように配設されている。さらに、その一方の周辺部２ａに設けられている複
数のＬＥＤ１の配設位置（すなわち入光部３）に対向した他方側の周辺部２ｂの対向位置
にも（すなわちこの対向位置も入光部３となる）、ＬＥＤ１が設けられるようになってい
る。
【００６４】
　このようなＬＥＤ１の配設位置にすれば、実施の形態１・２同様、ＬＥＤ１同士の間隔
を広げることができ、許容間隔を確保しつつ、複数のＬＥＤ１を配設できる。したがって
、従来のように導光板における１つだけの周辺部に沿って、複数のＬＥＤを配設させる場
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合に比べて、高い発光輝度を確保したバックライト装置２９・液晶表示装置３９となる。
【００６５】
　ただし、図１０に示すように、ＬＥＤ１の光（光線）が対向する領域（ＬＥＤ１の光線
の対向する領域；領域γ）は、ＬＥＤ１の光が非対向の領域（領域α）に比べて、発光輝
度が高くなってしまう。そのため、実施の形態１・２のほうが、均斉度が高いバックライ
ト装置２９・液晶表示装置３９といえる。
【００６６】
　なお、両面発光タイプの液晶表示装置３９、特に両面の発光面積の異なる両面発光タイ
プの液晶表示装置３９では、図１１（縦断面図）・図１２（図１１での導光板・ＬＥＤを
抽出し、上方からみた平面図）に示すように、発光輝度の高くなる導光板２の領域（領域
γ）に対応する反射シート１１に開口（第１開口）３１を設けることで、見かけ上、領域
γの発光輝度を低下させることができる。
【００６７】
　詳説すると、例えば表面側に大面積、背面側に表面側よりも小面積の発光面積を有する
液晶表示装置３９の場合に、領域γの中心付近に対応する反射シート３１（具体的には、
背面側に配設された反射シート１）の箇所に開口３１を設ける。すると、導光板１２から
表面側へ出射するはずであった光の一部が、反射シート１１の開口３１を通過するように
なる。そのため、領域γの中心付近等（開口３１）に対応する表面側の液晶表示パネル２
１では、反射シート１１の面積が減った分、光量が低減される。一方、背面側の液晶表示
パネル２１では、開口３１の大きさに対応した分だけの（開口１１を通過しただけの）光
量が出射されることになるので、表面側同様に、光量が低減される。
【００６８】
　このように、開口３１が設けられることで、液晶表示パネル２１・２１への光量が低下
すると、領域αとの関係で（領域αとの比較において）、明るく見えていた領域γが領域
αと似通った明るさとなる。つまり、導光板２全体として均斉度が整うようになる。した
がって、開口３１を設けることで、ＬＥＤ１の配設位置の自由度が増すといえる。
【００６９】
　なお、上述のような発光面積の異なる両面発光タイプの液晶表示装置３９において、ホ
ルダー１４が、導光板２と重なるように配設されている場合、上記の開口３１に対応する
位置（開口３１を通過した光が照射されるホルダー１４の位置）に開口（第２開口）を設
けるようにしておくほうが好ましい。このように、開口（第２開口）を設けておくと、光
を液晶表示パネル２１へ到達させることができるとともに、より確実に、この液晶表示パ
ネル２１に出射（到達）される光量を低減させることができる。その結果、導光板２全体
として均斉度が整うようになる。
【００７０】
〔その他の実施の形態〕
　なお、本発明は上記の実施の形態に限定されず、本発明の趣旨を逸脱しない範囲で、種
々の変更が可能である。例えば、光源としては、ＬＥＤ（発光ダイオード）に限らず、冷
陰極管（Cold Cathode Fluorescent Tube；ＣＣＦＴ）等であっても構わない。
【００７１】
　また、上述では、導光板の形状は、平板状のものを挙げて説明したが、これに限らず、
くさび形状のものやプリズムを有するものであっても構わない。その上、矩形状の導光板
に限らず、円盤状や多角形状の導光板であっても構わない。
【００７２】
　また、両面発光タイプの液晶表示装置における液晶表示パネルのサイズ（面積）は、両
面ともに同サイズにする必要はなく、各々異なったサイズに設計してもよい。また、両面
発光タイプの液晶表示装置に用いられる導光板も、液晶表示パネルに対応させて、各々異
なったサイズに設計してもよい。
【００７３】
　なお、本発明は、下記のように表現することもできる。
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【００７４】
　本発明のバックライト装置（バックライトユニット）は、光入射面（入光部）および光
入射面から入射された光が伝播して出射される光出射面（発光面）を有する導光板と、光
入射面に配置される光源と、光出射面に設けられる表示部（液晶表示パネル）を具備し、
光入射面は光出射面の複数の側面（導光板の側壁部）に設けられていることを特徴として
いる。
【００７５】
　また、本発明は、バックライトユニットにおいて、向かい合う入光面（入光部）に配置
された光源同士が、互いに正面に対峙しないように配置されたことを特徴としている。
【００７６】
　また、本発明は、バックライトユニットにおいて、光出射面（発光面）を複数有し、各
々の光出射面に表示部が設けられていることを特徴としている。
【００７７】
　また、本発明は、上記のバックライトユニットを具備し、その出射光を利用して表示を
行なう液晶表示装置である。
【００７８】
　また、本発明は、上記のバックライトユニットを具備し、その出射光を利用して両面表
示を行なう両面発光型液晶表示装置（両面発光タイプの液晶表示装置）である。
【産業上の利用可能性】
【００７９】
　本発明は、片面発光タイプや両面発光タイプのバックライト装置、およびそのバックラ
イト装置を具備する液晶表示装置に有用である。
【図面の簡単な説明】
【００８０】
【図１】後述の図４におけるバックライト装置の導光板での、ＬＥＤによる発光輝度状態
を示した説明図である。
【図２】本発明のバックライト装置、およびそれを具備した液晶表示装置の分解斜視図で
ある。
【図３】図２のＪ―Ｊ’線矢視断面図である。
【図４】本発明のバックライト装置における導光板・ＬＥＤを抽出し、上方からみた平面
図である。
【図５】図３の他の一例を示す断面図であり、両面発光タイプの液晶表示装置の断面図で
ある。
【図６】図４の他の一例を示す平面図である。
【図７】図６におけるバックライト装置の導光板での、ＬＥＤによる発光輝度状態を示し
た説明図である。
【図８】図４・図６の他の一例を示す平面図である。
【図９】図４・図６・図８の他の一例を示す平面図である。
【図１０】図９におけるバックライト装置の導光板での、ＬＥＤによる発光輝度状態を示
した説明図である。
【図１１】異なる発光面積を有する両面発光タイプの液晶表示装置における縦断面図であ
る。
【図１２】図１１に示す液晶表示装置において、反射シートに開口を設けた場合の説明図
である。
【図１３】従来のバックライト装置・液晶表示装置の分解斜視図である。
【図１４】従来のバックライト装置の導光板での、ＬＥＤによる発光輝度状態を示した説
明図である。
【図１５】従来の導光板を示す説明図である。
【符号の説明】
【００８１】
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　　　１　　ＬＥＤ（光源）
　　　２　　導光板
　　　２ａ　導光板の周辺部
　　　２ｂ　導光板の周辺部
　　　２ｃ　導光板の周辺部
　　　２ｄ　導光板の周辺部
　　　２ｅ　発光面
　　　２ｆ　反射面
　　　３　　入光部
　　１１　　反射シート
　　１４　　ホルダー（保持部）
　　２１　　液晶表示パネル
　　２９　　バックライト装置
　　３１　　開口（第１開口）
　　３９　　液晶表示装置
　　　Ｐ　　間隔位置

【図１】 【図２】



(13) JP 4429870 B2 2010.3.10

【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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